
このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

品番：TB07-SCN

家庭用

ユーザーズガイド

もくじ

安全上のご注意 ......................2

使用上のご注意 ......................5

各部の名称 ..............................6

充電方法 ..................................8

使い方 ......................................9

お手入れ・保管方法 ...........11

故障かなと思ったら ............13

製品仕様 ...............................14

保証とアフターサービス ...15

保証書 ...................................16

スポットクリーナー
Toffy Beauty



2

●	 必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
	 本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、
必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷など
を負う可能性が想定される」内容を示しています。

注意 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性ま
たは物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

してはいけない「禁止」内容です。 必ず実行していただきたい	
「強制」内容です。

安全上のご注意

■	USBケーブルの取り扱いについて

ぬれた手での操作やUSBケー
ブルの抜き差しはしない。
感電・故障の原因となります。

USB ケーブルを傷つけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、
重いものをのせたりしない。
火災・感電・故障の原因となります。

USB ケ ーブ ル が 傷 ん だり、
USB プラグの差し込みがゆる
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。

5V 1A を超える電源に接続
しない。
感電・故障・発火の原因となります。

専用 USB ケーブルで、他の
製品を使用したり充電したりし
ない。また専用 USB ケーブ
ル以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因と
なります。

お手入れ前には、必ず USB
ケーブルをはずす。
感電・故障・けがの原因となります。

充電時以外は USB ケーブル
をはずす。
感電・火災・けがの原因となります。

USB プラグのホコリなどは定
期的に取り除く。
火災の原因となります。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

警
告
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本体を分解や修理・改造をし
ない。
けが・故障・発火の原因となります。

お子様だけで操作をさせな
い。また、お子様の手の届か
ない場所に保管する。
誤使用により思わぬ事故を起こす原因
となります。

業務用や医療用として使用し
ない。
家庭用として設計・製造されています。

本体を高いところから落とした
り、故意に踏んだり、たたい
たり、強い力を加えない。
故障・火災・感電・けがの原因となり
ます。

本体・本体開口部にピンや針
金などの先のとがった金属物、
鋭利な物を入れたり、刺した
りしない。
感電・やけど・火災・故障の原因となり
ます。

本製品は防水仕様ではないた
め、浴室などの水のかかる場
所、湿気の多い場所での使用・
保管・放置はしない。
直射日光に当たらない、乾燥
した風通しのいい場所に保管
する。
感電・故障の原因となります。

本体を水につけたり、本体に
水をかけたりしない。また、
ぬれた手での操作はしない。
感電・故障の原因となります。

■	本体の取り扱いについて

本体は直射日光が当たる場所
や、高温となる場所で充電し
たり、放置しない。
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因とな
ります。

毛布の中など熱がこもる場所
で充電しない。
発熱・発火の原因となります。

お手入れのときは、シンナー・
ベンジン・アルコール・研磨
剤などを使用しない。
変色・変形・感電・故障の原因となり
ます。

自分で意思表示のできない方
や身体の不自由な方には、使
用させない。
けがの原因となります。

以下のような部位や場合には、
使用しない。
・皮膚炎・日焼けなどの異常

のある部位
・傷・湿疹・腫れもの・ニキビ・

化膿性疾患のある部位
・鼻以外の部位
事故や肌のトラブルの原因となります。

以下のような人は必ず医師と
相談のうえ使用する。
・急性疾患のある人
・悪性腫瘍のある人
・妊娠中の人
・アレルギー体質の人
・皮膚病およびアトピー性皮膚

炎の人
・肌が敏感な人
事故や肌のトラブルの原因となります。

警
告
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安全上のご注意（続き）

本製品は、鼻以外に使用しない。
肌の紫

シハン

斑や傷の原因となります。

本製品は、絶対に 1 か所に静
止させて使用しない。
肌の紫

シハン

斑や傷の原因となります。

ニキビや炎症を起こしている
部位に使用しない。
肌のトラブルの原因となります。

肌の弱い人は、同じところに
3 回以上使用しない。
肌の紫

シハン

斑や傷の原因となります。

鼻まわりの吸引以外の目的で
使用しない。また、乳幼児・ペッ
トへは使用しない。
肌のトラブルやけが・故障の原因とな
ります。

破損や変形があるときは絶対
に使用しない。
感電・けが・故障の原因となります。

注
意

長時間使用しない。
肌のトラブルの原因となります。

熱を発する物の近くで使用し
ない。
本体の変形や火災の原因となります。

複数の人と共用しない。
感染症などの原因となります。

定期的にお手入れを行う。
お手入れしないでおくと、劣化や故障
の原因となります。

使用時以外は電源をオフにする。
故障の原因となります。

ご使用の前にカップに変形や
破損・異常がないか確認する。
肌を傷つける原因となります。

■	充電池の取り扱いについて

充電池から漏れた液が目に
入った場合は、こすらずに水で
洗ったあと直ちに医師の診断
を受ける。
失明の恐れがあります。

充電池から漏れた液が皮膚や
衣服に付着した場合は、直ち
に水で洗い流す。

本製品の使用により痛みや不
調、異常を感じたときは、す
ぐに使用を中止して医師に相
談する。
肌のトラブルの原因となります。

使用中や充電の際に本体が異
常に熱くなる場合は、直ちに
使用を中止する。

充電の際に目安となる充電時
間を超えても充電が完了しな
い場合には、使用を中止する。
充電池の液漏れ・発熱・発煙・破裂など、
発火の原因となる恐れがあります。

異常・故障時には直ちに使用
を中止する。
そのまま使用すると火災・感電・けが
の原因となります。

警
告

警
告
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使用上のご注意

●  本製品による肌のお手入れは、週１〜３回程度にしてください。使いすぎはお
肌に負担がかかります。

	 肌の状態を見て使用してください。

●  肌質や使い方によってはカップが吸い付き、離れにくい場合があり、しばらく
たってから紫

シハン

斑になることがあります。
	 万一、紫

シハン

斑ができた場合は、使用を中止してください。
	 紫

シハン

斑の程度にもよりますが、時間が経つと自然に治ります。

●  内蔵充電池の交換はできません。本体は絶対に分解しないでください。
●  充放電可能回数は約 300 回です。
	 繰り返し充電することで満充電の状態から使用できる時間がだんだん短くなります。

●  充電はある程度放電をして（使用して）から行ってください。
	 常に満充電の状態で充電していると、充電池の寿命が短くなります。

●  充電しないで放置していると、充電池の寿命が短くなります。1ヵ月に 1 回、
50％程度充電してください。

カップを肌から離す方法

初めてカップを使うときは、必ず上腕部などの目立たないところで、電
源を入れてカップを離す練習を行ってください。肌から離すとき、手首
を返すようにします。

肌に対して垂直に引っ
張ると離れにくくなる。

肌から離すときはすべ
らせない。

肌から離すときは手首を返すよ
うにする。

■	本製品について

■	充電池について
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各部の名称

モードランプ

電源をオンにするとモードが表示されます。

フィルター

電源スイッチ LED ランプ

吸引口

ゴムパッキン

本体

底面

モードランプ

モード LOW NORMAL HIGH

吸引力 弱 中 強

マイクロ USB
ジャック
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付属品

USBプラグ
マイクロUSBプラグ

鼻の形に合わせて、お好みのカップを使用してください。

●フィルター×6 個 ●ゴムパッキン×４個

（1個はセット済） （２個はセット済）

●カップ（3 種類）

●専用 USB ケーブル ●専用ポーチ

楕円カップ 小カップ 大カップ
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充電方法

1

2
3

4

5

付属のUSBケーブルを本体に
接続します。
USBケーブルのマイクロUSBプラ
グを本体のマイクロUSBジャックに
接続します。

USBプラグを5V	1Aが出力できるUSBポートに接続します。

充電が開始され、LEDランプが
赤色に点灯します。
充電状況により、LEDランプの色
が下記のように変化します。

充電が完了すると、LEDランプが白色に点灯します。
● 空の状態から約2.5 時間で充電が完了します。
● 1回のフル充電で、HIGHモードの場合、約20回使用が可能です。
	 ※約5分連続使用すると自動的に電源がオフになります。
	 ※	充電池の状態によっては、フル充電での使用可能回数が少なくなる場
合があります。

	 ※	充電完了直後、USBケーブルを抜き差しすると未使用でも再度 LED
ランプが赤色点灯することがありますが、異常ではありません。満充電
の状態なので、そのままご使用ください。

必ずUSBケーブルをはずして、使用を開始してください。

初めて使用する際は、ご使用前にフル充電してください。
※充電しながらのご使用はできません。

マイクロ USB
プラグ

LED ランプ

LED ランプの色

マイクロ USB
ジャック

● 専用 USB ケーブルで、他の製品を使用したり充電したりしないで
ください。また専用 USB ケーブル以外は使用しないでください。

	 異常発熱による発火・ショートの原因となります。
● 5V 1A が出力できる USB ポートをご使用ください。
● USB ハブを使用して接続しないでください。

注意

充電中 赤色点灯
充電完了 白色点灯（約10分後消灯）
電池残量不足 赤色点滅
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使い方

1

2

本体の電源スイッチをオフにして、吸引口にお好みのカップを取り
付けます。
※奥までしっかりと差し込んでください。
※吸引口にフィルターとゴムパッキン（2個）が取り付けられていることを確
認してください。

本体の電源スイッチを1秒以上長押しすると、運転を開始します。
吸引モード：ＬＯＷ（弱）

カップ

吸引口フィルター

ゴムパッキン

電源スイッチ

お願い ● メイクはあらかじめ落としてください。
● スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料を使用した際は、本製

品を使わないでください。
● クレンジング、洗顔ソープ、美容液などの化粧品を肌につけた状態

で使用しないでください。
 故障の原因となります。

3 運転中、電源スイッチを押すと吸引モードを切り替えることができ
ます。
3段階：ＬＯＷ（弱）→NORMAL（中）→ＨＩＧＨ（強）
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部以外に使用しない

使い方（続き）

洗顔後、蒸しタオルを鼻に当ててから毛穴をしっかり開いた状態で使用してください。

ポイント

5

6

使用を終えるときは電源スイッチを1秒以上長押しし、動作を停止
させます。
使用後はカップを本体から取りはずし、お手入れをしてください。

顔をすすいだ後、化粧水などで十分に保湿し、肌を整えます。
※万一、紫

シハン

斑ができた場合は、使用を中止してください。紫
シハン

斑の程度にもよ
りますが、時間が経つと自然に治ります。

①左右の小鼻まわりを中心に、鼻全体にまんべん
なくすべらせる。

	 ※小鼻のキワは皮膚が薄いので、同じ箇所で何
　度もすべらせないでください。

②更に気になるところを中心に同方向にすべらせる。
	 ※左右上下に往復させないでください。
③カップを肌から離すときは引っ張らず、手首を返
すようにする。（5ページ参照）

4 カップを小鼻まわりや鼻全体の気になる箇所に軽く当て、すべらせ
ます。

● 本製品は、鼻以外に使用しない。
	 肌の紫

シハン

斑や傷の原因となります。

● 本製品は、絶対に 1 カ所に静止させて使用しない。
	 肌の紫

シハン

斑や傷の原因となります。

● ニキビや炎症を起こしている部位に使用しない。
	 肌のトラブルの原因となります。
● 紫

シハン

斑ができた場合は、使用を中止してください。紫
シハン

斑の程度に
もよりますが、時間が経つと自然に治ります。

痛みや不調、異常を感じたときはすぐに使用を中止する。
肌のトラブルの原因となります。

注意

警告
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※ゴムパッキンは、カップの着脱がゆる
いと感じたら交換してください。

フィルター

綿棒

お手入れ・保管方法

使い終わったら、お手入れをしてください。

● 毎回十分にお手入れしてください。
	 お手入れしないでおくと、劣化や故障の原因となります。
● お手入れをするときは、必ず電源をオフにしてから行ってください。
	 ショート・感電・火災の原因となります。
● 本体に直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
	 ショート・感電・火災の原因となります。

注意

お願い ● 研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、
金属タワシなどを使用しないでください。

 傷がついたり、変色したりする原因となります。
● カップ、フィルターはつねに清潔にしておいてください。

本体外側についた汚れは固くしぼった布などで軽くふき取ってください。

● フィルターは、ピンセットなどで本体から取りはずすと水洗いすることができま
す。十分に乾燥させてから本体に取り付けて使用してください。汚れが目立
つ場合は、交換してください。

● 吸引口に汚れが付着しているときは、綿棒などで汚れを取り除いてください。

本体

吸引口

お手入れ

ゴムパッキン
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お手入れ・保管方法（続き）

カップ

1

2

3

カップを本体から取りはずします。

カップはお湯または水ですすいで洗います。
汚れがひどいときは、綿棒などで汚れを取り除いてください。
※熱湯は使用しないでください。

乾いたやわらかい布で、水気を拭き取ります。
カップの内側は水分が残らないように、綿棒などでふきます。

カップ

保管方法

お手入れ後、十分に乾燥させた上で、ホコリなどが付かないように保管してください。
直射日光の当たらない、涼しいところに保管してください。

浴室や湿度の高い場所に置いたままにしないでください。注意
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故障かなと思ったら

こんなとき 原因 対処方法

動作しない
(電源が入らない) 電池残量が少ない USB接続をして充電してください。

充電ができない 各プラグが正しく差さ
れていない

各USBプラグをしっかり差して
ください。

吸引する力が異常
に弱い

カップを肌に密着させ
ていない 肌に密着させてください。

カップをきちんと取り付
けていない

一度取りはずしてきちんと取り付
けてください。

内部に汚れがたまって
いる

「お手入れ・保管方法」を参考に、
清掃してください。（11ページ
参照）

においが気になる 内部に汚れがたまって
いる

「お手入れ・保管方法」を参考に、
清掃してください。（11ページ
参照）

カップが肌から離
れにくい

カップを肌に垂直にして
引っ張っている

肌から離すとき、手首を返す
ようにしてください。（５ページ
参照）

故障かな？と思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。
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製品仕様

品名 Toffy	Beauty	スポットクリーナー

品番 TB07-SCN

本体寸法 約45(W)×153(H)×45(D)mm	※

重量 約110g	※

電源 5V	1A（USB充電式）

充電電池 リチウムイオン蓄電池　3.7V	700mAh

充電時間 約2.5 時間

連続作動時間 約5分（オートOFF）

吸引モード 3段階（弱→中→強）

電源コード長 約100cm

主な材質 本体／ABS樹脂、カップ／ポリカーボネート

使用環境温度 5℃～40℃

生産国 中国

付属品
専用USBケーブル、専用ポーチ、カップ×3種、ゴムパッキン
×4個（2個はセット済）、フィルター×6個（1個はセット済）
ユーザーズガイド（保証書含む）

※	本体寸法及び重量はカップを取り付けた状態です。
※	商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。
※	「Toffy」は ( 株 )ラドンナ、(株 ) キングジムの登録商標です。
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長期間ご使用のスポットクリーナーは定期的な点検をお願いします
• USBケーブルが異常に熱い。
• USBケーブルに深い傷などがある。
• USBケーブルを動かすと通電したり
  しなかったりする。
• そのほか異常や故障がある

▶ このような症状が出た、発見した
ときには、すぐに使用を中止して
ください。

お客様ご相談窓口 0570-024-389
※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。 
受付時間　10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

個人情報のお取り扱いについて

※お問い合せの際には品名・品番をご連絡ください。

株式会社ラドンナおよびその関係会社は、
お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談
への対応や修理、その確認などのために利
用し、その記録を残すことがあります。ま
た、個人情報を適切に管理し、修理業務な
どを委託する場合や正当な理由がある場合
を除き、第三者には提供しません。

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご
転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができ
ない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

保証とアフターサービス

●	保証期間はお買い上げ日より１年です。保証期間内に故障した場合
は、保証規定に従って修理させていただきます。

●	一般家庭用以外に使用された場合の故障・損傷は保証できません。

保証期間中は
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