フィリップス ビザピュア ミニをお買い上げいた
だき、誠にありがとうございます。長い間ご愛用い
ただくために、
ご使用前にこの取扱説明書をよくお
読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みに
なった後は、お使いになる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

BSC111
MS1011

VisaPure
Mini

●商品のご確認

警

告

●ハンドル本体ならびに充電アダプタは改
造しないでください。
また、
分解したり修
理をしないでください。火災、
感電、
ケガ
の原因となります。
修理はフィリップスサ
ポートセンター（0120-944-859）
に
ご相談ください。

商品をご確認ください。

●メンテナンスの際は必ず充電アダプタ
の電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。また、濡れた手で抜き差ししな
いでください。感電やケガをすることが
あります。

ノーマル肌用
ブラシ

下記に該当する方は、製品を
使用しないでください
1．重度の皮膚アレルギー、アトピー性皮膚炎の方。
傷口や外傷のある方。
2．
重度の皮膚疾患のある方。
3．

保護キャップ

フィリップス
電動洗顔ブラシ ビザピュア ミニ

見られる方。

皮膚感染症などの皮膚疾患や肌トラブルがある方。
5．

品番

保証書は、この取 扱説 明書の表面左下について
おりますので販売店で記入を受けてください。

2
約 8時間

次のような方はご使用前にかかり
つけの医師へご相談ください

充電アダプタ

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

●自分で意思表示できない人（幼児を含
む）
に使用させないでください。また、お
体の不自由な人だけでは使用しないで
ください。

注

① 必ずお守りください
② 各部の名称

④ 基本的な使いかた

顔の美容整形等の施術をされた方。

ポイント

かゆみや薬疹をおこすような
3．

●充電中、
テレビ等に雑音が入る場合、
別のコンセント
で充電してください。

薬を使用されている方。

●充電中はハンドル本体・充電アダプタが多少熱くな
りますが、
異常ではありません。
●充電池の寿命は使用・保管などの状態により大き
く変化します。
●ニッケル水素電池の特性上、電池容量を使い切らず
に充電を繰り返すと使用可能時間が減少すること
があります。これを避ける為、最後まで充電を使い
きってから、
充電することをおすすめします。

2

各部の名称

意

⑥ 洗顔のしかた

ノーマル肌用ブラシ

4 基本的な使いかた
転がり防止
ストッパー

⑨ ブラシの交換
⑩ 製品を廃棄するとき

充電お知らせランプ
ハンドル本体

⑫ 保証とアフターサービス

充電アダプタ
電源
コード部

電源プラグ部

●電源コネクタ受部にピンやごみを付着
させないでください。感電・ショート・発
火の原因になります。

⑪ 困ったとき

4222.100.7756.2（ 05/18 ）

1.
フィリップス ビザピュア ミニ 保証書
CERTIFICATE OF PURCHASE

品

名 電動洗顔ブラシ ビザピュア ミニ

品

番 BSC111/06

日

ご住所 〒

お 客 様

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容で
すので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と
「注意」とに区分けしています。

記号は、
「警告、
注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

ハンドル本体、充電アダプタ
対象部分
（ブラシ、保護キャップを除く）
月

安 全 上 の ご 注 意

○絵表示について

保 証 期 間 お買い上げ日より2年

年

必ずお守りください

持込修理

この保証書は、
「無料修理規定」記載内容で無料修理を行う
ことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間
中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、
フィリッ
プスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入い
ただいた個人情報
（保証書の控え）
は、株式会社フィリップス・
ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に
掲載されている
「お客様の個人情報の取り扱いについての
当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

お買い上げ日

1

人が死亡または重傷を負う可能性が

警告 想定される内容。
注意

ご芳名

人が傷害を負う可能性及び物的損害
の発生が想定される内容。

電話番号
販売店名・住所・電話番号

★販売店

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフター
サービスの実施と責任を明確にするものです。贈答
品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様
にお渡しください。

この印刷物は再生紙を使用しております。

BSC111̲CS6̲0126.indd 1

○絵表示の例
記号は、
してはいけない「禁止」を示します。図
の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合
は分解禁止）
を示します。
記号は、必ずしていただく
「強制」を示します。
図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場
合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を
示します。

2.

製品の使用、充電、保管は室温10℃〜40℃の環境
下で行ってください（尚、低温や高温で充電すると、
充電池の寿命が短くなります）。

3.

室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用
になる場合は、製品をその環境下で30 分ほど慣ら
してからお使いください。

4.

刺激の強い化学物質や粗い粒子を含んだ洗顔料、
スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料な
どを使用しないでください。

5.

ヘアーバンドなどを使用し、髪が巻き込まれない
ようにご注意ください。

6.

洗いすぎを防ぐため1回のご使用は1分間、 1日2回
までを目安としてください。

7.

衛生上の理由から、ハンドル本体およびブラシを他の方
と共用しないでください。

8.

ハンドル本体および付属品を、 40 ℃を超えるお湯
で洗わないでください。また食洗機で洗わないでく
ださい。

9.

直射日光の当たる場所には保管しないでください。
夏場、車の中に放置しないでください。

10.

この製品は、
使用の都度、
掃除をしてください。

11.

ハンドル本体は防水加工をしておりますが、
水や液体
の中に浸けないでください。

12.

ピアスや宝石、
ガラス装飾類を着用している場合は、
外してご使用になるか、
装飾類の近くにハンドル本体
をあてないでください。

1x

2x

on

off

5 ブラシの種類

使 用 上 のご注 意
この製品は、目の周り以外の顔、首、デコルテ部の洗
浄をするためのものです。それ以外の目的で使用し
ないでください。また、付属の専用ブラシ、またはビ
ザピュアシリーズ専用替ブラシ
（別売）を使用しての
洗浄以外はできません。

電源のON/OFF
動作していない状態で電源
ボタンを1回押すとON、
もう
1回押すとOFFになります。

充電表示
ランプ

⑬ 仕様
⑭ 無料修理規定

製品本体に充電アダプタを差したまま使用はできません。
※この製品はご使用の都度、
掃除をしてください。

電源ボタン

●ハンドル本体、充電アダプタなどが破損
または故障した場合は、
ケガの原因にな
りますので使用を中止し、フィリップス
サポートセンター（0120-944-859）
にご連絡の上、必ず同型の交換部品を
依頼してください。

⑧ 保管のしかた

●つぎ足し充電を行うと充電池の寿命が短く
なります。
● 専用の充電アダプタ以外での充電はしない
でください。
● 長期間使用しない場合は、充電池が過放電
や液漏れして使えなくなることがあります。
3〜4カ月に一度は充電してください。
●本製品を24 時間以上コンセントに接続した
ままにしないでください。

ブラシ取付部

●充電する時は専用の充電アダプタを使
用してください。

⑦ メンテナンス方法

注意

保護キャップ

●充電時以外は、充電アダプタをコンセン
トから抜いてください。ケガややけど、
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原
因となります。

⑤ ブラシの種類

タ部を本体から外してください。

かゆみなどの肌トラブル、皮膚疾患で通院中の方。
2．

●充電アダプタの電源プラグを抜くとき
は、電源コード部を持たずに必ず先端の
充電アダプタ部を持って引き抜いてく
ださい。感電やショートして発火するこ
とがあります。

③ 充電のしかた

充電終了後は、充電アダプタの電源プラグ部を
4 コンセン
トから抜き、充電アダプタの電源コネク

1．最近、ケミカルピーリングやレーザー治療、

●充電アダプタが傷んだり、
コンセントの
差し込みが緩いときは使用しないでく
ださい。感電・ショート・発火の原因に
なります。

目 次

©2018 Philips Japan, Ltd.

1

ステロイド系の薬を使用している方。
6．

●充電アダプタを水に浸けたり、水をかけ
たりしないでください。故障や、
ショート・
感電の原因になります。

BSC111/06

保証書付

※充電が完了しても充電アダプタの充電表示ランプは点
灯したままです。表示ランプの色は変わらず、点滅もしま
せん
（充電完了表示はありません）
。

●乳幼児の手の届くところにこの製品を
置かないでください。

●充電アダプタを傷付けたり、電源コード
を無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ
たり、たばねたり、重い物を載せたり、挟
み込んだり、加工したりしないでくださ
い。電源コードが破損し、火災・感電の
原因となります。

ハンドル本体

プタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます
（図②）。充電アダプタの充電表示ランプが緑色
に点灯します。

肌に傷、重度のニキビ、日焼け、炎症などが
4．

●製品に異物を挿入しないでください。故
障や、
ショート・感電の原因になります。

取扱説明 書

充電アダプタの電源コネクタ部を、本体の電源
3 コネクタ受部に差し込みます
（図①）。充電アダ

電源コネクタ受部

3

電源コネクタ部

ブラシ名／
ブラシ品番

満充電で約45分間ご使用いただけます。
浴室で充電をしないでください。

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかっ
たときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電
してください。充電時間は約8時間です。この製品は満充
電した 状 態 で、約 45 分 間ご使 用 い ただ けます。海 外
（100〜240V）でのご使用も可能です。ただし、コンセ
ントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用
ください。

ノーマル肌用 ソフトな毛が、やさしい指先
［SC6020/00］ のように繊 細 な 肌をやさし
くケア。
敏感肌用

アクネ

ニキビ・吹き出物ができやす

エクスフォリ
エーション

電源を必ず
2 充電する際には、
OFFにしてください。

off

毎日

ノーマル肌用ブラシの毛に比
べて毛足が約16%長くやさし
い肌触り。

毛穴の開き、黒ずみが気に
なる肌（乾燥・敏感肌でも使用可）
毛足の直径違いで2種類の毛

［SC6026/00］ を組み合わせ。細い毛が毛穴
（別売）

毎日

ニキビ・吹き出物が
できやすい肌タイプ

［SC6024/00］ い肌タイプに適したブラシ。
（別売）

毎日

ノーマル肌〜敏感肌

ノーマル肌用ブラシの毛に比
［SC6021/00］
べて約3分の2の直径で、肌に
（別売）
やさしい設計。

毛穴ディープ
クレンジング

充電が残り少なくなると、充電お
知らせランプがオレンジ色に点
灯します。この状態になると製品
を充電する必要があります。

※ハンドル本体の電源コネクタ受部に、
ほこりや異物が溜まっていないか、水に
濡れていないかを確認してください。

使用
頻度

すべての肌タイプ

充電のしかた
この商品は通常約8時間充電です。

1

肌タイプ／毛の特徴

毎日

の奥まで届き、太い毛が肌表
面の汚れを除去。

すべての肌タイプ

角質ケア用にデザインされた
ブラシ。太く短いグレーの毛が
週1 回
［SC6022/00］ 不要な角質に対しやさしいスク
ラブ効果をもたらし、白く長い
（別売）
毛がそれらの古い角質を洗浄。
＊この製品にはノーマル肌用ブラシ
（SC6020/00）が付属しています。

18/01/26 19:03

6 洗顔のしかた
警告

ハンドル本体は防水加工をしており、
浴室でも
使用できますが、
水や液体の中に浸けないでく
ださい
（故障の原因となります）
。

ポイントメイクをしている場合は、ポイントメイクを落と
してからご使用ください。ヘアーバンドなどを使用し、髪
が巻き込まれないようにご注意ください。
この製品は、洗いすぎを防ぐため 1 回のご使用は 1 分
間、1日2回までを目安としてください。

1

8 保管のしかた

注意

●ブラシが濡れた状態で、ブラシ用保護キャッ
プをつけて保管しないでください。
●直射日光のあたる場所には保管しないでくだ
さい。

●本体を水平に保管する場合は、転がり防止ストッパーを
下にして横に置くか、立てて保管してください。

※作業を行う際には目、手、指など
をけがされないように注意して
ください。

基板を留めている3つのねじを外し、充電池ホル
3 ダーと基板をつなぐワイヤーを切り離した後、
基
板と充電池を充電池ホルダーから取り出します。

12 保証とアフターサービス
保証書と修理サービスについて（必ずお読みください）

〈保証書・表面左下に付属〉

保証期間
対象部分

お買い上げ日から2年間
ハンドル本体、充電アダプタ
（ブラシ、保護キャップを除く）

※刺激の強い化学物質や粗い粒子を
含んだ洗顔料、スクラブ入りまたは
ピーリング作用のある洗顔料などは
使用しないでください。

3 ブラシの先端が肌にそっと触
れる程度当てて、鼻側から耳側

に向かってブラシをやさしく滑
らせながら洗浄します。ブラシ
を肌に強く押し付けると痛み
が生じることがありますので、
ご注意ください。

肌とブラシに残った洗顔料をしっかり
4 使用後は、
洗い流してください。

※肌が特に敏感な方、
またはノーマル肌用ブラシを使用して肌ト
ラブルを感じた場合は、敏感肌用ブラシ
（別売）の使用をおす
すめします。
※季節により肌のコンディションは変わります。冬の間は肌が乾
燥しがちです。肌が乾燥していると感じた場合は、肌の状態を
見ながら使用時間や使用頻度などを調整してください。

注意

●ブラシを肌に強く押し付けないように気を
つけてください。
●目の周りの敏感な部分には製品を使用しな
いでください。
●ブラシが乾いたまま使用しないでください。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】
●長期間使用しないときや旅行など
にお持ちの際は、ブラシの毛を保
護するため、乾いた状態のブラシ
にブラシ用保護キャップをつけて
保管してください。

9 ブラシの交換
ブラシが摩耗した状態で使用すると肌にダメージを与え
る恐れがあります。また衛生上の理由からも、3カ月ごと
のブラシ交換をお勧めします（使用頻度、使用方法により
変化します）。万が一ブラシが変形したり破損した場合
は、3カ月以内でも交換してください。別売のブラシにつ
いてはフィリップスのウェブサイトまたは製品をお買い求
めになった販売店でお確かめください。
※替ブラシ
（別売）の品番は「⑤ブラシの種類」でご確認ください。

●取り外しかた
ハンドル本体からブラシを、
平行に引き抜きます。
※電源がOFFになっていることを
確かめてください。

●取り付けかた

※電源がOFFになっていることを
確かめてください。

※ハンドル本体とブラシの間にわずかに隙間が空きます。

10 製品を廃棄するとき

拭いて掃除してください。

● 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性
能部品の保有期間内であれば、
ご希望により有料で修理
させていただきます。

11 困ったとき
ご使用中お困りになったとき、まずは下記をご確認ください。

▶電源ボタンはきちんと押されていますか？
▶充電はされていますか？
約8時間、
充電を行ってください。

動作中に製品が停止する
▶ブラシを強く押しつけていませんか？

本製品はニッケル水素
電池を使用しています。
ニッケル水素電池はリサ
イクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品
の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、
各自治体の処理方法に従い、
リサイクル協力店に
お持ちください。
●製品を廃棄するとき以外は、絶対にハンドル
本体を分解しないでください。
●ハンドル本体内部の金具は鋭いので、ご注意く
ださい。

▶製品が完全に止まるまで作動させてから、も
う一度充電してください。
それでも改善されないときは、
充電池の寿命です。

▶充電アダプタの電源プラグ部はコンセントに
きちんと差し込まれていますか？
▶ハンドル本体の電源コネクタ受部に充電アダ
プタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれ
ていますか？
▶停電してはいませんか？コンセントは通電し
ていますか？

▶ご使用後のすすぎは十分ですか？

ブラシはご使用の都度、水ですすいでください。この
製品でメイクを落とすとブラシが変色しますが、製
品の性能に影響はありません。

ブラシが動かないのにハンドル本体から
音がする、異音がする
▶ブラシは正しくセットされていますか？

ブラシ取付部に、カチッと音がするまで押し付けて
ください。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

● 本製品の保証は海外においても有効です。
（同シリーズ製
品の取り扱いがある国に限ります）
● 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証
期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受け
ることができますが、
この場合多少日数を要することもあ
ります。
● 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地の
フィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、
お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100
9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

● お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップ
ス・ジャパンのホームページ http://www.philips.
co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱い
についての当社の方針」
に基づき適切に管理いたします。

電源をONにして、完全に動作しなくなるまで充電池を放
電させてから、行ってください。

1

ドライバーを使ってハンドル本体底部のカバーを
こじ開け、底のねじを外します。

仕
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1 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
○
2 お買い上げ後の輸送、
○
移動、
落下等による故障及び損傷。
3 火災、
○
地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電
圧による故障及び損傷。
4 一般家庭以外
○
（例えば、業務用の長時間使用）
に使用され
た場合の故障及び損傷。
5 保証書の提示がない場合。
○
6 保証書にお買い上げ年月日、
○
お客様名、
販売店名の記入の
ない場合、
或は字句を書き換えられた場合。

※ 保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料
修理をお約束するものです。従って保証書を発行し
ている者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に
対する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についてご不明の場合は、
フィリップスサポートセンター（ 0120-944-859 ）
にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期
間について詳しくは取扱説明書の保証とアフター
サービスの項目をご覧ください。
※ お客様にご記入いただいた個人情報
（保証書の控え）
は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点
検活動のために利用させていただく場合がございま
す。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィ
リップス・ジャパンのホームページ http://www.
philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情
報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切
に管理いたします。

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター
〒283-0013 千葉県東金市士農田17-9

0120-944-859
受付時間：平日 9：00 〜 18：00
（土・日・祝日・年末年始を除く）

▶肌、ブラシはしっかり濡れていますか？
▶肌にブラシを強く当てていませんか？

ブラシの先端が肌にそっと触れる程度当ててください。

▶1日2回（1回につき1分）のご利用目安を超えて
いませんか？
ご利用頻度を低くしてお試しください。

▶肌が乾燥していませんか？

肌が乾燥していると肌本来のバリア機能が弱まり刺
激を感じることがあります。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、
フィリップスサポートセンター（0120-944-859）へお問い合わせ願います。

様

品

名

電動洗顔ブラシ ビザピュア ミニ

品

番

BSC111/06

ブ ラ シ 品 番

SC6020/00（ノーマル肌用）

充電アダプタ品番

A00390

電

源

方

質

式

充電式（専用充電アダプタ使用）

量

約 137g（本体+ブラシ+ 保護キャップ）

お買い上げ日
お買い上げ
店 名

定

格

電

圧

AC100-240V（50/60Hz）

充

電

時

間

約 8 時間

使

用

時

間

満充電後、約 45分間

消

費

電

力

ニッケル水素電池（Ni-MH）

2W（AC100V 充電時）

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

ブラシについて
●最良の洗顔効果を得るため、また衛生上の理由からも、ブラシは
約3カ月ごとに交換することをおすすめします（使用頻度、使用方
法により変化します）。
●破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
●ビザピュアシリーズ専用替ブラシを必ずお使いください。

●フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターに
お申し出ください。
●修理サービス等についておわかりにならないことは、
フィリップス
サポートセンターにお問い合わせください。

株式会社 フィリップス・ジャパン
充電アダプタを掃除する際は、
コンセントから外
5 して乾いたタオルで拭いてください。

常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無
料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合
には、フィリップスサポートセンター（ 0120-944859）にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ
送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

13 仕様

使 用 充 電 池

洗顔中、洗顔後に刺激を感じる
肌、ブラシを濡らしても刺激を感じる場合は、洗顔料
を多めにご使用ください。

充電池の取り外しかた

〈無料修理規定〉

充電しても使用時間が極端に短い

ブラシが汚れている

週に1回程度ブラシを取り
3 外し、
ブラシの裏側とハン

4 ブラシを乾いたタオルでよく拭いて乾かします。
ハンドル本体とブラシ取付部を乾いたタオルで

【保証期間が過ぎているときは】

※お客様による充電池の修理交換はできません。

注意

ドル本体のブラシ取付部
を掃除してください。

● 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター
（0120-944-859）
にご連絡ください。保証書の記載内
容により無料修理いたします。

充電できない

ニッケル水素電池のリサイクルについて

ハンドル本体からブラシを取り外し、
ブラシを水
またはぬるま湯でよくすすいでください。

※充電池を取り外した後は、通電しないでください。

ブラシは肌にそっと触れる程度にあててください。

※この製品はご使用の都度、
掃除をしてください。

メンテナンスの前に、電源がOFFになっている
ことを確かめてください。

【修理を依頼されるときは】

● 修理をご依頼される前に、
この取扱説明書をよくお読み
いただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使
用を中止し、
フィリップスサポートセンター（0120-944859）へご依頼ください。

製品が作動しない

7 メンテナンス方法

注意

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、
フィリップス
サポートセンター（0120-944-859）
にお問い合わせく
ださい。

【保証期間中は】

ブラシ取付部に、
カチッと音が
するまで押し付けます。

●圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロー
ルやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対
に使わないでください。
●この製品に潤滑剤を使う必要はありません。
●充電アダプタは絶対に濡らさないでください。
●充電アダプタを水につけたり、水をかけたりし
ないでください。故障やショート・感電の原因
になります。
●メンテナンスの際には充電アダプタをコンセント
から抜き、乾いた布で拭いて掃除してください。

充電池と基板の間にドライバーの先を入れてひ
4 ねり、
充電池と基板を取り外します。

14 無料修理規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正

● 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお
確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよく
お読みのあと大切に保管してください。

● 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
● 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な
部品です。

ブラシをブラシ取 付 部に、カ
チッと音がするまで押し付けて
固定します。

料を適量塗布します。

2

込み、充電池ホルダーを引き
出します。

【補修用性能部品の保有期間】

水またはぬるま
2 肌とブラシを、
湯で濡らし、普段お使いの洗顔

1

ハンドル本体と上部の継ぎ目
2 にマイナス
ドライバーを差し

〒108-8507

東 京 都港 区 港 南 2-13-37 フィリップスビル

ホームページアドレス

http://www.philips.co.jp/

便 利 メ モ

年

TEL.

（

月

日

）

ご使用の時、このような症状はありませんか？
●本体にさわると時々電気を
感じる。
●こげくさい臭いがする。
●電源コード部を動かすと通
電したり、
しなかったりする。
●その他の異常、
故障がある。
このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を
OFFにし、充電アダプタをコンセントから外して、必ずフィ
リップスサポートセンターにご相談ください。

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター
〒283-0013 千葉県東金市士農田17-9

0120-944-859
受付時間：平日 9：00 〜 18：00
（土・日・祝日・年末年始を除く）
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