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1. Silk'nセンスエピＪを使い始める前に

Silk'nセンスエピＪは家庭用の光美容器です。
強力な電化製品ですの
でお使いいただく際には安全に注意を払ってください。
お使いいた
だく前にすべての警告や安全に関する注意書きを必ずお読みいただ
き、
それらに従ってください。
お手入れの前には毎回使用方法の再確
認をすることをお勧めします。

1.1 セット内容

Silk'nセンスエピＪ本体セットの中には、
以下の付属物が入っていま
す。
yySilk'nセンスエピＪ本体
yyＡＣコード・アダプター
yy取扱説明書
yy保証規定ブックレット

1.2 本体の説明

本説明書の表紙裏にある図を参照しながら本体の各部を確認して
ください。
1. アダプター接続口
5. 肌色センサー
2. エネルギーレベル
表示ライト
表示ライト
（1－５）
6. 照射面
3. コントロールボタン
7. 肌色センサー
4. 照射レディ表示ライト
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2. Silk'nセンスエピＪの安全性

Silk'nセンスエピＪはお客様の安全を最優先

J

Silk'nセンスエピＪに搭載されているホーム・パルス・ライト
（ＨＰＬ）
テ
クノロジーは優れた安全性を提供します。
ＨＰＬテクノロジーは他の
光美容器の何分の一かのエネルギーでも同等或いはより優れたお
手入れを可能にします。
低めのエネルギーに抑えることによりお客
様のケガや副作用のリスクを軽減します。
Silk'nセンスエピＪには安全性のため以下の特色もあります。

目の安全を守るため照射面が皮膚に完全に接触している時
のみ光が照射される設計となっております。

お客様の皮膚が光の照射されるオプティカルレンズに直接触
れることはありません。

3. 本機器をお使いいただけない場合と警告

Silk'nセンスエピＪはすべての方に適しているわけではあ
りません。

EE

以下の方はこの機器の使用に適していません：18歳
以下のお子様、、何らかの障害がある方、機器の使
用法についての経験或いは知識を欠いている方。
子供が当機器で遊ばないよう大人が監視してくださ
い。

本機器でお手入れされた後の皮膚を日光に晒
JJ さないで下さい。
また、 皮膚が日に焼けている
時、或いは日光に当たった直後（人工日焼けマ
シンを含む）はレベル２－５の使用を避けてくだ
さい。
セクション6.1を参照ください。
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目の周辺や近くで使用しないでください。
また、
光を
直接見ないでください。
目にダメージを与える危険
性があります。
フィラーなど注入している部位には使用しないでく
ださい。

タトゥーやアートメーク、
暗褐色の部位（大きなソバ
カス、
ホクロ、
イボなど）、乳頭、生殖器、唇などには
使用しないでください。

湿疹、乾癬、病変、傷口が開いているケガや感染症
（単純疱疹）、全身性或いは代謝性疾患（たとえば
糖尿病）による皮膚の異常には使用しないでくださ
い。
ヘルペスの発症歴のある部位には使用しないでく
ださい。
妊娠中或いは授乳中には使用しないでください。

いずれまた発毛を希望される部位には使用しない
でください。
1回のお手入れで同じ部位に重ねて照射しないでく
ださい。
皮膚に過度な赤み、
水泡、
火傷などが生じた場合は
直ちに使用を止めてください。

不快感が生じた場合はエネルギーレベルを下げて
お使いください。
お手入れの前にアクセサリー類は外してください。

ご使用前に発火性の液体(香水、消毒液、
その他ア
ルコールを含む液体）或いはアセトンなどで皮膚を
拭かないようにしてください。
5
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緊急時には直ちに電源から抜き取れるように電源
アダプターは手もと近くに置いてください。
本機器を水やその他液体から離してお使いくださ
い。
風呂桶、
シャワー、
その他水を溜めた容器の近く
では使用しないでください。
当機器を水の中に落と
してしまう危険性がある場所には置いたり保管した
りしないでください。
感電のリスクがあります。機器
が何らかの液体と接触した場合は直ちにコンセント
よりプラグを抜き取ってください。
コンセントにつないだ機器を放置しないでくださ
い。
緊急時には直ちに電源から抜き取れるように電
源アダプターは手もと近くに置いてください。

お客様 ご自身でSilk'nセンスエピＪの修理を試みな
いでください。
ご自身に深刻な危害が及ぶ場合があ
り、
保証も無効となります。

4. 以下の場合は 本機器 の使用をお控えくださ
い：
プラグ、
アタッチメント、
アクセサリーがメーカー推奨のもの
でない。

電源コードかプラグが損傷している。
熱を帯びた面から電源
コードを離してください。
使用中に煙が見える、
或いは焦げ臭いにおいがする。

機器は正常に作動していないか、
損傷していると思われる

肌色センサー、
照射面、
機器の本体プラスチックに亀裂があ
る或いは壊れている。

そのような場合はSilk'n™カスタマーサービスにご連絡ください。
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5. 以下のような病歴のある方は使用の前に か
かりつけの医師にご相談ください
ケロイド瘢痕の発症歴
てんかん

ポルフィリア、
多形日光疹、
日光じんましん、
ループス
（狼瘡）な
どの光過敏に関係する病気
皮膚がんの病歴或いは悪性腫瘍が疑われる部位の存在

過去３カ月以内に放射線療法或いは化学療法を受けている

過去６カ月以内に医師が処方した薬品を皮膚に塗布してい
る

かかりつけの医師の判断に於いて、
この機械の使用に適して
いない状態である

6. 安全にお使いいただくために

ここには機械を安全にお使いいただくための情報が記載されてい
ます。

6.1 日光浴

最も低いエネルギーレベル１は日光を浴びた後でも安全に
お使いいただけるように設計されています。

もし、
レベル２－５をお使いの場合はお手入れ前４週間とお
手入れ後２週間はお手入れした部位を日に当てないようにし
てください。
皮膚のメラニン量の増加は光美容器を使用する
際の肌へのリスクを高めるからです。
これはスキンタイプに関
係なく、
日光浴によりすぐに皮膚の色が黒く変化しない方も含
め、
すべての方に適用します。
お手入れ後２週間は日光浴をできるだけ避けてください。
止
むを得ず日光を浴びる場合はお手入れした部位にＳＰＦ３０
以上の日焼け止めを塗布してください。
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6.2 目の安全のために

頬骨より下のお手入れにお使いいただけますが、
くれぐれも
目に向かって直接照射しないようにお気をつけください。

J

6.3 傷や感染症

患部が完治するまで当機器の使用をお控えください。

7. 起こりうる副作用

この説明書にある手順に従って、
機械の使用をお控えいただかなく
てはならない場合やその他注意点に気をつけていただければ副作
用などが起きることは稀です。
しかしながら、
家庭用に設計されたも
のであっても、
すべての美容機器によるお手入れにはある程度のリ
スクが伴います。
この説明書をお読みいただき、
この機器の使用に
伴うリスクや起こり得る副作用などについてご理解いただくことが
重要です。
皮膚の不快感

ＨＰＬによるお手入れは一般的に不快感があまりありません。
しかしな
がら、
一部のユーザーはお手入れ中に軽い不快感をおぼえることがあ
ります。
最も一般的なものは照射した部位に少しチクチクするような感
覚です。
このチクチクするような感覚はお手入れしている間とその後に
感じられます。
その場合エネルギーを下げてお使いください。
それでも症状が続く場
合は使用をお控えください。
皮膚の赤み

お手入れの直後或いは２４時間以内に皮膚に赤みが出る場合があり
ます。
この赤みは通常２４時間以内に治まります。
２，
３日経っても赤みが引かない場合は医師にご相談ください。
不快感がなく、
ご自身の肌色に合ったエネルギーレベルでお使いいた
だくようにしてください。
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皮膚が通常より敏感になる

照射した部位の皮膚は敏感になるので乾燥のためカサつき、
粉をふく
ことがあります。
色素変化

この機器の使用により稀に一時的な色素沈着或いは色素脱失が起こ
るリスクがあります。
このリスクは皮膚の色が濃い方、
或いは日焼けを
されている方に於いて高くなります。
殆どの場合、
これら色素異常は一
時的であり、
色素沈着や色素脱失が永続することは極めて稀です。
過剰な赤みと腫れ

稀に、
お手入れ後の皮膚が赤く腫れあがることがあります。
体の中で
も敏感な部位に起きることが多いです。
赤みと腫れは２～７日で引く
はずですが、
頻繁に氷や保冷剤などで冷やすようにしてください。
やさ
しく洗浄していただくのは問題ありませんが、
日光に晒すことは避けて
ください。
水ぶくれやヤケド

患部を冷やしてヤケド薬を塗布してください。
患部が完治するまでお手
入れはせず、
お手入れを再開される時にはエネルギーレベルを下げて
ください。
皮膚が３日で正常な状態に戻らない場合は医師にご相談く
ださい。
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8. Silk'nで計画的なお手入れを

J

お手入れによる効果には個人差があります。
どの部位をお手入れす
るか、
皮膚の色や毛の色などにより異なります。
典型的な完全毛周
期は１８～２４ヵ月かかる場合があります。
この間、
複数回のお手入
れをすることが必要になります。
Silk'nセンスエピＪでのお手入れスケジュールは：
１回目～４回目：２週間に１回

５回目～７回目：４週間に１回

８回目以降：望ましい結果が得られるまで、
毛が生え戻った
時に

8.1 効果について

各個人の反応は毛質やその他生物学的要素によって異なります。
人によって平均的なお手入れ回数より早くに結果が出る場合もあれ
ば、
より多くの回数が必要な方もいらっしゃいます。

8.2 エネルギーレベル

エネルギーレベルは皮膚に届く光の強さを決めます。
エネルギーレ
ベルを上げると副作用や合併症の可能性が高まりますので無闇に
レベルを上げないでください。

この機器には最も低いレベル１から最も高いレベル５まで５段階の
エネルギーレベルが設定されていて、
それらはレベル表示ライトで
示されます 。

機器の電源を入れるとエネルギーレベルは自動的にレベル１の設
定になっています。
エネルギーレベル表示ライトは１度に１つ以上の
レベルを表示することはありません。

エネルギーレベルを変更するにはコントロールボタン を押して１つ
ずつレベルを上げてください。
レベル５まで上げたところで再度コン
トロールボタンを押すと、
レベル１に戻ります。

ご自分に適したエネルギーレベルを決めるにあたって、
この
MM 取扱説明書の“９
．
１初めてお使いいただく前に”を参照くだ
さい。
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8.3 パルス照射とグライド照射

J
パルス照射は高めのエネルギーレベルでお手入れする時に適してい
ます。
一列に移動しながら照射してください
（図にあるように左右或いは
上下に移動）
列の端からスタートして、
反対側の端まで進んでくださ
い。
照射面を皮膚にしっかり密着させてください。
照射面を皮膚に密
着させるとその部位に一瞬押した跡が残るので、
どこに照射したの
かがわかります。
１回照射する毎に照射面を次の照射部位に動かし
てください。
お手入れしたい部位全体に同じような方法で照射してく
ださい。
隙間が生じないように、
且つ重複して照射しないようにして
ください。

１回のお手入れに於いて同じ部位を２回以上照射しないよう
EE にして
ください。
グライド照射は低めのエネルギーレベルでの照射に適しています。

照射面をしっかり皮膚に密着させてゆっくり肌の上を滑らせながら
動かしてください。
（図にあるように左右に或いは上下に）
照射面が
常に皮膚に接触しているようにしてください。
低めのエネルギーレベ
ルでは、
照射間隔
（照射と照射の間の充電時間）
は1～1.5秒です。
こ
れにより連続照射が可能となります。
隙間が空かない、
且つ重複しな
いスピードでグライド
（滑らせる）
させてください。

EE 痛みや赤みを感じたらすぐに使用を止めてください。
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8.4 肌色センサー

J

当機器を濃いスキントーンの方が使用すると火傷、
水ぶくれ、
色素
異常
（色素沈着、
色素脱失）
などの結果をもたらす可能性がありま
す。
Silk'nセンスエピJには肌色センサーが搭載されており、
使用者の
肌色を自動的にお手入れスタート時及びトリートメント中に適時判
断します。
安全に使用するには肌の色が濃すぎる場合、
機器は機能
しなくなり、
肌色センサー表示ライトが点滅します。

8.5 Silk'nセンスエピＪでお手入れすると

多くの方にとってSilk'nセンスエピＪは初めてお使いになる光美容器
かもしれませんが、
お手入れ中に以下の感覚をおぼえるのは正常
です：

音：クーリング用のファンはヘアドライヤーと同じような音が
します。
これは正常です。
照射音：1回照射する毎にポンという音がします

照射感覚：じんわりとした熱と若干ヒリヒリするような感覚

多少の赤み：お手入れの直後或いはお手入れの途中で皮膚
に薄い赤みが出る場合があります。
この現象は毛穴の周りに
出ることが多いです。

EE 赤みが極めて濃い場合は直ちに使用を止めてください。
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9. お手入れを始めましょう

Silk'nセンスエピＪは以下の手順でお使いください。
1.

2.

箱から本体と他の部品を出してください。

電源アダプターをアダプター接続口 に差し込み、
電源コンセ
ントに差し込んでください。
全てのレベル表示ライトが一瞬点
灯し、
その後消えます。

初回のお手入れの前に。

EE お手入れの前にアクセサリー類はすべて外してください。

自分の肌にどのエネルギーレベルが適しているのか、
どの部位のお
手入れをしたいのか決めてください。
この機器は1から5まで5段階の
エネルギーレベルを選べます。
適正なエネルギーレベルを選択する
ために、
お手入れする部位ごとにテスト照射をしてください。
1.

コントロールボタンを押して電源を入れてください。
エネルギ
ーレベル１の表示ライトが点灯します。

3.

肌に異常を感じなければ同じ要領でレベルを上げてテスト照
射をしてみてください。
肌色チャートも参考にしてください。
一時間以内にお肌に異常を感じなければ、
最終的に照射テス
トを行ったレベルがその部位に適したエネルギーレベルにな
ります。

2.

照射 を皮膚にあてて１回照射してみましょう。
皮膚に痛みやな
んらかの異常を感じなければ再度コントロールボタンを押し
てください。
エネルギーレベルが１段階上がります。
照射面を
ずらして、
エネルギーレベル２で１回照射してみましょう。

EE 肌に異常を感じたらエネルギーレベルを下げてください。
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テスト照射はお手入れをされる部位毎に行ってください。

これでSilk'nセンスエピＪのお手入れ開始準備が整いました。
1.

J
2.
3.
4.

5.
6.
7.

お手入れの前に照射する部位の毛を剃り、
皮膚には水分を
はじめ、
パウダー類、
ローション類、
制汗デオドラントなどなに
も付着していない清潔な状態にしてください。
お手入れする
部位の毛をワックスや毛抜きなどで引っこ抜かずに必ず剃っ
てください。
コントロールボタンを押してください。
機器の電源が入り、
エ
ネルギーレベル表示ライトはレベル１を表示し、
ファンの音が
し始めます。

コントロールボタンを押した約１秒後に照射レディ表示ライ
ト が点灯します。
機器は最も低いエネルギーレベルで照射開
始可能な状態です。
エネルギーレベルをテスト照射時に定めたレベルに合わせ
てください。
コントロールボタンを押し続けるとレベルが１つ
ずつ上がります。
希望のレベルになるまで押し続けてくださ
い。
エネルギーレベル表示ライトは設定エネルギーを表示し
ます。

パルス照射でお手入れをするか、
グライド照射でお手入れを
するかを決めてください。
照射面を皮膚に当ててください。
照射する部位をできるだけ
平らにしてください。
照射面が皮膚と完全に接触すると照射
レディ表示ライトがゆっくりと点滅を始めます。

機器はまず皮膚の色を判断し、
皮膚に１回光を照射します。
軽い熱とチクチク感を感じると共に
「ポン」
という音が聞こえ
るかもしれません。

パルス照射でお手入れしている場合は機器を皮膚から離し
MMて
ください。
機器は次の照射に向けて直ちに充電を開始し

ます。
数秒後（選択したエネルギーレベルにより異なる）照
射レディ表示ライトが再び点灯し、
照射面を皮膚に当てると
ゆっくりと点滅を始めます。
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8.

9.

パルス照射でお手入れをしている場合、
照射面を皮膚から離
してください。
機器は直ちに次の照射に向け充電を開始しま
す。
数秒後(選択されたエネルギーレベルによって異なる）
、
レ
ディライトが点灯し、
再び照射面を皮膚に押し当てると点滅に
変わり、
光が照射されます。

パルス照射でお手入れをしている場合、
同じプロセスを繰り
返してください。
グライド照射でお手入れしている場合は照射
面を皮膚に押し当てたまま本体を移動させてください。
その部
位全体への照射が終わるまでパルス照射或いはグライド照射
を続けてください。

皮膚に過度の熱を感じ、
水ぶくれやヤケドになったら直ちに使
EE 用を止めて
ください。

10. お手入れ後

お手入れが終わったら：
1.

2.

コントロールボタンを長押しして電源を切ってください。
最後
に使っていたエネルギーレベルを憶えておいてください。
次回
電源を入れた際には機器はレベル１に戻ってしまいます。
アダプターをコンセントから外してください。

11. メンテナンス

お手入れ後には毎回機器を掃除してください。
機器を掃除にするに
は：

LLアダプターをコンセントから抜く。
照射面を含む機器全体を掃除するには乾いた清潔な布でまず
LL拭いて
ください。
アルコール２０％以下の洗浄液或いはその他
非研磨剤クリーナーを使ってください。
アセトン或いはその他
研磨剤は、
機器にダメージを与えるので使わないでください。

掃除の後、
機器は元入っていた箱に保管する事をお勧めしま
LLす。

EE 機器及び付属品を水などの液体に浸さないでください。
15
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12. トラブルシューティング

J

Silk'nセンスエピＪを開いたり修理しようと試みたりしないで下さ
い。
危険な電子部品や光エネルギーに自らを晒すことになり、
深刻
なダメージを引き起こすかもしれません。
その行為は保証も無効に
します。
問題

機器がスタートしな
い。

確認点

アダプターと本体の接続が甘くないか、
プラグが
コンセントに差し込まれているかを確認してくだ
さい。

機器が電源に接続されていて照射レディ表示ライ
トが点灯しているかどうかを確認してください。
照
照射面が皮膚に接触
射面が均等にしっかりと皮膚に接触しているかど
していても光が照射
うかを確認してください。
されない。
皮膚の色が濃すぎる可能性もあります。
肌色センサー表示ラ
イトと照射レディ表示 肌色が濃すぎます。
ライトが同時に点滅
ライトが点滅する。

機器の故障です。

故障その他お問い合わせはシルキン・カスタマーサービスまでご連
絡ください。

13. カスタマーサービス

ウェブサイトの情報もご覧ください：www.silkn.jp
予期せぬ動作や反応、
その他不具合が起きまし
たらカスタマーサービスまでご連絡ください。
弊社連絡先は下記の通り：
電話：0120-110-469

メール：beauty0120110469@sensepil.jp
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14. 保証

シルキン保証パンフレットを参照ください。

15. 破棄

NN

環境の保護にご協力ください。
お住まいの地域のゴミ捨てルー
ルに従ってください。

16. 仕様

モデルＮｏ．

Ｈ３2１０／Ｈ３２１１

テクノロジー

ホーム・パルス・ライト

スポットサイズ
（照射面積）
最大エネルギーレベル
波長

0.9cm x 3cm [2.7cm²]
4J/cm²

475-1200nm

操作と安全性

使用に適した肌タイプに光が照射され
るよう肌色センサーが判断

本体重量

200 g

外装寸法

輸送中及び保管時の環境
動作条件

180x180x100 mm

温度：-40°C ~ +70°C
湿度：10% ~ 90%
気圧：500 ~ 1060 hPa
温度：10°C ~ 35°C
湿度：30% ~ 75%
気圧：700 ~ 1060 hPa

周囲の温度２０℃で最低保管温
度と最低動作条件温度間の時間 ３０分
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周囲の温度２０℃で最高保管温
度と最高動作条件温度間の時間 ３０分
動作モード

連続

アダプターモデルとレーティング

KSA24A1200150HU
PSM18J-120L6HS

インプット:
アウトプット:

100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.5A
12 Vdc, 1.5A

このデバイスは検査の上これら
基準を満たしています。
機器の期待耐久年数

IEC 60355
EN 55014
IEC 6247
５年

17. サインと記号

このシンボルが記された商品はＥＵ指令の条件を満たして
います。

クラスⅡ。
このアダプターは二重絶縁で電気ショックより保護
されています。

IP30

このデバイスは電気ショックなどから保護するため、
指など直
径2.5ｍ ｍ以上の物体の侵入に対して防御してあります。
湿気の多い環境では使用しないでください。

ＸＸＸ環境保護のため、
お住まいの国の法に従って廃棄してく
ださい。ＷＥＥＥ指令の条件を満たしています。
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Copyright 2017 © Home Skinovations Ltd.
All rights reserved.

Legal Notice
Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products
or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability.
Information furnished by Home Skinovations Ltd. Is believed to be accurate
and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd.
assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication
or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the
express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to
change without notification.
Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications,
trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering
subject matter in this document. The furnishing of this document does
not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other
intellectual property rights except as expressly provided in any written
agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to
change without notice.
SILK'N and the SILK'N logo are registered trademarks of Home Skinovations
Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL,
www.silkn.com, info@silkn.com.
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1.

Get to know your Silk'n Jewel

Silk'n Jewel™ is a light-based device for permanent hair reduction designed for
home use. It is a powerful electrical device and should be used with special
attention to safety. Be sure to read all warnings, contraindications and safety
precautions before use, and follow them strictly. We recommend you re-familiarize yourself with the instructions before each treatment.

1.1 Package contents
Your Silk'n Jewel package includes:
yyHair removal device
yyUser manual

yyAC/DC adapter
yyWarranty card

1.2 Device description
Refer to the diagram at the front of this manual to see the location of each
feature of your Silk'n Jewel.
1. Adapter socket
5. Skin color sensor light
2. Energy level indicator lights (1-5)
6. Treatment surface
3. Control button
7. Skin color sensor
4. Ready light

2.

Safety with Silk'n Jewel

With Silk'n Jewel safety comes first
Home Pulsed Light™ (HPL) technology in Silk'n Jewel provides superior safety
with lower energy levels. HPL achieves long-term hair removal results at a
fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment.
The low energy reduces the risk of harm or complications, and contributes to
your overall safety.
Silk'n Jewel has additional features to protect your:
Eyes: Light pulses are only active when the treatment surface is
in full contact with the skin.
Skin: Your skin is never in direct contact with the optical lens
through which the light pulses are emitted.
21

EN

EN

3.

Contraindications & warnings

EE

This device must not be used by the following people:
children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge
in how to use the device. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the device.

KK

Do not expose treated areas to the sun and do not use
energy levels 2-5 on tanned skin or after recent sun
exposure (including artificial tanning machines). Refer
to section 6.1.

EE

Never use around or near the eyes, and do not look at the
flashes of light. This may cause damage to the eyes.

EE
EE

Do not use on areas with injected fills or toxins.
Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown
or black spots (such as large freckles, moles, or warts), nipples,
genitals, or lips.

EE

Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open
wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for
example).

EE
EE
EE
EE

Do not treat on an area that has a history of herpes outbreaks.
Do not use if you are pregnant or nursing.
Do not treat on areas where you may want hair to grow.
Do not treat the same area of skin more than once per hair
removal session.
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EE

Stop use immediately if you see your skin is very red, or if
your skin blisters or burns.

EE
EE
EE

Use a lower energy level if you experience any discomfort.
Remove all jewellery before treatments.
Never use flammable liquids such as alcohol (including
perfumes, sanitizers, or other applications containing
alcohol) or acetone to clean the skin before use.

EE

Keep the AC/DC adapter accessible at all times so it can be
removed from the socket easily in case of emergency.

AA

Keep your device away from water and liquids! Do not use
near bathtubs, showers, basins or other vessels containing
water. Do not place or store the device where it can fall, be
pushed or placed anywhere near water. There is a risk of
electrocution. Unplug immediately if the device comes into
contact with any fluids.

EE

Never leave the device unattended when plugged into an
outlet. Keep the AC/DC adapter accessible at all times, so it
can be removed from the socket easily in case of emergency.

EE

Do not attempt to open or repair your Silk'n Jewel device.
You may to dangerous electrical components or pulsed
light energy. You may cause serious harm to yourself and
you will void your warranty.
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4.

Do not use Silk'n Jewel if:
The plug, attachments or accessories for this device are not
recommended by Home Skinovations Ltd.

EN

The device has a damaged cord or plug. Keep the power cord
away from heated surfaces.
You see or smell smoke when it is in use.
The skin colour sensor, treatment surface, or device casing is
cracked or coming apart.
The device is not working or appears to be damaged in any other
way.
In such cases, contact Silk'n™ Customer Service.

5.

Consult your physician before use if you have:
A history of keloidal scar formation.
Epilepsy.
A disease related to photosensitivity, such as porphyria,
polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
A history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
Received radiation therapy or chemotherapy treatments within
the past 3 months.
Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6
months.
Any other condition which, in your physician’s opinion, would
make it unsafe for you to be treated.
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6.

Safety tips

This section has information to help you use your device safely.

6.1 Exposure to the sun
The lowest energy level (1) is designed for safe use even after sun
exposure.
If you use energy levels 2-5, avoid further exposure to the sun
for 4 weeks before and 2 weeks after your treatment. This is
because higher quantities of melanin expose the skin to greater
risk when using any method of light-based hair removal. This
applies to all skin types, even those that don't seem to tan
quickly.
We don't advise it, but if you have to go out in the sun after a
treatment, be sure to apply sunscreen SPF30 or higher to the
treated area. Do this for 2 weeks after a treatment.

6.2 Exposure of pulse light to the eyes
Although you can use the device to treat facial hair below the
cheekbones, take extra care to avoid contact with the eyes.

The device will only emit repeated pulses when it is in firm
MM contact
with your skin, and you keep moving it across your skin.

6.3 Wounds or infections
Wait for the affected area to heal before further use.
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Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and
contraindications, complications and side effects are uncommon. However
every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves
some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept
the risks and complications that may occur with pulsed light hair removal
systems designed for home use.
Minor skin discomfort
Home pulsed light hair removal is generally well-tolerated. However, some
users feel mild discomfort during use. This is best described as a mild
stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation may last
during or after treatment.
This means that you should use Silk'n Jewel™ at a lower energy level, and if
that doesn't help, you should stop using the device.
Skin redness
Your skin may become red immediately after using the device or within 24
hours. Redness generally clears up within 24 hours.
See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.
Make sure you use the energy level that is comfortable for you and suitable
for your skin color.
Increased sensitivity of the skin
The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness
or flaking of the skin.
Pigment changes
Nevertheless there is a risk of temporary hyperpigmentation (increased
pigment or brown discoloration) or hypo-pigmentation (whitening) to
the surrounding skin. Risk of changes in skin pigmentation is higher for
people with darker skin tones or heavily tanned skin. Usually discoloration or
changes to skin pigment are temporary, and permanent hyperpigmentation
or hypo-pigmentation are rare.

26

Excessive redness and swelling
In rare cases, treated skin may become very red and swollen. This is more
common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should
subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications
of ice. Gentle cleansing is OK, but avoid exposure to the sun.
Blisters or burns
Cool the affected area and apply anti-burn cream. Wait until the area has
healed completely before another treatment, and use a lower energy level.
If the skin does not return to normal within 3 days, consult your
physician.
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Long-term hair removal the Silk'n way

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body
area, hair color, and how Silk'n Jewel is used. A typical full hair growth cycle may
take 18-24 months. During this time, multiple treatment sessions are required
to achieve permanent hair removal.
A typical Silk'n Jewel hair removal plan during a full hair growth cycle includes:
Treatments 1-4: Plan two weeks apart.
Treatments 5-7: Plan four weeks apart.
Treatments 8+: Treat as needed, until desired results are achieved.

8.1 Expected treatment outcomes
Individual response depends on hair type as well as biological factors that may
affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than
the average number of treatments.

8.2 Energy levels
The energy level determines the intensity of the light pulse delivered to your
skin. As the energy level increases, so do hair removal results, as well as the risk
of possible side effects and complications.
The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 5 energy level indicator lights.
When the device is turned on, the energy level is set to level 1 automatically.
Only one energy level indicator light will be on.
To change the energy level, press the control button repeatedly to increase
the energy level from 1 to 5. Once at level 5, press the control button again to
reduce the energy level from 5 back to 1.

determine the right energy level for your treatment area, refer
MM toTo section
"9.1 Before your first treatment".
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8.3 Pulsing and gliding

EN
Pulsing is the best technique for working at higher energy levels.
Work in rows (either across or down as shown in the image). Start at one end
of each row and progress to the other end. Press the treatment surface against
your skin. The treatment surface creates temporary pressure marks on the treated area so you can see areas you have treated. After each pulse, move the treatment surface to the next area. Keep doing this pulsing action for the area you
are treating. Avoid gaps or overlaps between areas.

Do not treat the same area of skin more than once per hair removal
EE session.
Gliding is the best technique for working at lower energy levels.
Press the device firmly against your skin and slowly glide over your skin (either
across or down as shown in the image). Make sure that the skin is always touching the device. At lower energy levels, the device takes only 1-1.5 seconds to
recharge between pulses. This generates a nonstop sequence of flashes. Glide
at a speed so that you avoid gaps or overlaps.

EE Stop use immediately if you experience any discomfort or redness.
8.4 The skin color sensor
Light-based hair removal on darker skin tones may result in adverse effects
such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).
Your Silk'n Jewel has a skin color sensor that detects the color of your skin
automatically. The skin color sensor checks your skin colour at the start of, and
occasionally during, each treatment.

If your skin tone is too dark for safe use, the device will not
MM operate,
and the skin color sensor light will blink.
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8.5 What to expect when treating with Silk’n

EN

For many people, using Silk'n Jewel may be their first experience with a lightbased device. During a treatment session it is normal to experience or feel:
Noise: The cooling fan makes noise similar to a hair dryer. This is
normal.
A popping sound: With each flash of HPL™ light.
A sensation of warmth and tingling: During each light pulse.
Some redness: It is not uncommon to see some very mild, pinklike skin coloration during or just after a treatment. This is usually
most noticeable around the hairs themselves.

EE Stop use immediately if you see your skin is very red.
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9.

Get started

To use your Silk'n Jewel, follow these steps:
1.

Remove the device and other components from box.

2.

Plug the adapter cord into the device socket and plug the adapter into
an electrical outlet. All energy level indicator lights will turn on, and then
go off.

9.1 Before your first treatment

EE Remove all jewellery before treatments.
You must decide which energy level is right for your skin and the area you want
to treat. The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest).
To choose the right energy level, test each treatment area separately (refer to
the skin color chart at the front of this manual).
1.

Press the control button to turn on the device. The level 1 energy level
indicator light will go on.

2.

Place the treatment surface on your skin to deliver one pulse. If you do
not experience abnormal discomfort press the control button again.
This will increase the energy level. Deliver one pulse on a different spot
at energy level 2.

3.

Continue testing at increased energy levels. Use the energy levels
indicated on the skin color chart. If you do not experience any adverse
effects within one hour, you can start your full treatment at that energy
level.

EE Use a lower energy level if you experience any discomfort.
Repeat this test for each part of the body you wish to treat.
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You are now ready to use your Silk'n Jewel
1.

Before treating an area, the skin should be shaved, clean, dry and free
of any powders, antiperspirants or deodorants. Do not wax, pluck or
tweeze the hair out.

2.

Press the control button. The device will turn on, the level 1 energy
indicator light will be on, and a fan sound will start.

3.

Approximately 1 second after pressing the control button, the ready
light will turn on. The device is then ready to use at the lowest energy
level.

4.

Set the energy level. Press the control button repeatedly to increase
the energy level until you have the level you want. The energy level
indicator lights indicate the energy level setting (refer to section "8.2
Energy levels").

5.

Decide if you wish to treat the area by Gliding or Pulsing (refer to
section "8.3 Pulsing and gliding").

6.

Apply the treatment surface to the skin. Make sure that the skin is spread
evenly and smoothly. When the treatment surface is in full contact with
the skin, the ready light will start blinking slowly.

7.

The device will first determine the color of your skin automatically and
it will flash a pulse of light onto your skin. You will feel a mild sensation
of warmth and tingling, and you may hear a popping sound.

8.

If you are pulsing, remove the device from your skin. The device
will immediately recharge for the next pulse. After a few seconds
(depending on the energy level) the ready light will turn on again, and
start blinking slowly when pressed against the skin.

9.

If you are pulsing, repeat the process. If you are gliding, simply continue.
Continue to pulse or glide until you have treated the area fully.

EN

EE Stop use immediately, if your skin blisters or burns.
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10. After treatment
When you have finished your treatment session:
1.

Turn the device off by giving the control button an extended press.
Remember the last energy level setting you used, because it will not be
restored when you turn the device on again.

2.

Remove the adapter from the electrical outlet.

11. Maintenance
It is important to clean your Silk'n Jewel device after each treatment. To clean
the device:

LL Unplug the device.
clean the device including the treatment surface, wipe with
LL aToclean,
dry cloth. Never use acetone or other abrasive fluids,
because they will damage your device.

After cleaning, we recommend you store the device in its original
LL box.

EE Never immerse your Silk'n Jewel or any of its parts in water.
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12. Troubleshooting

EN

Do not attempt to open or repair your Silk'n Jewel. You may expose yourself
to dangerous electrical components or pulsed light energy and cause serious
harm to yourself. It will also void the warranty.
Problem

Checks

My device does not
start.

Make sure the adapter is properly connected to the
device and that it is plugged into an electrical outlet
on the wall.

There is no light pulse
when the device
touches my skin.

Check that the device is connected and the ready
light is on. Make sure that the treatment surface is
evenly and firmly pressed to the skin.

It is also possible that your skin color is too dark.
The skin color sensor
light and the ready light The skin color is too dark.
blink.
One or more lights
blink.

The device has malfunctioned.

The device has stopped
working and is in
Press the control button again to start the device.
standby mode.

Only authorized personnel are permitted to perform repairs. If
MM the
device fails, unplug immediately. For problems or queries,
please contact Silk’n Customer Service.

13. Customer service
See our website for more information: www.silkn.jp. Contact Customer Service
to report unexpected operations or events, or any other problem with your
device. Our contact details are:
Telephone: 0120-110-469
Email: beauty0120110469@sensepil.jp
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14. Warranty
Refer to your Silk'n™ warranty card.

EN

15. Disposal

NN

Help protect the environment. Do not dispose with household waste
and be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical
items.

16. Specifications
Model no.

H3210 / H3211

Spot size

0.9cm x 3cm [2.7cm²]

Technology

Home Pulsed Light

Maximum energy level

Max 4J/cm²

Wavelength

475-1200nm

Operation & safety

Skin Color Sensor ensures use on
appropriate skin types.

Package size

180x180x100 mm

System weight

200 gm

Transport & storage between uses
and storage condition

Temperature: -40°C to +70°C
Relative humidity : 10% to 90%
Atmospheric pressure: 500 to 1060 hPa

Operating conditions

Temperature: 10°C to 35°C
Relative humidity: 30% to 75%
Atmospheric pressure: 700 to 1060 hPa

Time from minimum storage
temperature between uses to
minimum operating temperature
with ambient temperature of 20°C
degrees

30 minutes
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Time from maximum storage
temperature between uses to
maximum operating temperature
with ambient temperature of 20°C
degrees

30 minutes

Mode of operation

Continuous

Adapter models and rating

KSA24A1200150HU
PSM18J-120L6HS

Input:
Output:

100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.5A
12 Vdc, 1.5A

Expected service life of the
equipment

5 years

17. Signs and symbols
Products marked with this symbol fulfil the requirements of the
EU directives.
Class II. The adapter is protected against electric shock by means
of double insulation.

IP30

The device is protected against the ingress of objects larger than
2.5mm diameter, such as fingers, to protect against electric shock.
Do not use in wet environments.
Do not dispose with household waste. Dispose in accordance
with your country's laws and help protect the environment. In
accordance with the WEEE Directive.
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