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取扱説明書



お買い上げありがとうございます

トリア・スキン エイジングアイケアレーザーをお買い上げいただきありがとうございました。
今日からご家庭でプロ仕様のエイジングケア※をスタートしましょう。
※エイジングケアとは年齢に応じた化粧品効能の範囲に留まる雑貨によるお手入れを指します。

トリア・スキン エイジングアイケアレーザーは、レーザー光線を利用して、紫外線によるダメージやエイジングとともに気になる
目もと※をトリートメントするハンディータイプの製品です。本製品は誰にでも気兼ねなくご家庭で、毎日わずかな時間でプロ仕
様のレーザートリートメントをすることにより、年齢が気になる肌をすこやかに整え、輝きとハリに満ちた肌へと導きます。
※まぶた、眼球をのぞく、目の周辺部

ハリ・ツヤを与え、キメの整ったなめらかで輝きのある肌へ。年齢を重ねた肌は、弾力が感じられなくなったり、ツヤ感が失われ
ていきます。また目もとや口もとはキメの乱れが目立つようになっていきます。



トリア・スキン エイジングアイケアレーザーは、何千もの極めて細かいレーザー光線を肌に浸透※させます。これにより、
肌をすこやかに整え、キメの乱れやハリ不足などが気にならなくなります。
※角層まで

数年間の様々な角度からの試験実績があり専門家も安全性を認めるレーザーテクノロジーで数週間使用するとお肌の違いを
実感できます。

トリア・スキン エイジングアイケアレーザーをご使用になる前に取扱説明書をお読みになり、安全に関する重要事項を確認し、
最高の結果を実感してください。
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パッケージ内容:

重要な機能:

•	  トリア・スキン エイジングアイケアレーザー本体
•	  充電専用ACアダプター/コード

•	  取扱説明書
•	  クイックスタートガイド

トリア・スキン エイジングアイケアレーザーについて

電源ボタン
本製品をオン/オフにします

表示ランプ
本製品の状態を色で

表示します

レーザー照射口
肌に触れてスライドさせている間に
レーザーを照射します

充電専用ACアダプター/コード
本製品をコンセントに接続します
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レーザー照射口
肌に触れてスライドさせている間に
レーザーを照射します

充電専用ACアダプター/コード
本製品をコンセントに接続します ロック機能

本製品には、誤作動を防ぐためのロック機能が備わっています。
本製品がロックされているときは電源をオンにできません。ロッ
ク中は電源ボタンを押すと、表示ランプが青で点滅します。
 

 

本製品をロック/ロック解除するには:
本製品をロックするにはランプが青で4回点滅するまで電源ボタ
ンを押し続けます。また、ロックを解除するには同じくランプが青
で4回点滅するまで、電源ボタンを押し続けます。

表示ランプが以下のようになっているとき 以下のことを意味します

緑

緑色で点灯:本製品はすぐに使用可能です。

緑色でゆっくりと点滅:本製品は充電が必要です。

緑色で高速点滅:本製品は充電中です。

紫(振動あり) 本製品を肌の上でスライドさせ、トリートメント用のレーザー光線を照射
中です。

青
本製品はロックされています。使用するにはロックを解除する必要があり
ます。

消灯 トリートメントが完了しました。本製品は電源がオフになっています。

赤 本製品に内部エラーがあります。「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

重要な表示の意味については以下の表をご覧ください
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トリア・スキン エイジングアイケアレーザーのご使用箇所
(ご使用の目安)

トリア・スキン エイジングアイケアレーザーは、ハリのある目
もと※ケアのためのトリートメント製品です。
※まぶた、眼球をのぞく、目の周辺部

お客様がトリア・スキン エイジングアイケアレーザーのご使用に
適しているかどうか、この表を使ってご確認ください。本製品が
ご自分に適しているかどうか定かでない場合は、トリア・ビューテ
ィお客様サポートセンターまたは医療従事者にご相談ください。
それまでは、本製品をご使用にならないでください。

肌の状態 トリア・スキン エイジング
アイケアレーザーの使用 説明 例

ハリを失った目もと 使用可 目の周り※のケア 
※まぶた、眼球をのぞく、目の周辺部
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トリア・スキン エイジングアイケア 
レーザーを使用してはいけない 
状況(禁忌)

肌に感染、やけど、切り傷がある場合は、トリア・スキン エイジン
グアイケアレーザーを使用しないでください。不快感や刺激を
起こす恐れがあります。感染、やけど、切り傷が治癒してから、
本製品をご使用ください。

安全に関する重要事項

本製品をご使用になる前に次のページの安全に関する重要事
項をお読みください。ご質問がある場合は、トリア・ビューティお
客様サポートセンターまたは医療従事者にご相談ください。
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目やまぶたには使用しないでください。レーザーを目に直
接向けないでください。このような行為は、失明または一時的な
視力喪失などを含む、目に重度の損傷を起こす恐れがあります。
目の周囲で骨が感じられる部分に限って使用してください。

タトゥーを施した肌には使用しないでください。タトゥーを
損傷したり皮膚損傷の危険性が高くなる恐れがあります。

1日1回(24時間に1回)以上トリートメントしないでくださ
い。皮膚損傷の危険性が高くなる恐れがあります。

トリートメントが完了し、本製品の電源が自動的にオフ
になった後、24時間以上経ってから次のトリートメントを開始
してください。さもなくば皮膚損傷の危険性が高くなる恐れが
あります。 

18歳未満の方はご使用にならないでください。本製品は
18歳未満の方には試験されておらず、危険性は不明です。

妊娠中の方は使用しないでください。本製品は妊娠中の
方を対象に試験されておらず、危険性は不明です。

本製品が濡れている場合や、本製品がコンセントに差し込
まれている状態のときに水中に落ちる可能性がある場合は使用
しないでください。本製品が水中に落ちてしまった場合は、コン
セントを抜いてから触れてください。本製品が濡れている状態で
触れると感電死の恐れがあります。

警告
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前回のご使用で肌の色が黒くなった場合には使用しない
でください。これらの注意事項に従っていただかない場合、肌の
色がさらに黒くなり、元の肌の色に戻るまで3ヶ月以上かかる
場合もあります。

お肌に触れると痛みが走る場合や、ミミズ腫れ(周辺の皮
膚より盛り上がった箇所がある場合)、かさぶた、出血のある場
合は使用しないでください。重大な皮膚疾患の兆候である可能
性があります。医療従事者にご相談ください。

前回のトリートメントによる赤みまたは腫れがひどい場合
は、使用しないでください。赤みまたは腫れが引くのを待ってか
ら使用してください。赤みまたは腫れが1週間以上続く場合は、
本製品の使用を中止して医療従事者にご相談ください。

不可視レーザー光線を放射します。光学機器を用いて直
接見ないでください。クラス1Mレーザー製品です。

本製品を改造することは認められません。
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•	  目の周り以外の部分には本製品を使用しないでください。他
の部分に対する本製品の使用は試験されておらず、危険性は
不明です。

•	  本製品の様々な角度からの試験は、眼窩周囲に関してのみ行わ
れています。その他の部分に対して本製品を使用しても、効果が
ない可能性があります。

•	  トリートメント時に本製品を動かすことなく1ヶ所に使い続け
ると、赤みや腫れが増し、水ぶくれやかさぶたになる恐れがあ
ります。

•	  スキンピール、スキンリサーフェシングなどのプロによる美容施
術を受けている場合や、毒素製剤(ボトックスなど)や充填剤の
注入施術を受けている場合は使用しないでください。

•	  本製品を使用してトリートメントをしている部分の肌が悪化し
ているように感じられる場合は、使用を中止し、重大な皮膚疾
患がないかどうか、医療従事者にご相談ください。

•	  本製品は必ず温度-25°C~70°Cの乾燥した室内に保管し、通
常の室内温度環境で使用してください。

•	  ペットや幼児が触れない場所に保管してください。
•	  本製品を硬い表面に落とさないでください。破損の恐れがあり

ます。本製品を破損した状態で使用されますと、皮膚や目に重
度の損傷を起こす恐れがあります。

•	  本製品の充電には必ず同梱のACアダプターおよび電源コード
をご使用ください。指定以外の器具を使用されると本製品が損
傷する恐れがあります。

•	  本製品または充電専用ACアダプターを分解・修理しないでく
ださい。

使用上の注意
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トリア・スキン エイジングアイケアレーザーの効果とリスクは、 
35~70歳の45人が参加した様々な角度からの研究によって試
験されています。参加者は週7日、8週間にわたって目の周りの
皮膚をトリートメントしました。研究期間中を通じて、さまざま
な肌状態についての評価が行われました。 

効果
研究では、45人の男女を対象に、トリア・スキン エイジングアイ
ケアレーザーによる眼窩周囲の効果を評価しました。評価を担
当する専門家3人のうち2人以上が、9点満点で1点以上の変化
を認めた場合、実感があったものと定義されています。参加者自
身も実感について自己評価しました。

 

最後にトリートメントを行ってから4週間後および8週間後に、
様々な角度からの研究に関与しない外部の専門家3人によっ
て、眼窩周囲の状況が測定されました。トリートメント前とトリ
ートメント後の写真の撮影時期を伏せ、ブラインドテストを実
施しました。最後のトリートメントから4週間後の時点では、参
加者45人のうち34人(76%)に、眼窩周囲のお肌の変化が見ら
れました。最後のトリートメントから8週間後の時点では、参加
者45人のうち33人(73%)に、眼窩周囲のお肌に変化が見られ
ました。観察された変化は、部分的に本製品とは無関係な別の
効果に起因していた可能性もある点にご注意ください。被験者
の満足度調査によると、最後のトリートメントから4週間後の
時点で、参加者41人のうち35人(85%)が、眼窩周囲のお肌の
変化を感じました。最後のトリートメントから8週間後の時点で
は、参加者41人のうち34人(83%)が、眼窩周囲のお肌に変化
を認めました。
 

効果とリスク
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実際の効果は、トリア・スキン エイジングアイケアレーザーの
使い方やトリートメントに対する皮膚の反応によって異なる場
合があります。

リスク
様々な角度からの研究でトリートメント後に最も多く見られた
副作用は、赤み(被験者45人中44人)、チクチク感(被験者45人
中42人)、ほてり(被験者45人中30人)、灼熱感(被験者45人中
28人)でした。様々な角度からの試験結果によると、通常、これら
の副作用はトリートメントが終わって数分または数時間で解消
されています。トリア・スキン エイジングアイケアレーザーを毎
日使用していると、これらの副作用は軽くなり、翌日にトリートメ
ントを行うまでに解消される場合があります。ただし、トリートメ
ントに対する皮膚の反応によっては、一部の副作用が翌日のト
リートメントまでに完全に解消されない場合もあります。

すべての副作用が完全に解消されるまで、次のトリートメントを
行わないでください。

様々な角度からの研究で報告されたその他の副作用として、褐
色化(一時的に現れる小さな斑点)(被験者45人中14人)、乾燥
(被験者45人中5人)、浮腫(肌の腫れ)(被験者45人中3人)が
挙げられます。その他、色素過剰(肌が黒くなる)、にきび、かゆ
み、つっぱり感、目のチクチク感、涙目を、それぞれ1人ずつの
被験者が副作用として報告しました。様々な角度からの研究
では、これらの副作用はそのほとんどがトリートメントを停止し
てから3ヶ月以内に解消されました。これらの副作用がすべて
トリア・スキン エイジングアイケアレーザーに起因していたと
は限りません。
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肌の色が暗い人ほど、赤みが持続しやすい傾向があり、結果と
して肌が黒くなる可能性があります。赤みが持続したり、肌が黒
くなったりした場合には、トリア・スキン エイジングアイケアレ
ーザーの使用を中止してください。紫外線を浴びると、状態が悪
化する可能性があります。紫外線から肌を守るため、SPF30以
上の広域スペクトルの日焼け止めを塗ってください。

トリア・スキン エイジングアイケアレーザーでトリートメントす
るとき、多くの参加者がチクチク感と表現した不快感を覚える
可能性があります。またトリートメント後に、ほてりや日焼けの
ような感覚が数分から数時間、続く場合もあります。研究参加
者の多くは、慣れるにつれて、このような感覚は軽くなったと報
告しています。
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トリア・スキン エイジングアイケアレーザーを初めてお使いになる前に

本製品を充電するには
•	  コードをACアダプターと本製品に差し込みます。次にACアダ

プターをコンセントに差し込みます。
•	  本製品の充電中は、表示ランプが緑色で高速点滅します。完全

に充電されると(最大2時間)、表示ランプは緑色で点灯した状
態になります。製品到着時にはフル充電された状態です。初めて
の使用の際に、追加充電は必要ありません。 
メモ:バッテリーの充電が必要になると、表示ランプが緑色でゆ
っくりと点滅します。表示ランプは、トリア・スキン エイジングア
イケアレーザーの充電中は緑色で高速点滅し、完全に充電され
ると、緑色で点灯した状態になります。 

肌のテスト照射
トリア・スキン エイジングアイケアレーザーを初めてご使用にな
るとき、前腕(ひじから手首までの部分)の内側で、本製品をテス
トすることをお勧めします。そうすることで、トリートメントの 

感覚をつかむことができます。ほとんどの使用者が、数日でこの
感覚に慣れるようになったと報告されています。まれに水ぶくれ
やかさぶたなどの拒否反応が出る場合があります。この場合、本
製品をご使用にならないでください。
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下記の手順に沿ってトリア・スキン エイジングアイケアレー
ザーを正しくお使いください。

1.  準備する 

目の周りを洗って水分が残らないように拭きます。

2.  本製品をお手入れする 

本製品は、清潔な状態で使用すると最も効果的です。ご使用前
に毎回、レーザー照射口を乾いた綿棒または布で拭くことによ
り、最適な結果を得られます。

3.  電源を入れる 

電源ボタンを押してはなします。表示ランプが緑色に変わりま
す。これで、トリア・スキン エイジングアイケアレーザーを使用
する準備が整いました。トリートメント中は電源ボタンを押さ
ないでください。 

メモ:トリートメントを行う際には、本製品を必ずコンセントか
ら抜いてください。 

 

 

 

 

4. 最初のトリートメントエリア 

下図をご覧になり、目の周りのトリートメントエリアを確認
します。

トリア・スキン エイジングアイケアレーザーの使い方
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•	  本製品を肌の上でスライドさせます。レーザー照射口全体が
肌に当たるようにして、小さな円を描きながら、ゆっくりとスライ
ドさせます。エリア全体をまんべんなくカバーするように、動き
を繰り返します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•	  紫色のランプが点灯し続けます。レーザートリートメントが行わ
れている間、表示ランプは紫色になり、本製品が振動します。本
製品を肌に密着させながら動かし続け、紫色のランプが点灯し
続けるようにしてください。

•	  本製品の電源がオフになるまで、トリートメントを続けます。 
約1分でトリートメントが完了します。表示ランプが消灯し、本
製品が何回か振動して、自動的に電源が切れます。 

 

メモ:本製品の電源が切れる前に次のエリアに移動すると、最
初のエリアのトリートメントが十分にできていない可能性が
あります。 
メモ:トリートメント中に表示ランプが緑色で点滅し始めた場
合は、そのトリートメントが完了してから、本製品を充電してく
ださい。
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5. 反対側の目もとも同様に繰り返す 
(顔の反対側) 

6.  日焼け止めの使用 

SPF30以上の広域スペクトルの日焼け止めを、毎日ご使用に
なることをお勧めします。日焼け止めの使用上の注意に従って
ください。 

警告:目やまぶたにはご使用にならないでください。レーザ
ーを目に直接向けないでください。このような行為は、失明また
は一時的な視力喪失などを含む、目に重度の損傷を起こす恐れ
があります。トリートメントは、目の周囲で骨が感じられる部分
に限ってください。 

 

警告:1箇所へのトリートメントは1日1回(24時間に1回)に
とどめてください。皮膚損傷の危険性が高くなる恐れがあり
ます。

メモ:トリートメント中、わずかにチクチクするような感じや、ほて
りを感じることがありますが、これらはよくあることです。
メモ:何らかの理由で本製品の電源をオフにする必要が生じた
場合は、電源ボタンを1~2秒押し続けて電源を切ってください。
メモ:トリートメントを始める前に表示ランプが緑色で点滅して
いる場合は、バッテリーの残量が少なくなっています。本製品を
充電してください。
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トリア・スキン エイジングアイケアレーザーは、1日1回、8週間
ご使用ください。毎晩のお手入れにトリートメントを取り入れ
ることをお勧めします。お休み前にお手入れすることにより、刺
激を受けたお肌が寝ている間に落ち着く時間を与えられます。
本製品を8週間のトリートメント期間よりも長くご使用になら
ないでください。

•	  早い方は2週間くらいで効果を実感し、8週間のトリートメント
期間終了後から数週間後に最大の効果が期待できます。

•	  トリートメント中、あるいは直後に、わずかにチクチク感やかゆ
み、ヒリヒリ感を感じることがあります。また、日焼けしたときのよ
うなほてりや熱を感じることもあります。これらはよくあることで
あり、大抵は数分から数時間程度で落ち着きます。また、肌がト
リートメントに慣れてくるに従って軽くなります。

•	  トリートメント中、あるいは直後に、一時的に肌の赤みや軽い腫
れが見られることもあります。こちらもよくあることであり、大抵
は次のトリートメントまでに解消されます。

•	  その他、通常の使用により起こり得る副作用としては、肌のカサ
つき・乾燥、一時的に現れる小さな斑点などがあります。 
 
メモ:肌トラブルが重度の場合やトラブルが続く場合はトリート
メントを中止し、トリア・ビューティお客様サポートセンターまた
は医療従事者にご相談ください。 

トリア・スキン エイジングアイケア
レーザーを使う頻度

期待できる効果
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ご満足いただけるケアを実感するため

トリートメント後の肌を整えましょう
トリートメント後アイクリームを使用すると、お手入れ後の肌を
整えるのに効果的です。

肌にうるおいを与えましょう
8週間のトリートメント期間中は、必要に応じて保湿化粧品を
使用し、肌に十分なうるおいを与えてください。

鏡を見ながらお手入れしましょう
初めの数回は鏡を見ながらトリートメントしましょう。本製品
を肌にぴったりと当てて動かし続けると、紫色の接触ランプが
点灯します。

トリートメントは夜に行いましょう
お休み前にトリートメントすると、万が一、一時的な赤みや腫
れが出た場合も寝ている間に落ち着く時間を与えることがで
きます。 

紫外線からお肌を守りましょう
毎朝、SPF30以上の広域スペクトルの日焼け止めをお使いくだ
さい。毎日、日焼け止めを塗ることで、トリア・スキン エイジングア
イケアレーザーで整えた肌を守り、紫外線による新たなダメージ
を予防するのに役立ちます。
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トリア・スキン エイジングアイケアレーザーのお手入れ

メンテナンス
本製品は定期的あるいは特別なメンテナンスは必要ありませ
ん。本製品が正常に機能していない、または損傷していると思わ
れる場合は、本製品をご使用にならずに、トリア・ビューティお
客様サポートセンターにお問合せください。

お手入れ
ご満足いただけるケアを実感するには、レーザー照射口を清潔
に保ちます。油分、ローション、メイク、その他の汚れはレーザー
の照射を妨げたり、本製品が正常に機能しなくなる原因となる
恐れがあります。

レーザー照射口が汚れた場合は、乾いた綿棒できれいにしま
す。本製品の電源がオフになっていることを確認してからお手入
れしてください。本製品のその他の部分が汚れた場合は、必要
に応じて消毒用アルコールを湿らせた柔らかい布で拭きます。

本製品のどの部分にも、水やその他の液体が入り込まないよう
にしてください。

保管
水、湿気、ゴミが入る恐れがある場所に本製品を置かないで
ください。
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廃棄
本製品にはリチウム電池が入っています。お住まいの地域の電
気機器のリサイクルまたは廃棄に関する規制に従ってください。

旅行
本製品を持って旅行する場合は、破損を防ぐため、ご購入時の
箱に入れてください。ACアダプターは世界中の一般的な電圧
(100~240VAC、50~60ヘルツ)で正常に作動します。ACアダ
プターをコンセントに差し込むのにアダプターが必要な場合
があります。

本製品の耐用期間
トリア・スキン エイジングアイケアレーザーは、通常の使用で3

年以上機能するように設計されています。定期的に部品を交換
する必要はありません。本説明書の記載どおりに本製品が作動
していれば、本製品は正常に機能しています。
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故障かな?と思ったら

問題点 考えられる原因 対処法

トリア・スキン エイジングアイケアレー
ザーの電源が入らない

本製品が充電されていない 本製品を充電してください。
(13ページを参照)

本製品がコンセントに差し込まれて
いる

本製品をコンセントから抜いてからトリ
ートメントしてください。

トリア・スキン エイジングアイケアレー
ザーの電源が入ったままにならず、電
源ボタンを押しているとき表示ランプ
が青色で点滅する

本製品がロックされている 本製品のロックを解除してください。
(4ページを参照)

トリア・スキン エイジングアイケアレー
ザーの電源が切れない

緑色のランプが消える前に電源ボタン
から指をはなした

電源ボタンを押し続け、緑色のランプが
消えてから、指をはなしてください。

問題が起きた場合はこの表を参考にしてください。問題が解消されない場合は、トリア・ビューティお客様サポートセンターにお電話
(0120-917-380)又はメール(info@triabeauty.co.jp)にてお問い合わせください。



triabeauty.co.jp 22

問題点 考えられる原因 対処法

トリア・スキン エイジングアイケアレー
ザーがロックしない

電源ボタンから指をはなすのが早すぎ
て、ランプが青色で4回点滅するのを確
認していない

もう一度、ロックの手順を行ってくださ
い。(4ページを参照)

5回目の青色の点滅よりも前に電源ボ
タンから指をはなさなかった

表示ランプが緑色でゆっくりと点
滅する

本製品に充電が必要 本製品を充電してください。
(13ページを参照)

トリートメント中に表示ランプが緑色
で点滅し始めた場合は、トリートメン
トを完了してから、本製品を充電して
ください。
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問題点 考えられる原因 対処法

表示ランプが赤い 本製品が正常に作動していない 本製品の電源をオフにしてから、再びオ
ンにしてください。表示ランプが赤色で
点灯し続けている場合は、トリア・ビュ
ーティお客様サポートセンターにお問
い合わせください。

トリア・スキン エイジングアイケアレー
ザーが充電しない

本製品が正しく接続されていない コードの両端が正しく接続され、正常に
作動しているコンセントにACアダプタ
ーが差し込まれているかどうかを確認
してください。(13ページを参照)

トリア・スキン エイジングアイケアレー
ザーの使用中に紫色の接触ランプが
点灯しない、またはトリートメント中に
完全に停止する

本製品が充電されていない 本製品を充電してください。
(13ページを参照)

レーザートリートメント照射口が肌にき
ちんと接触していない

肌にしっかりと当てて、ゆっくりと同じ動
きですべらせるようにスライドさせてく
ださい。(15ページを参照)
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問題点 考えられる原因 対処法

本製品が正常に作動していない 本製品を充電してから、再びトリートメ
ントを開始してください。
(13ページを参照)

トリア・スキン エイジングアイケアレ
ーザーの使用中に接触ランプが断続
的に点灯する

レーザートリートメント照射口が肌にき
ちんと接触していない

肌にしっかりと当てて、ゆっくりと同じ動
きですべらせるようにスライドさせてく
ださい。(15ページを参照)

汚れやゴミがレーザー照射口をふさ
いでいる

レーザー照射口を乾いた綿棒できれい
にしてください。(19ページを参照)

トリア・スキン エイジングアイケアレー
ザーを続けて使用しているが、トリート
メントの感覚が大幅に弱くなった

汚れやゴミがレーザー照射口をふさ
いでいる

レーザー照射口を乾いた綿棒できれい
にしてください。(19ページを参照)
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保証

トリア・スキン エイジングアイケアレーザーには、2年間の保証
がついています。保証の内容は以下の通りです。

保証対象
この2年間保証は、トリア・スキン エイジングアイケアレーザー
の部品および構造における欠陥のみを対象とし、日本国内での
認定販売代理店または当社から直接本製品を購入した場合の
み有効です。この2年間保証は、本製品の当初購入者であるお
客様に対してのみ有効であり、法律の定めがない限り当該ご購
入者様以外には適用されません。

保証対象外
この2年間保証は、トリア・スキン エイジングアイケアレーザー
を日本国内で購入または使用した場合のみ有効です。この2年
間保証は、トリア・スキン エイジングアイケアレーザーの乱用や
誤使用による破損、欠陥、故障、もしくは不適切な手入れ、衝撃

や異物の挿入、破壊行為、不適切な保管、不適切または誤って
行われた保守・修理、有害化学物質の使用、不可抗力、火災や
水害、研磨剤の使用、不注意、製造元が定める使用方法の不遵
守、本製品の紛失、通常の損耗、改造、過剰使用、業務用使用、
商業的使用の場合には適用しません。

保証期間
この2年間の保証はご購入日より2年間有効です。お手持ちの
トリア・スキン エイジングアイケアレーザーが保証期間内にト
リア・ビューティによって交換された場合も、保証期間は延長
されません。

欠陥品への対応
トリア・スキン エイジングアイケアレーザーの2年間の保証期間
内に、保証対象となる欠陥を発見された場合は、お客様サポー
トセンターにご連絡ください。
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当該欠陥が当期間限定保証の対象であるとトリア・ビューティ
が判断した場合には、当社の独自の裁量にてお客様のトリア・ス
キン エイジングアイケアレーザーを、同一または類似の新品ま
たは修理調整されたトリア・スキン エイジングアイケアレーザ
ーと交換いたします。

お客様のトリア・スキン エイジングアイケアレーザーの欠陥が
当期間限定保証の対象でないと当社が判断した場合には、有
償サポート内容をご案内いたします。

お客様のトリア・スキン エイジングアイケアレーザーに欠陥が
ないと当社が判断した場合には、その旨お知らせの上、トリア・
スキン エイジングアイケアレーザーをご返却いたします。

期間限定保証対象内のサービスは、すべてトリア・ビューティま
たはトリア・ビューティの認定したサービス提供業者によって承
認・実施されるものとします。

保証の限度と免責条項
当保証はお客様の制定法上の権利に加え、特定の法的権利を
与えるものです。

当期間限定保証の不履行に対するお客様への賠償は、本保証
内容に基づくお客様のトリア・スキン エイジングアイケアレーザ
ーの交換にのみ限定されます。
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トリア・ビューティは適用される法令上許される限りにおいて、
黙示的保証は一切いたしません。適用される法律が黙示的保
証を許さない場合、その黙示的保証の存続期間は、上記の明
示的保証の存続期間に限定します。トリア・ビューティは、保証
の不履行、契約不履行、不法行為(過失や厳格な製造物責任
を含む)、その他一切の原因に基づく責任において、特別損害、
付随的損害、結果的に生じる損害、懲罰的損害、間接的傷害に
対しては、かかる傷害が発生する可能性を知らされていた場合
または認識していた場合であったとしても、いかなる場合も責
任を負いません。そのような損害には、トリア・スキン エイジン
グアイケアレーザーの使用機会の損失、代替製品にかかる費
用、第三者からの賠償請求、対物損害を含みますが、それらに
限定されません。

トリア・ビューティは適用される法令上許される限りにおいて、
保証の不履行、契約不履行、不法行為、その他一切の原因に基
づく責任において、特別損害、付随的損害、結果的に生じる損
害、懲罰的損害、間接的傷害に対しては、かかる傷害が発生す
る可能性を知らされていた場合または認識していた場合であ
ったとしても、いかなる場合も責任を負いません。そのような損
害には、トリア・スキン エイジングアイケアレーザーの使用機
会の損失、代替製品にかかる費用、第三者からの賠償請求、対
物損害を含みますが、それらに限定されません。適用される法
令が保証および特定の取引の不履行に対する賠償に制限を認
めない場合、本項における制限や免責事項、保証対象外事項
は適用されない場合があります。本保証は、トリア・スキン エイ
ジングアイケアレーザーの欠陥による死亡や人体損傷に対す
る請求や、法令が免責や制限を認めないその他の責任には適
用されません。
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製品の欠陥に関するリスクは、上記の保証に関する条項、条件、
および制限によって、当社とトリア・スキン エイジングアイケア
レーザーの購入者であるお客様との間で配分されます。このリ
スクの配分は両当事者により認識され、かつトリア・スキン エ
イジングアイケアレーザーの価格に反映されます。トリア・スキ
ン エイジングアイケアレーザーを使用することにより、お客様
は上記の条項、条件、および制限を読むとともに、その内容を
理解し、かつそれらに法的拘束を受けることを認めるものとみ
なされます。

製品の変更
当社は本製品に対し変更および改良を加える権利を保有し、そ
のような変更および改良を過去に販売済みの本製品に取り入
れる一切の義務を負うものではありません。

紛争
本保証と、本保証および本保証の内容あるいは構成から派生ま
たはそれらに関係するあらゆる紛争や請求(非契約上の紛争ま
たは請求を含む)は、本製品を購入した国の法律に準拠します。
お客様は、お客様がトリア・スキン エイジングアイケアレーザー
を購入された国の裁判所が、本保証および本保証の内容ある
いは構成から派生またはそれらに関係するあらゆる紛争や請
求(非契約上の紛争または請求を含む)の解決にあたり、非独占
的な管轄権を有することに同意されるものとします。

賠償請求の期間
万が一、当社がこの保証に違反した場合、その賠償の請求は、
トリア・スキン エイジングアイケアレーザーの購入日から2年
間以内に書面でなされたもののみ有効とさせて頂き、当該期
間を徒過した場合には、当社は損害賠償の責任を一切負わな
いものとします。
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他の一切の保証のないこと
当社および他のいかなる第三者(代理店、販売業者、小売店お
よびこれらの従業員を含みますがそれらに限定はされません)
も、ここに記載された以外の保証を行う権限を有しません。両
当事者が署名した書面による修正がない限り、この保証の諸条
件および制限は、両者間の完全かつ排他的な合意として理解さ
れるものとし、両者間の書面または口頭による従前の一切の合
意および表明事項、ならびに保証条件に関する両者間のその他
全ての通信内容に優先します。

その他の条件
本保証に使われる「当社」とはトリア・ビューティ・ジャパン株
式会社を指し、「お客様」とはトリア・スキン エイジングアイケ
アレーザーの当初購入者を指します。本保証のいずれかの条
項の厳正な遵守を一旦放棄しても、それは継続的な放棄とみ
なされるものではなく、また他のいずれの条項を放棄したもの
ともみなされません。天災、テロ行為、政府の措置または規制、
労働力や部品の不足、紛争、その他当社のコントロールの及ば
ない事情により生ずる履行の遅延ないし不能は、その限度に
おいて、当社は履行を免除されます。本書のいずれの条項であ
れ、違法、無効、または強制不能である場合は、そのような条項
は無視されるものとしますが、残りのすべての条項は引き続き
有効とします。
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技術仕様書

名称:トリア・スキン エイジングアイケアレーザー

レーザーの種類:ダイオード

レーザーのクラス:クラス1M(IEC60825準拠)

メモ:本クラス1Mレーザー本製品は不可視レーザー放射線を放
射します。目やまぶたをトリートメントしないでください。また、目
に直接向けないでください。顕微鏡や望遠鏡等の光学機器を用
いて直接見ないでください。本製品を取扱説明書に従って使用
する限り、目や肌は安全です。

出力波長:1440nm

出力レーザーエネルギー:10mJ/pulse

充電専用ACアダプターの入力:100-240V-、 
50-60Hz、0.15A

充電専用ACアダプターの出力:5VDC、1.0A

使用環境
 稼動温度:5~30°C

              稼動相対湿度:15~95%(結露なし)
稼動大気圧:700~1060hPa

               輸送および保存温度:-25~70°C

              輸送相対湿度:0~93%(結露なし)
輸送大気圧:200~1060hPa
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定期的に部品を交換する必要はありません。トリア・スキン エ
イジングアイケアレーザーが本説明書の記載どおりに作動して
いれば、本製品は正常に機能しています。

本製品はFCC規則パート15に準拠しています。本製品の動作
は以下の2つの条件を満たします。(1)電波障害を起こさないこ
と。(2)誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべて
の電波障害に対して正常に動作すること。

マーク一覧

 警告マーク

 電源ON/OFFマーク

               CEマーク





2007年6月24日付のレーザー産業への通達書に準ずる違反を除き、米国連邦規則第21条第1040.10章および第1040.11章に適合
本製品は他の機器に対する電磁干渉を起こす可能性があります。 
本製品はIEC 60601-1-2:2007に準ずる試験により安全性が確認されています。

©2016 Tria Beauty, Inc. All rights reserved.
トリア・ビューティおよびトリアのロゴはTria Beauty, Inc.の登録商標です。
特許出願中 15779A

トリア・ビューティお客様サポートセンター
0120-917-380

info@triabeauty.co.jp

triabeauty.co.jp


