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    리바이탈라이징 마사지 헤드 교체
  1년에 한 번 또는 헤드가 손상된 
경우 리바이탈라이징 마사지 헤드를 
교체하는 것이 좋습니다. 교체용
브러시 헤드는 필립스 웹 사이트 
www.shop.philips.com 또는 필립스
비자퓨어 어드밴스드(VisaPure
Advanced)를 구입한 매장에서
구입할 수 있습니다. 

日本語
 はじめに

タッピングヘッド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。
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。

●タッピングヘッドは、ビザピュア アドバン
スシリーズに対応しています。

ご使用上の注意

●タッピングヘッドはチークゾーンをケアす
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。
●タッピングヘッドが破損した場合は使用し
ないでください。ケガの原因になります。

●目の周りなど敏感な部分には使用しない
でください。

●タッピングヘッドを肌に強く押し付けない
ように気を付けてください。

フェイシャルエステプログラム
チークゾーンをお手入れします。
チークゾーンには目と耳の間も含ま
れます。

●フェイシャルエステプログラム
トータル3分間のプログラムを、約1分30秒
ごと、2回に区切って行います。右頰から始め
てください。1分30秒経過すると、動きがわ
ずかに止まります。それを目安に、左頰に移動
させてください。

●自動オフ機能
3分間のプログラムが終了すると、自動的に
電源がOFFになります。

使い方

1  ヘッドをヘッド取付部に載せ、カチッと音
がするまで押して固定します（図1）。

2  ヘッドを装着し、電源を入れるとビープ
音が鳴りモード表示ランプが交互に点
滅します（図2）。その後電源スイッチを
押してモードを選択してください。  

3  右頰にヘッドをあて、鼻側から耳側に向
かってやさしく滑らせてください（図3）。

 4  約1分30秒経過するとヘッドの回転が一
瞬止まります。それを目安に左頰に移動
させてください（図4）。

 5  使用後は刺激の少ない石鹸を使い、水
またはぬるま湯でヘッドをよく洗ってく
ださい。
※本製品はご使用の度に掃除をしてください。

ヘッドの交換

ヘッドのご購入についてはフィリップスの
ウェブサイトまたはビザピュア本体をお買い
求めになった販売店でお確かめください。

●ご使用の前に、ビザピュア アド
バンスの取扱説明書をお読み
ください。

注意

お好みにより、乾いた状態、あるいはク
リームやオイルを塗ってご使用ください。
ご使用の前にビザピュア アドバンスでの
洗顔をおすすめします。この製品は週2、3
回（1回につき3分）のご使用が目安です。

ヘッド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、使用開始から1年
ごとの交換をおすすめします（使用頻度、
使用方法により変化します）。万が一ヘッ
ドが変形したり破損した場合は、1年以内
でもすぐに交換してください。
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