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このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
・ 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

はじめに

●シリコーンマスク

●充電用USBケーブル（マイクロUSB）※ ●取扱説明書（保証書付）

付属品

※本製品以外では使用しないでください。

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

コントローラー（本体）

●正面 ●背面

取付基準マーク

充電端子（マイクロUSB）

電極

ランプ

（電源）/MODE 
ボタン

＋ ボタン

－ ボタン

シリコーンマスク

●正面

●背面 電極

固定バンド[1]

固定バンド[3]

固定バンド[2]

固定バンド[4]

取付基準マーク

オートオフ機能
電源をオンにし、モードを設定してから約10分が経過すると、「ピッピッ」と音が鳴り、自動で電源がオフになります。
使用途中でモード変更するとその時点から約10分後にオフとなるため、使用時間にご注意ください。

はたらき

シリコーンマスクにコントローラー（2個）を取り付ける

シリコーンマスクを装着する

ご注意

、とるす電充ままたっ残がどな滴水。いさだくてっ取き拭りかっし、は合場るいていつがどな滴水に子端電充とーラーロトンコ ・
故障の原因となります。
・ 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
・ 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再
度充電してからご使用ください。
・ 充電用USBケーブルとACアダプターは付属のものをご使用ください。
※市販品では正常に充電できない場合があります。

充電用USBケーブル
コントローラー（右）

コントローラー（左）

家庭用コンセント

ACアダプター※

※形状はイメージです。

。すまし滅点に色紫がプンラ   は中電充。すまりま始が電充、とるす続接にうよの図をーラーロトンコ ・
・ 充電が完了すると、   ランプが消灯します。充電用USBケーブルを外してください。
・ 室温約25℃の場合、約1.5時間で満充電となり、約5時間動作可能です。電池残量や充電環境によって、充電時
間や動作時間は前後します。

コントローラーの向きに注意して取り付けてください。

1

コントローラーの   ランプが上向き
になるように左右を確認します。

2 取付基準マークを合わせ、シリコーンマスク
の溝にコントローラーの角を差し込みます。
取り付け向きが適切でないと、EMSを感じ
にくくなることがあります。

3

5

コントローラーのフチを親指で抑えながら押し
込み、コントローラーをしっかりと取り付けます。 
残りのコントローラーも同様に取り付けます。

4

シリコーンマスクを裏返して、シリコーン
マスクとコントローラーの電極がずれて
いないことを確認してください。

ケアする

使いかたに慣れるまでは、鏡を見ながら操作をしてください。

左右のコントローラーの    ランプが上向きになっていることを、再度確認してください。

ご注意

・ 取り付け時に過度な力を加えないでください。シリコーンマスクの破損の原因となります。
・ 取り付け時にコントローラーのボタンを押さないでください。
・ コントローラーの電源はオフの状態で取り付けてください。

ご注意

・ 初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1（最小）」に設定してご使用ください。
・ お肌が乾いたらローションや美容液、ジェルなどを途中でつけ足してください。一度電源をオフにし、シリコーンマスクをはず
してからつけ足してください。
・ ピリピリとした痛みを感じるほど、EMSレベル（強さ）を上げないでください。

1
電源をオンにする

/）源電（   のーラーロトンコの右左 MODEボタンを同時に1秒以上押します。

2 お好みのモードを選ぶ
/）源電（   のーラーロトンコの右左 MODEボタンを同時に押します。

3
お好みのEMSレベル（強さ）を選ぶ
左右のコントローラーの＋／－ボタンを同時に押します。

・EMSレベル（強さ）は6段階で調節できます。

4
終了する
モードを設定してから約10分後に、自動で電源がオフになります。

モードを設定してから約10分後に、「ピッピッ」
と音が鳴り、自動で電源がオフになります。

/）源電（   の右左、はきといたし止停で中途 MODEボタン
を同時に1秒以上押して電源をオフにしてください。

オートモード（紫）
   ランプが紫色に点灯します。
ストレッチモードとアップモードが自動で交互に切
り換わります。
モードが切り換わったときに、電気刺激（EMS）の
体感が変わります。場合によってお好みのEMS
レベル（強さ）に調節してください。

ストレッチモード（青）
   ランプが青色に点灯します。 
電極①↔②間に電気刺激（EMS）を与えます。

アップモード（赤）
   ランプが赤色に点灯します。 
電極①↔③間に電気刺激（EMS）を与えます。

/）源電（   の右左、はきといたし止停で中途 MODEボタンを同時に1秒以上押して電源をオフにしてください。

1
コントローラーを取り外して、シリコーンマスクを
ぬるま湯で洗う
汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭い
てください。

1 二の腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る

2
タオルなどの乾いた布で拭き取る
電極に水滴やゲルなどが残らないよう、十分に
拭き取ってください。

3
風通しの良い場所で乾燥させる
汚れや水分が残ったまま放置すると、カビや変
色、においの原因になることがあります。

● ローションや美容液、ゲルなどが付着した状態で放置しないでください。
● 熱湯を使用しないでください。
● アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

シリコーンマスクを装着する

メイクを落として洗顔したあと、お手持ちのローションや美容液、ゲルなどで十分に保湿してからご使用ください。
シートマスクの上からも使用できます。
EMSはお肌とシリコーンマスクの電極間に水分がないと通電しません。常に水分がある状態を保ってください。
※美容オイルなど、油分を含むタイプの化粧品は使用しないでください。シリコーンマスクの劣化の原因となります。
※粘性の高いゲルや化粧品が、本体の充電端子に入り込むと故障の原因となりますのでご注意ください。

3

各部のなまえとはたらき

お使いになる前に

使いかた

ランプ

ランプ

締め付けに注意

固定バンドの
ねじれに注意

5

2
髪の毛の
挟みこみに
注意

[1][2]

[3][4]

1

2
洗ったところにお手持ちのゲル（油分を含まないタイプ）を塗り、3つの電極
が二の腕に触れるようにもう片方の手で押さえ、「オートモード」、「レベル1
（最小）」で約3分間使用する
・シリコーンマスクにコントローラーを取り付けた状態でテストしてください。左右どちらかのシリコーンマスク裏面
の電極3箇所をお肌に密着させてください。

・電源オン時は「オートモード」、EMSレベル（強さ）は「レベル1（最小）」に設定されています。

・使いかたについては、「ケアする」を参照してください。

3 ゲルを拭き取り、お肌に異常がないことを確認する
24時間以内にお肌に異常（赤みやほてり）を感じなければ、本製品をご使用ください。

右

右 左

左

注意

● 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
● 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流して
ください。

● お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

注意 1日1回程度を目安にご使用ください。
※モードを設定してから約10分後に、自動で電源がオフになります。
※上記はあくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。
※連続で使用する場合は、5時間以上間隔をあけることをおすすめします。

保証書付
保管用

取扱説明書
家庭用美容器 メディリフト アクア EP-17

・ 安全にお使いいただくために、裏面の「安全上のご注意」も必ずお読みください。
・ 保証書は裏面に記載されています。

©2018 YA-MAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED.　無断複製および転載を禁ず。 EP17-7-001

お肌へのプレテスト

本製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

・必ずコントローラーを取り付けたシリコーンマスクを装着した状態で、電源をオンにしてください。
・電源オン時は「オートモード」、EMSレベル（強さ）は「レベル1（最小）」に設定されています。

●ACアダプター※

使いかた動画

https://bit.ly/2v5siyX

残った美容液などはお肌になじませてください。

ご注意

・必ずシリコーンマスクにコントローラーを取り付けてから装着してください。
・コントローラーの電源はオフの状態でシリコーンマスクを装着してください。
・髪をまとめた状態で装着してください。
・装着時に、シリコーンマスクの面ファスナーに髪の毛を挟まないようにご注意ください。
・シリコーンマスク裏の電極（左右6箇所）が、必ずお肌にあたっていることを確認してください。接点がゆるいとEMSの効果
  が得られない場合があります。
・粘性の高いゲルや化粧品を使用する際は、コントローラーの着脱時などに充電端子への入り込みに十分ご注意ください。
・オイルタイプの流さないヘアトリートメントを髪につけた場合は、髪が乾いてから本製品を使用してください。
・お肌と電極の間には、常にローションや美容液、ゲルなどの水分があるようにしてください。水分が少ないとEMSの伝達が悪く
   なり、効果の低下や肌トラブルの原因となります。
・メイクの上から使用すると肌が黒くなることがあります。メイクを落としてからご使用ください。
・電極部分を強くこすると色が移ることがあります。 お手入れのしかた（コントローラー）

1
水で湿らせて固くしぼった柔らかい布等で汚れを拭き取る
汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいてください。

警告
● お手入れの際は、必ず電源をオフにする
感電・ショート・発火の原因となります。

● 水洗いはしない
本製品は防水製品ではありません。
故障の原因となります。

● ローションや美容液、ゲルなどが付着した状態で放置しないでください。
● アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

使用後はコントローラーを清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。
シリコーンマスクからコントローラーを外します。

お手入れのしかた（シリコーンマスク）

使用後はシリコーンマスクを清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。 
シリコーンマスクからコントローラーを外します。

使い終わったら

注意

シリコーンマスクを広げながらコントローラーを押し出します。
・ 広げる際に過度な力を加えないでください。シリコーンマスクの破損
の原因となります。

コントローラーの外しかたシリコーンマスクを裏返し、シリコーンマスクの電極（左
右6箇所）にジェルを適量のせます。

・コントローラーにはジェルが付着しないように注意して
ください。特に充電端子にはゲルがつかないよう十分
にご注意ください。

・必ずシリコーンマスクにコントローラーを取り付けてか
らゲルをのせてください。

シリコーンマスクを顔にあわせます。

・目元、鼻、口の位置を合わせてください。

・上を向きながら口もと、フェイスラインの気になる部分
を引き上げた状態で装着するとより効果的です。

上側の固定バンド[1] [ 2 ]を耳が隠れるように斜め上
へ引き上げ、面ファスナーでしっかりと固定します。

・頭の形は個人差があります。固定バンドがすべらずに
しっかりと止まる位置で固定してください。

4
締め付けに注意

下側の固定バンド[3][4]をあごのラインに沿って頭頂部
まで引き上げ、面ファスナーでしっかりと固定します。

・コントローラーが隠れないように注意してください。

・固定バンド[3][4 ]を強く締めすぎると、首を圧迫する
危険性があります。

・上側の固定バンド[1][2]を止めた状態で、左右6箇所
の電極が確実にお肌に触れている場合は、下側の固
定バンド[3][4]は固定しなくてもご使用いただけます。

シリコーンマスクがしっかりと顔に装着されていること
を、鏡などで確認します。

・顔の形によってはシリコーンマスクがフィットせず、浮き
がみられることもありますが、左右6箇所の電極が
確実に触れていればケアは可能です

EMSを感じない？
EMSの体感に左右差がある？

・お肌の水分量が不足している 　

マスクに触れるお肌をローションや美容液、ジェルなどで十分に保湿してください。
左右の保湿量の違いが体感に現れることがあります。

・コントローラーがマスクから浮いている
コントローラーの電極がマスクから浮いていると、お肌にEMSが流れません。
正しく取付できているか、確認してください。

・左右の筋肉量の違い
頬の筋肉量は左右で異なるため、同じ体感が得られるとは限りません。左右それぞれでお好みのレベルを設定してくだ
さい。

・シリコーンマスク電極とお肌がしっかり触れていない
電極とお肌がしっかりと触れていないとEMSを感じにくいことがあります。シリコーンマスクの装着位置を調整して筋肉
にしっかりEMSの刺激が届く左右の位置をご確認ください。




