
スイッチ
本体

本体

ストッパー部

アジャスター
※装着時

※装着時
クリップ

クリップ取付部

アルカリボタン電池 LR44×3個使用

≪特長≫
●本製品は、スマートフォンのカメラ
　部に固定し、肌を撮影するための
　レンズです。
●お肌の「キメ」「シミ」などを手軽
　に撮影できます。
●スマートフォンのアプリケーショ
　ン“Hada more（ハダモア）”をイン
　ストールしてご使用ください。

保証書つき
（最終頁が保証書になっています。）

本体水洗い禁止

肌レンズ　ミモレ

型式ML-01
 エム  エル     0    1

スマートフォン用 肌撮影レンズ

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みに
なり、正しくご使用ください。お読
みになった後は、大切に保存してく
ださい。

●この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
●製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することが
　あります。
●本製品は、日本国内家庭用です。
●この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しております
　が、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありました
　らご連絡ください。
●この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利
　用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。
●本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切
　責任を負いません。

＜取扱説明書をお読みになるにあたって＞

クリップ アジャスター

滑り止めリング
ストッパー部

リングシール
（位置決め用）

４枚収納ケース

本体

　この保証書は、本書に明示した期間、条件の下で無料交換をお約束
するものです。したがってマクセルスマートコミュニケーションズ株式会
社および、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。保証期間経過後の交換については有料になり
ます。詳しくはお買い上げの販売店または当社「ハダモアサポート」に
お問い合わせください。保証期間中に故障が発生した場合は、商品と
本保証書をお買い上げ店へお持ちいただくか、当社「ハダモアサポート」
へお問い合わせください。

○ 各部の名称と働き
○ 付属品および本体の取り付け方
　- ◇step1:アジャスターを取り付ける
　- ◇step２:クリップを取り付ける
　- ◇step３:スマートフォンに取り付ける
○ ぐらつき・ずれがある場合は
○ 使い方
○ 電池交換の仕方
○ お手入れ
○ 保存の仕方
○ 「故障かな」と思ったときは
○ 本製品と付属品に関するお問い合わせ先
○ 仕様
○ 製品を廃棄するときのお願い
○ 保証
○ 安全上のご注意
○ 使用上のご注意
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各部の名称と働き取扱説明書

Use Only in Japan日本国内家庭用

マクセルスマートコミュニケーションズ株式会社

肌レンズ　ミモレ保証書

年　　　　月　　　　日

ご住所

お名前 様

ML- 01 保証期間 本体１年

購入明細書等をお貼りください。

（裏面をご覧ください。）

付属品

特長≫
本製品は、スマートフォンのカメラ
部に固定し、肌を撮影するための
レンズです。すす

ボ

長≫
トフォンの

押すと電源が入ります。

レンズ（裏）
スマートフォンのカメラ
に合わせます。

レンズ（表）
肌を撮影します。

電池カバー
電池収納部のカバーです。

付属品のクリップを取り付けます。
アジャスター取付部
付属品のアジャスターを取り付けます。

本体をスマートフォン
に固定します。

本体とスマートフォン
の固定を調整します。

本体のレンズとスマート
フォンレンズの位置決め
をします。

付属品をご確認ください。万一不足のものがあれば販売店またはハダ
モアサポート（10ページ）にお問い合わせください。

●マイクやフラッシュ、赤外線ポー
　トをふさがないように貼ってくだ
　さい。
●リングシールは弱粘性の粘着剤
　を使用していますが、長時間貼っ
　ているとはがれにくくなることが
　ありますのでご注意ください。

注
意

①メイクを落とした素肌の状態で撮影してください。
撮影前に汗などの水分は充分に拭き取ってください。

⑥30秒たつと自動的に電源が切れます。
撮影が終了していない場合は、再度電源を入れてください。
※30秒以内にＬＥＤ点滅が止まる場合は電池残量が少なくなっています。
　その場合は８ページ参照のもと、ボタン電池を交換してください。
※同梱の電池は試供用のため、使用回数が少ない場合があります。

②スマートフォンに“ミモレ”を装着してください。
③アプリケーション“Hada more（ハダモア）”
を起動してください。

④“ミモレ”本体のスイッチ全体を指で押して
電源を入れてください。
（長押し0.5秒以上でＬＥＤが点滅し「ＯＮ」状態となります。）

⑤アプリケーションに従って肌の撮影を行ってください。

⑦撮影した写真をご確認ください。キメ・シミ２種類の写真があり
ます。ご確認後、アプリケーション“Hada more（ハダモア）”
に従って送信してください。判定結果が返信されます。

④

- 5 - - 6 - -7-

お肌に強く押しつけないでください。
（肌を傷つける原因になります。）

本体内部のＬＥＤライトを直接見ないでください。
（目を傷める原因になります。）

お肌の吹き出物やキズのある場合は、ご使用しないで
ください。（肌を傷つける原因になります。）

濡れた手で使用しないでください。また浴槽や水のか
かるところや、湿気の多いところで使用したり、放置し
ないでください。（故障やショートの原因になります。）

使い方

詳しくはアプリケーションクイックガイド（別紙）
をご参照ください。

③
ストッパー部

◇step３:
　スマートフォンに取り付ける
③スマートフォンのカメラレンズ
と、本体のレンズの中心が一
致するように位置をあわせ、ク
リップでスマートフォンを挟み
込んで、ぐらつき・ずれがない
ことを確認してください。ぐら
つき・ずれがある場合は次に進
んでください。

スマートフォンに使用している
カバーを取り外さないと使用
出来ない場合があります。

注
意

付属品および本体の取り付け方

③

スマートフォン
のカメラレンズ
スマートフォン

②クリップ
取付部

クリップ

アジャスター
取付部

アジャスター

滑り止め
リング

◇step２ :
　クリップを取り付ける
②付属のクリップを本体のクリップ
取付部に取り付けてください。
イラストの向きで横からスライドさせ
て差し込みます。 ）（

◇step１:
　アジャスターを取り付ける
①付属のアジャスターを本体のア
ジャスター取付部に軽く指で回
して取り付けてください。
アジャスターは滑り止めリングが手前
になるように入れてください。 ）（

①

②

カメラ
レンズの中心

リングシールの中心

スマートフォン

お肌をチェックするためには、スマートフォンにアプリケーション
“Hada more（ハダモア）”をインストールして
肌レンズ “ミモレ”を取り付けてご使用ください。

～“ミモレ”を使ってお肌をチェックしていただくために～

おひとりおひとりのお肌にフィットする肌ケアをみつけていただくために
“ミモレ”と“Hada more（ハダモア）”が誕生しました。

季節や生活習慣、ストレスなどでお肌のコンディションは日々変わります。
ご自身の目でお肌状態を確かめて肌ケアにお役立てください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

①ぐらつきの調整
〔Ａ〕アジャスターで調整する
スマートフォンへの取り付
けが安定せず、本体がぐら
つく場合はアジャスターを
回してスマートフォンに密
着させてください。

〔Ｂ〕アジャスターを外す
厚みのあるスマートフォンやカバー
を使用している場合、またはカメ
ラレンズ周囲に段差や傾きがある
ときは、アジャスターが不要の場
合があります。その場合はアジャ
スターを外してご使用ください。

②ずれの調整
スマートフォンのカメラレンズと、本
体のレンズの中心を合わせにくい場
合は、スマートフォンのカメラレンズ
部分に中心を合わせてリングシール
を貼ってください。

③確認
ストッパー部がスマートフォンの画面
側に当たり肌レンズが固定されたこ
とを確認してください。
（撮影時にずれがない程度）

※うまく固定できないときや不明点がありましたら、ハダモアサポートに
　お問い合わせください。

ぐらつき・ずれがある場合は

気になる6項目のお肌判定。
（キメ・シミ・微シワ・透明感・美白度・毛穴）

その他、タイムリーな情報やアドバイス、多彩なイベント。

天気、登録情報、お肌データから1万通り以上の豊富な
アドバイス。

＜お役立ち機能は＞

過去のお肌状態との比較やそれぞれの項目ごとの推移。

ＩＤ番号

型　式

※お買い上げ日

※
お
客
様

※
販
売
店



撮影画像の写りが悪くなったり、ゴミ
が気になる場合は、市販のカメラ用ブ
ロアー（ほこりを吹き飛ばす道具）な
どによる清掃を行ってください。

以上の事をお調べになり、それでも症状が改善しない時は、
自分で修理せず、ハダモアサポートにお問い合わせください。

症 状

LEDが光らない

LED点滅時間が
30秒より短い

考えられる原因 点検するところ
もしくは処置

新しい「マクセルアル
カリボタン電池LR44」
を３つ同時に取り換え
てください。

電池が消耗していませ
んか？または新しい電
池と古い電池を混ぜて
使用していませんか？

スイッチの一部のみを
押していませんか？

スイッチ全体を指で押
してください。

スイッチを押す時間が
短くありませんか？

スイッチを0.5秒以上
長押ししてください。

電池の　　 を間違えて
いませんか？

　　を確認して入れ直
してください。

（ ）スイッチが
入らない

次の点検をしてください。

安全上のご注意 つづく

保存の仕方

「故障かな」と思ったときは

お手入れ

安全上のご注意 使用上のご注意

電池交換の仕方

注
意

●ボタン電池の入れ方を間違えると動きません。
●ボタン電池は新しい「マクセルアルカリボタン電池 LR44」を３つ
　同時に取り換えてください。

禁止

レンズ部のＬＥＤライトを直接見ないでください。
（目を傷める原因になります。）

本体や付属品は子供の手の届かないところに置いてく
ださい。(けがの原因になります。)

ボタン電池の漏液が発生した本体は、アルカリ液による
回路基板損傷の恐れがあるため、ご使用にならないでく
ださい。（回路損傷によるボタン電池の漏液、破裂の危険性があります。）

禁止

本体やボタン電池は火中に投げ込まないでください。
(事故やけがの原因になります。)

ボタン電池は乳幼児や子供のそばで交換せず、乳幼児
や子供の手が届かないところに置いてください。
（ボタン電池の誤飲の原因になります。）
●誤って電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。

ボタン電池から漏れたアルカリ液には触れないでくだ
さい。（けがや失明の原因になります。）
●誤って液が目に入ったり、皮膚や衣服についた場合は、すぐに多量の
きれいな水で十分に洗い流した後、すぐに医師に相談してください。
●誤って液をなめた場合は、すぐにうがいをして医師に相談して下さい。

ボタン電池を他の金属製品と一緒に保存しないでくだ
さい。（ショートによる発熱、液漏れ、破裂の原因になります。）
ボタン電池は　 と 　を逆に入れないでください。また
未使用と使用済のものを混ぜたり、LR44 以外の電池
を混ぜて使わないでください。（液漏れ、破裂の原因になります。） 他人もしくは家族との共有はしないでください。

（感染や炎症の原因になります。）

屋外で使用しないでください。
（日光により正確な撮影ができない場合があります。）

分解禁止

改造や分解はしないでください。
(けが・故障の原因になります。）

禁止

濡れた手で使用しないでください。また浴槽や水のか
かるところや、湿気の多いところで使用したり、放置し
ないでください。（故障やショートの原因になります。）

お肌に当てる部分（スイッチ部分）を肌に強く押し当て
て撮影しないでください。(肌を傷つける原因になります。)

●ボタン電池を交換するときは必ず新しい「マクセルアルカリ
　ボタン電池LR44」を3つ同時に取り換えてください。
●LR44以外のボタン電池は使用しないでください。
●定期的に液漏れなどの点検をしてください。
●１ヶ月以上使用しないときは、ボタン電池を取り出してくだ
　さい。使いきったボタン電池はすぐに取り出した後、お住ま
　いの地域の条例に従って処理してください。

本体や付属品は水洗いしないでください。また水をか
けたりしないでください。（故障やショートの原因になります。）

お肌の吹き出物やキズのある場合は、ご使用しないで
ください。（肌を傷つける原因になります。）
落としたり、強い衝撃を与えないでください。
（けが・故障の原因になります。）

禁止

直射日光の当たるところ（自動車内など）や、熱器具
の近くに放置しないでください。
（変形、変色の原因になります。）

クリップを広げすぎないでください。
（折れてけがの原因になります。）

本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取っ
てください。アルコール、ベンジン、シンナーなどは使
用しないでください。（変形、変色の原因になります。）

●液漏れしたボタン電池は使用しないでください。
●ボタン電池（LR44）を８ページに従って本体に正しく装着
　してください。
●誤って電源がＯＮになり、電池が消耗するのを防ぐため、使
　用後は必ず本体を付属の収納ケースに入れてください。
●使用推奨期間内のボタン電池を使用してください。
　（使用推奨期間は電池パッケージに記載されています。）
●使いきったボタン電池はすぐに取り出してください。
●使用済みのボタン電池はお住まいの地域の条例に従って
　処理してください。
●種類の異なる電池を使用しないでください。
●電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。
●電池をショートさせないでください。

※電池寿命は周囲温度で異なります。新しい電池「マクセルアルカリ
　ボタン電池ＬＲ44」で１日１回（３０秒）使用した場合500回程度ご
　使用いただけます。
　（使用回数は目安です。電池メーカーが異なる、周囲温度が低いな
　ど、条件によっては、使用回数が少なくなります。）
※同梱の電池は試供用の為、使用回数が少ない場合があります。

電池の使用上の注意

＊ ここに記載した内容は安全にお使いいただくため、また
　は他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの
　です。必ずお守りください。
＊ 「警告」「注意」の表記、絵表示は下記の内容の通りです。

取り扱いを誤った場合、使用者が軽
傷を負うことが想定されるか、また
は物的損害(家屋・家財など)の発生
が想定される危害・損害の程度。

取り扱いを誤った場合、使用者が死
亡または重傷を負うことが想定され
る危害の程度。

安全上のご注意 つづく

＜絵表示の例＞

分解禁止

　　記号は、「禁止」（しないでください）
を示しています。

-11-- 8 -

-12 -

１カ月以上使用しないときは、ボタン電池を取り出し
てください。

ほこりから守るため、付属の収納ケースに入れて保存
してください。

直射日光が当たるなど高温となるところや、湿気の
多いところには保存しないでください。

- 9 -

-13 -

ご使用済みの製品の廃棄に際しては、お住まいの地域の条例に
従って処理をしてください。

製品を廃棄するときのお願い

●

●

●

●

●

この製品は保証書つきです。
保証書はお買い上げ日と購入先が分かる書類と一緒に大切に保存してく
ださい。
付属品は保証対象外となります。

当社は、本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後１年間保有しています。
補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

必ずお読み
ください。）（保証

保証期間　　 お買い上げの日から１年間

保証書

補修用性能部品の保有期間

仕様

約20ｇ（ボタン電池を含む本体）
DC 4.5V アルカリボタン電池（LR44）3個電 源

質 量

-10 -

-14 -

１、万一、製造上の理由により本製品が故障した場合は、この保証
　　書を添えてお買い上げ店にお届けください。正常なご使用状
　　態で購入後１年以内であれば、当社にて無料で交換いたしま
　　す。尚、お届けいただく際の運賃などの諸費用はお客様にてご
　　負担願います。
２、保証期間内でも次のような場合には有料になります。

３、本製品の故障に起因する二次的な損害（期待した利益の喪失、
　　精神的な損害など）の補償については、当社は一切その責任を
　　負いませんのであらかじめご了承ください。
４、保証書は日本国内においてのみ有効です。

① ご依頼の際、保証書の添付がない場合。
② 使用上の誤り（取扱上の注意事項以外の誤操作など）によ 
　 り生じた故障。
③ 修理・改造・分解などによる故障。
④ お取り扱い上の不注意（落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、
　 機器内部への水、砂、薬品の入り込みなど）、お手入れの不
　 備 （カビ発生、ちり・ほこり等）による故障。
⑤ 本体以外の付属品および消耗品。
⑥ 一般用途以外（例えば、業務用の著しい連続使用など）に 
　 起因する損傷。
⑦ 故障の原因が本製品以外（供給電源など他の機器）にあって、
　 それを点検・修理した場合などの損傷。
⑧ 前記以外で当社の責に帰することのできない原因により生じ
　 た故障。

マクセルスマートコミュニケーションズ株式会社
〒102-8521　東京都千代田区飯田橋2-18 -2

④②

⑤

⑥①

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活
動および、その後の安全点検活動のため記載内容を利用させて頂く場
合がございます。

This warranty is valid only in Japan．

<無料交換規定>

本製品と付属品に関するお問い合わせ先
本製品に関するお問い合わせ、および付属品のご購入はマクセルスマートコ
ミュニケーションズ株式会社のハダモアサポートへお問い合わせください。

【E-mail】hadamore-support@maxell.co.jp

本体や付属品は子供の手の届かないところに置いて
ください。(けがの原因となります。)

注
意

●本体は水洗いしないでください。
●アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
　変形、変色の原因になります。
●レンズを直接綿棒などで拭いたりしないでください。
　キズがつく原因となります。

① ネジを精密ドライバー（＋）で外します。
② 電池カバーを押しながら矢印方向にスライドして外します。
③ 使い終わった電池をすべて取り出します。
④ ボタン電池（ＬＲ44）を　 を上にして正しく入れます。
⑤ 電池カバーの切り欠き部を合わせて電池カバーを奥までしっ
　かり押し込みます。
⑥ ネジを精密ドライバー（＋）で取り付けます。
⑦ 電池カバーがガタついていないことを確認してください。

次の事を守らないとボタン電池の発熱、液漏れ、破損
により、けがや故障の原因となります。

収納ケース／クリップ／アジャスター／
リングシール（４枚）付属品


