ペガサス光美容機 発注とご利用のしおり ver1.66
このしおりは、ペガサス光美容機のご発注と、設置・研修・運用・消耗品等に関する重要な
事項をご説明し、ご発注前にお客様にご了解いただくためのものです。安全なご利用のために
必要な事項を多く含んでおりますので、よくお読みになった上で導入準備をすすめてくださ
い。
対象機械 下記３モデルです。

PEGASUS
130J-M20

PEGASUS
130J-M10

PEGASUS
130J-M5

本体価格（税別）

290 万円

260 万円

190 万円

本体保証期間

2年

1年

1年

1 ランプあたりの
総ショット数

40 万ショット

40 万ショット

40 万ショット

ランプ交換費用
（ＩＣカード交換費を含む）

8 万円

8 万円

16 万円

１ショット価格

0.2 円

0.2 円

0.4 円

全身脱毛に必要な
平均ショット数

2500 ショット

2500 ショット

2500 ショット

全身脱毛 1 回あたり
のランプ交換費用
（ＩＣカード交換費を含む）

500 円

500 円

1000 円

【電源工事が必要な理由と電源仕様】
高性能な業務用美容脱毛機は「施術スピード」の面でも「痛くない施術」の面でも大容量の
コンデンサー(キャパシタ)と冷却能力が重要です。その両方が「大きな電源パワー」に支えら
れてこそしっかり稼働します。ペガサスは「本格的な業務マシン」であることにこだわり、単
相 200 ボルト 15 アンペア仕様となっております。

【電源工事】
工事は完了まで３週間ほどかかる場合がありますので、納品ご希望日までに完了するように
お客様ご自身で電気工事会社にご手配ください。電気工事の費用はお客様負担です。工事費は
一般的に 3〜5 万円ですが あらかじめご自身でご確認ください。トランス等を使って 200 ボル
トに昇圧してのご利用はなさらないでください。100 ボルト 20 アンペア仕様での発注も可能
ですが、最高の基本性能を得るためにも 200 ボルトでのご利用をおすすめしています。100 ボ
ルト仕様でも 20 アンペアが必要ですので、この場合でも工事が必要です。
（家庭用コンセント
は通常 15 アンペアです）
※市販品の延長コードご利用の場合は、200V 20A で工事してください。15A 用の延長コード
は入手困難です。

【照明工事】
施術者の目の保護のために、できるだけ明るい施術部屋をご準備ください。
市販品での最大の明るさの部屋が理想的です。当機械を暗い部屋では使用しないでください。

【納品日と操作研修日の確定】
契約残金全額をご送金いただき、当社での納品準備が整いましたら当社よりご連絡いたしま
す。納品日と操作研修の日程をお客様と調整します。日本通運等での納品となります。納品日
の翌日に当社スタッフが設置店舗にお伺いし、機械のセットアップ、 動作確認と操作研修を
行います。
1) 宅急便にて
本体納品日の前日午後着で冷却水とハンドピース、パーツ類、操作マニュアル等をお送
りします。設置時に必要ですので開けずに大切に設置場所近くに保管しておいてくださ
い。
2) 引越便（日本通運、ＳＧムービング・佐川急便）等にて
機械本体をお送りします。
どちらも確実に受け取れるようご協力ください。設置日の前日夜の時点でどちらかを受け取り
済みでない場合は、設置ができませんので当社まで必ずご連絡下さい。

【機械の引き渡し(納品)】
機械は納品日に、配送業者からお客様への引き渡しとなります。

【機械の設置と検収】
機械引き渡しの翌日以降、お約束の日時に当社スタッフがお伺いして、ハンドピースの取り
付け・冷却水の補給等のセットアップ作業と動作確認を行い、お客様の確認をもって検収完了
とさせていただきます。検収終了後に発生した機械のトラブルは、保証期間中の保証対象内容
は無料で対応させていただきます。保守契約期間中も同様です。詳しくは「サポートのご案内」
にてご確認ください。
検収時には、特に必ず下記をご確認いただき、検収のサインまたは捺印をいただくものとし
ます。
１）機械の外観
２）全機能の正常稼働
３）異常音等の有無
４）付属品等の欠品がないこと（マニュアルに付属品リストが記載されています）
５）本体の水流量と、ハンドピースの光出力量（当社が現地にて計測します）
６）ハンドピースの冷却能力（赤外線温度計をプレゼント。ご利用ください）

【無料の操作研修】
機械設置日のご訪問時刻の約 30 分後より操作研修を行います。
研修には 1〜3 時間必要です。
パネル操作と安全研修は、使用される方全員でご参加ください。施術研修は、施術をご担当者
させる方全員がご参加ください。機械設置日に研修を受けられなかった場合には、当社にお越
しいただき無料研修を受けていただきます。上記以外の研修や 2 回目以降の研修は有料となり
ます。

【無料の経営・運営コンサルテーション】
ご希望のお客様には、機械の操作研修と同日程にて無料で経営・運営のコンサルテーション
をご提供いたします。コンサルテーションの内容および資料は、第三者に開示・転売すること
はできません。

【ディプロマの発行】
施術研修に参加され、安全な施術知識を体得された方にはディプロマを無料で発行いたしま
す。枠色を 4 色よりお選びいただけますので、発注時に研修参加の人数、枠色をご指定くださ
い。

【安全のための施術担当者の制限】
当機械による実際の施術は、必ず当社発行のディプロマ（ライセンス）を所持された方が行
ってください。当社による施術研修を受けず、ディプロマを所持されない方による操作は非常
に危険で、重大な問題を引き起こすことがあります。ディプロマを所持されない方が絶対に施
術を行わないように、機械所有者様の責任にて厳重に管理してください。
ライセンス所有者のみが操作できるよう、動作をロックできるＩＣカード機能が付属してい
ます。管理向上のために是非ＩＣカードでの動作許可による運営をご検討ください。

【電源工事未完了の状態での設置】
電源工事未完了での納品をお客様がご希望の場合、納品の 1 週間後に自動的に検収完了とさ
せていただきます。納品時に操作研修ができなかった場合には、無料の操作研修１回を当社に
てご提供いたします。それ以外の再度のご訪問と研修は別途ご案内の料金がかかります。

【納品遅延時の対応】
納品期日の厳守は当社としても最大の重要事項ですが、工場での製造トラブルや品質管理上
の問題で万が一、納品が遅延する場合は遅延が発覚した時点でお客様にご連絡・ご相談いたし
ます。納品をお待ちいただけない場合はキャンセル扱いとし、お客様にご負担いただいた振込
費用とお支払い済みの機器代金全額をすみやかにご返済いたします。当社は、それ以外の責は
負わないものとします。

【消耗品のご案内】
下記に本製品の使用に必要な消耗品をご案内します。
ハンドピースの稼働には「ＩＣカウンターカード」が必要です。
１）ハンドピース（新品ランプ付き） 予備用・破損・故障時等にご利用ください。
◎ハンドピースには、充填済みＩＣカウンターカード 7 枚が無料で付属します。
ボディ用ハンドピース（本体の左側に接続・SHR）
HPSN-M20 (M20/M10 用) 188,000 円（新品）
HPSR-M20 (M20/M10 用) 108,000 円（調整済リサイクル品）
HPSN-M5 (M5 用)
268,000 円（新品）
HPSR-M5 (M5 用)
188,000 円（調整済リサイクル品）
フェイシャル用ハンドピース（本体の右側に接続・E-Light）
HPEN-M20 (M20/M10 用) 198,000 円（新品）
HPER-M20 (M20/M10 用) 108,000 円（調整済リサイクル品）
HPEN-M5 (M5 用)
278,000 円（新品）
HPER-M5 (M5 用)
188,000 円（調整済リサイクル品）
※上記「調整済リサイクル品」は、在庫がある場合に限ります。
２）ランプ交換（交換作業費込み）
ハンドピース内のランプのみを交換することができます。
使用済みＩＣカウンターカード７枚とセットでハンドピースをお送りください。
全身脱毛平均 2500 ショットの場合、全身 160 回以上の施術が可能。
◎各ランプは「42 万ショット保証」です。
◎ランプ交換時に、ＩＣカウンターカード 7 枚を無料で充填してお返しします。
ボディ用ランプ（本体の左側に接続・SHR）
LPS-M20 (M20/M10 ボディ用)
80,000 円
LPS-M5 (M5 ボディ用)
160,000 円
フェイシャル用ランプ（本体の右側に接続・E-Light）
LPE-M20 (M20/M10 フェイシャル用)
80,000 円
LPE-M5 (M5 フェイシャル用)
160,000 円）

※ＩＣカウンターカード紛失の場合は、下記の再発行代金が必要です。
ICC1 1 枚単品
2,000 円
ICC7 7 枚セット
10,000 円
上記は「ランプ交換時の限定料金」です。

＜トータル・ランニングコスト＞
M20/M10）
ＩＣカウンターカード充填費用込で、1 ショット 0.2 円
M5）
ＩＣカウンターカード充填費用込で、1 ショット 0.4 円
３）ＩＣカウンターカード（破損・紛失時用）
本体の稼働に必要なＩＣカードで、1 カードあたり 60000 ショット稼働できます。
ハンドピース１個につき、7 枚が無料で付属し、42 万ショット可能です。
ルール外の稼働を防止する「セキュリティカード」としてもご利用いただけます。
破損・紛失時は下記をお求めください。
IC1-M20
IC1-M5
IC7-M20
IC7-M5

(1 枚,6 万ショット, M20/M10 用)
5,000 円
(1 枚,6 万ショット, M5 用)
17,000 円
(7 枚セット,42 万ショット, M20/M10 用) 30,000 円
(7 枚セット,42 万ショット, M5 用)
110,000 円

４）冷却用精製水
指定の精製水をご利用ください。2 か月に 1 回の交換が必要で、交換の際には、
マニュアル内の「冷却水交換記録簿」への記入管理が必要です。
1 回の交換に 5 リットルの精製水が必要です。約 1000 円前後。
５）脱毛ジェル
市販品をご利用ください。2Kg で 1000 円前後です。
※発注方法等の詳細は別途ご案内いたします。
※表示価格は送料別・消費税別です。
※ハンドピース、ＩＣカンウンターカード、ランプは、各対応本体をお買い上げのお客様の
みにご提供する保守パーツです。一般販売は行っておりません。
※ハンドピースに関するご案内
ハンドピースは、消耗品であり保証・保守の対象外です。通常のご利用でも破損・故障した
り、性能が低下することがあります。
破損・故障時に業務を止めないために、各予備１本のご購入をお勧めします。
予備のハンドピースをお持ちの場合、ハンドピース内のランプ交換（郵送交換で約１週間）
時に、業務を停止したり、交換中に代替ハンドピースを確保する必要もなくなりますので
サロンでの運用がより円滑になります。

※貴社の導入計画
〇電源工事予定

（計画メモにご利用ください。）
月

日

〇宅急便到着予定
月
日
※専用の冷却水と付属部品が入っています。

時間帯：
午後

〇本体納品・日本通運到着予定
月
日
時間帯：
※作業員２名でお届けします。
※時間帯指定できない場合があります。ご了承ください。
〇セットアップと操作研修
月
※当社スタッフがお伺いします。

日

時より開始

当しおり等にて、機械のご利用に関する様々な問題の事前回避を行なっておりますが、当ご契約に関して万が一
の契約トラブル等の際は、さいたま地方裁判所での調停とさせていただきます。

しおり更新日

2017 年 8 月 20 日

