
取扱説明書
MU-700

取扱説明書

安全上のご注意
• ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお
読みのうえ正しくお使いください。
• 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
• 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を
依頼してください。
• 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及
ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
• ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を
記載しておりますので必ずお守りください。
• 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示す
るために、誤った取り扱いをすることで生じると想定さ
れる内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

危険
誤った取り扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う危険が切迫して生じることが想
定される内容です。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容です。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負った
り物的損害※の発生が想定される内容です。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわ
る拡大損害を示します。

●図記号について

してはいけないことを示しています。

しなければならないことを示しています。

注意しなければならないことを示しています。

 危険（ご使用、保管に関して）
●次に該当する人は使用しない。
医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。
◆医用電子機器を使用している人
• ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器 ・人工
心肺など生命維持用医用電子機器 ・心電計などの装着型医用電子機器

禁 止

 警告（ご使用、保管に関して）
●次に該当する人は使用しない。
事故・お肌や身体のトラブルを生じるおそれがあります。
・妊娠中の人、生理中の人、授乳中の人・アトピー性
皮膚炎の人、敏感肌の人・アレルギー体質の人・過度
の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・皮膚が化膿し、
炎症を起こしている人・化粧品による皮膚炎を起こしている人・かゆみ
やほてりのあるシミ、物理的刺激などによる病的なシミのある人・ウイ
ルス性のイボ、黒皮症の人・健康が特にすぐれない人・ステロイド系ホ
ルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人

●次のような場合、または部位には使用しない。
事故・お肌や身体のトラブルを生じるおそれがあります。
・急性疾患・結核性疾患・有熱性疾患・血圧異常時・伝染病疾患・悪
性腫瘍・切り傷・心臓疾患・体調がすぐれない場合・飲酒や眠気を誘
う薬を服用中の場合・疲労の激しい場合
※ ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

●口や鼻・目の周りなどの粘膜に、直接ミ
ストをあてない。
お肌・身体にトラブルが生じるおそれがあります。

●浴室や浴槽、シャワー、洗面器または水の
入った他の容器の近くで機器を使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

●乳幼児への使用は避ける。また、身体の不自
由な人には、付き添いなしで使用させない。
けがをするおそれがあります。乳幼児の手の届かな
いところで保管してください。

●噴霧されたミストを吸引しない。
呼吸困難になるおそれがあります。

●分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

●異臭・異常発熱したときは使用しない。
破損・発火の原因となります。

●本体を落としたり、ぶつけたりしない。
本体の故障の原因となります。また、足の上などに
落とすとけがの原因となります。

禁 止

禁止部位

水場使用禁止

使用者の制限

吸引禁止

分解禁止

異臭・異常発熱時
使用禁止

落下禁止

●異常・故障時には、ただちに使用を中止する。
ボタン操作がおかしい、煙・変な音・においがする
など、異常状態のまま使用しないでください。

 警告（電源に関して）
●micro USB ケーブルを破損・加工する、
束ねるなど無理に力を加えない。
また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
micro USB ケーブルが破損し、火災・感電の原因と
なります。

●ねじれたケーブルをそのまま収納しない。
断線・感電の原因となります。

●micro USB ケーブルを引っ張って本体
を移動したり、持ち上げたりしない。
感電・ショート・発火・断線の原因となります。

●micro USB ケーブルが傷んだり、差し
込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

●micro USB ケーブル、本体を水につけ
たり、水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

●火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿
の場所、可燃性ガスや燃えやすいものの
そばに放置しない。また、火中投入・加熱・
高温での充電・使用をしない。熱器具に
近づけない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂・動作不良
の原因となります。

●使用しないとき、お手入れするときは、
本体からmicro USB ケーブルを抜く。
また、濡れた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

使用禁止

無理な扱い
禁止

コード引っ張り
移動禁止

傷んだコードプラグ
使用禁止

水かけ禁止

発火注意

プラグを抜く

●micro USB ケーブルを抜くときは、必ず先端のプラ
グを持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。
また、濡れた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

●交流 100V～ 240Vで使用する。（無料
修理は日本国内のみ）micro USB ケー
ブルは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・故障の原因となります。

●必ず専用のmicro USB ケーブルを使用する。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
※付属のmicro USB ケーブルは充電専用です。

●充電端子に化粧水や水滴が付着していないことを確認
してから充電する。
感電・ショート・発火の原因となります。

 注意（ご使用、保管に関して）
●事故やけが、本体が故障する原因となる
為、以下の項目は行わない。
• お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしてい
る場合は使用しない。

• 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
• 落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。
• 業務用等、過剰な連続使用をしない。
• ミストプレートに手や鋭いものなどで触れない。

●専用の化粧水以外は使用しない。タンクに異物を入れない。
特に粘性の強いものを入れると、目詰まりや故障の原因となります。

●本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯
油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。

●以下の項目は必ず守る。
事故やけが、本体が故障する原因となります。
• 使用中、使用後にお肌の異常がみられるときは使
用を中止し、 医師に相談する。

• 日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
• 使用後は必ずスライドキャップを閉じる。
• 使用後は必ず電源を切る。

●長期間使用しないときは、タンクを空にする。
放置すると、においや目詰まりの原因となります。使用後は必ず本体のお
手入れをしてください。

必ず守る

禁 止

必ず守る

アフターサービス
廃棄について
• 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別
ルールに従って廃棄してください。
• 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

日本国内からのお問い合わせ先
本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記
コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター
受付 9：00～ 17：00
（土・日・祝日・年末年始を除く）

固定電話など

0120-776-282（通話料無料）
携帯電話 ・ PHS

0570-550-637（通話料有料）
※ 修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名
が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※ 月曜日はお電話が混みあっております。

専用化粧水
ミネラルエアースキン ミストウォーター
商品詳細 ・ お買い求めはヤーマンコールセンターにお問い合わせく
ださい。

製品仕様
定格 micro USB（DC5V）
製品質量 約48 g
外形寸法 約W25.8 ｘ D26× H107.5（mm）
ミスト噴霧時間 約 30秒／回
原産国 中国

保証について
• 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い
上げ日から 1年間保証いたします（消耗品、付属品は
除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担
いただきます。
• 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理さ
せていただきます。
• 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、
無料修理規定の説明をよくお読みください。
• 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコー
ルセンターにご相談ください。

無料修理規定
1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状
態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証
書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。

3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依
頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。

5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
（イ） 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
（ロ） お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
（ハ） 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常

電圧による故障および損傷。
（ニ） 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
（ホ） 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
（ヘ） 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用され

た場合の故障及び損傷。
（ト） 車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
（チ） お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
（リ） 保証書のご提示がない場合。
（ヌ） 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または

押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束
するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利
を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等について
ご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. 保証書 持込修理

品名 家庭用美容器
型番 MU-700
形名 ミネラルエアースキン

無
料
修
理
保
証

対象部分 期間

本体のみ お買い上げ日から
１年間

※
販
売
者
名

店名・住所・電話

ご購入日のわかる明細を貼付
または本保証書とあわせて
保管してください。

販売店様へのお願い　必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡し
ください。
本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご
持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
● 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレ
シート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
■補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。
※ 性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
• 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ（https://www.
ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/）をご参照ください。

• 利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を
残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社
〒 135-0045 東京都江東区古石場 1-4-4
©2020 YA-MAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
無断複製および転載を禁ず。

保管用
保証書付

家庭用美容器
ミネラルエアースキン

MU700-1-001

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。
● 専用の化粧水以外を使用すると、目詰まりや故障の原
因となる場合がございます。

見
本



• 円を描くように本体を動かし、顔全体にミストを浴び
ます。
• タンクのMAX印まで化粧水が入った状態で、約 10
回使用できます。
• 約 30 秒経過すると、自動的にミストが止まります。
続けてミストを浴びる場合は、（電源ボタンはありませ
んので）一旦、スライドキャップを閉じてから再度ス
ライドキャップを開けてください。
• 途中で停止したいときは、スライドキャップを閉じて
ください。
• 本体を逆さにしたり傾けすぎると、ミストが出なくな
ります。
• タンク内の水量によって、また内部に気泡が溜まると、
ミストの勢いが変化することがあります。
• タンク内は常に新しい化粧水を使用してください。

• ミストプレートに水滴が溜まったり泡が付いていると、
ミストが細くなることがあります。
※ 噴霧を続けると徐々に水滴はなくなります。
※ 水滴がなくならない場合はティッシュペーパーなどでやさ
しく拭き取ってください。

• ミストプレートの水滴や泡を取るために本体を振ると、
化粧水が泡立ちミストが出にくくなる原因となります
のでおやめください。

4. スライドキャップを閉じ、電源を切る。続けて使
用しない場合は本体のお手入れをする。
• 本体のお手入れについては、「お手入れのしかた」を参
照してください。

ケアが終わったら
お手入れのしかた
使用後は本体を清潔に保つために毎回排水してくださ
い。
長時間放置すると、においや目詰まりの原因となります。
1. スライドキャップをはずして、タンクカバーを開ける。
• ツマミを上げる際には爪を傷つけないよう注意してく
ださい。

2. タンク内の化粧水を排水する。
• 清潔なタオルや数枚重ねたティッシュペーパーをタン
クにあてがい、上下を逆さにして排水してください。
• 本体は防水仕様ではありません。直接流水にさらした
りしないでください。本体内部に浸水すると故障の原
因となります。

3. タンク内部の水分を拭き取り、タンクカバーを閉
める。
• 乾いた綿棒でタンク内部やタンクカバーの水分を拭き
取ってください。

4. スライドキャップをはめ、途中のとまるところま
で開け、残った化粧水を全て噴霧させる。
• においや目詰まりを防ぐために、ミスト噴霧による排
水を行ってください。

5. ミストプレートの水滴を拭き取る。
• 水滴はティッシュや綿棒などでや
さしく拭き取ってください。

6. タオルなどの乾いた布で本体表面の汚れを拭き取
る。
• 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、
除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉
で拭かないでください。

 注意
●水滴を拭き取るときは、やさしく拭き取ってください。
ミストプレートを強く押すと金属部が凹み、故障の原因となります。

●ミストプレートの金属部分は精密部品のため、触れな
いように注意してください。

●本体を携帯するときは、タンクの中の水漏れに注意し
てください。
水が漏れてバッグを汚したり、電子機器などの故障の原因となります。

保管の方法
●長期間使用しないときは、本体のお手入れをして、よ
く乾かしてから保管してください。

●火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せ
ず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。

●水のかかりやすい場所には保管しないでください。
●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について
●長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、
使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作するこ
とを確認してから使用してください。

●本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼さ
れる前に「故障かな？と思ったら」を参照して、症状
についてご確認ください。それでも解決しない場合は、
お買い上げの販売店、またはヤーマンコールセンター
までご相談ください。

●本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた
販売店までご相談ください。

こんなときには
故障かな？と思ったら
本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前
に以下をご確認ください。
こんな症状 考えられる原因 処置方法

電源が入ら
ない

充電残量不足 充電してください

スライドキャップが
正しく開いていない

スライドキャップを
途中のとまるところ
まで開けてください

ミストが出
ない
またはミス
トの勢いが
弱い

充電残量不足 充電してください

目詰まりしている
ミストプレートのお
手入れをしてくださ
い

専用化粧水以外のも
のを使用した

清掃のため精製水を
タンクに入れて数回
噴霧してください

タンクに化粧水が入っ
ていない、または少な
い

化粧水を補充してく
ださい

本体を傾けている
逆さにしている

本体をまっすぐにし
てお使いください

ミストプレートに水
滴や汚れがある

ティッシュなどで拭
き取ってください

エアコンなどの風の
影響を受けている

影響を受けない場所
に移動して使用して
ください

ミスト中に
「チーチー」
と音がする

化粧水が不足してい
る

化粧水を補充してく
ださい

よくあるご質問

水道水は使用できますか

使用できません。必ず専用の化粧水を使用してくださ
い。

メイクの上から使用できますか

使用できます。ただし、同じ箇所に連続で浴びると水滴
が溜まることがあります。本体を動かしながら浴びてく
ださい。

タンク満量の状態でどれくらい使用できますか

約10回使うことができます。

ミストが出にくいのですが

ミストプレートに水滴が付いているとミストが出にくく
なります。その際はティッシュペーパーなどで水滴をや
さしく拭き取ってください。ミストプレートを強く押す
と故障の原因となりますので注意してください。

手持ちの化粧水を使用したいのですが

必ず専用の化粧水を使用してください。故障の原因とな
ります。

使用後スライドキャップをはずすとタンクが濡れてい
ます
水漏れでしょうか

水漏れではありません。水滴が気になる場合は、ティッ
シュなどで拭き取ってください。

キャップの開閉時にミストが噴霧されてしまいます

キャップの開閉を感知して自動的に噴霧がオンオフとな
ります。異常ではありません。

ケアしましょう
使用上のご注意
●ミスト量の変動
使用中にミスト量が変動することがありますが、異常ではありません。

●空調の風
空調などの風を受けると、ミストが風に流されてまっすぐに届かない
ことがあります。風の影響を受けない場所で使用してください。

●ミスト時の水滴垂れ
ミストプレートから水滴が垂れることがありますが、故障ではありま
せん。ミストプレートに水滴が付いているとミストの勢いが弱くなる
ことがあるため、ミストプレートの水滴は拭き取ってください。

使ってみましょう
1. タンクに専用化粧水を入れ、タンクカバーを閉め、
スライドキャップをはめる。
• 化粧水の入れかたについては、「化粧水の入れかた」を
参照してください。
• スライドキャップの窓はタンク側にくるようにはめて
ください。

2. スライドキャップを途中のとまるところまで開
け、電源を入れる。
• LEDランプが点灯しミストが出ます。

カチッと途中でとまります

※ 電源が入ると
LEDランプが点灯

3. ミストを浴びる。
• 顔から 5～ 8cm離して
ミストを浴びてください。

5～ 8cm

準備をしましょう
充電方法
1. 本体底面の充電端子カバーを開ける。
2. micro USB ケーブルを本体とパソコン、または
お手持ちのUSB型 ACアダプターに接続する。
充電中は、LEDランプが点滅します。充電が完了すると、点灯に変わります。

充電時間 約 2時間
動作時間 約30分

充電の目安
使用中に本体のLEDランプが点滅しミストを断続的に噴霧する
状態は、充電残量が少なくなっていることをお知らせしています。

化粧水の入れかた
1. スライドキャップを上方向に引き抜くようにしてはずす。
• 途中でカチッととまりますが、そのまま引き抜いてく
ださい。

2. ツマミを上げて、タンクカバーを開ける。
• ツマミの下に親指をあてて上に押し上げると開けやす
いです。
• ツマミを上げる際には爪を傷つけないよう注意してく
ださい。

3. タンクに専用化粧水を入れる。
• 化粧水はMAXの印を越えて入れないように注意して
ください。
• タンクから化粧水があふれた場
合は、必ず拭き取ってください。
• タンクのまわりが濡れないよ
うに注意してください。
• 本体は防水仕様ではありませ
ん。本体内部に浸水すると故
障の原因となります。万一、
本体やタンク周辺に液体をこ
ぼした場合はすぐに拭き取ってください。

4. タンクカバーを閉める。
• タンクカバーは、しっかりと閉めてください。

5. スライドキャップをはめる。
• スライドキャップの窓はタンク側にくるようにはめて
ください。

各部のなまえ
本体

スライドキャップ

ミストプレート

LEDランプ

MAX

ツマミ

タンク

タンクカバー

スライドキャップ

窓
※ タンク内の水量
を確認できます。

【上面】

充電端子

充電端子カバー

【底面】

付属品
• micro USB ケーブル • 取扱説明書（保証書付）

※ 本体及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。


