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ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正し
くご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用
前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は美容を目的としたものであり、治療を目的と
した使用もしくは販売は法律上禁じられております。

また、健康な身体への使用を前提に考えられた製品で
すので、医師等による治療を受けている部位への使用
に関するトラブルは一切の責任を負いかねます。

お買い上げいただき誠にありがとうございます
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製品の定格と仕様

ブルブルボーテ

CL-BB-100P（ピンク）、CL-BB-100WM（ホワイトミント）

W約430mm × D約290mm × H約130mm

約7.4kg

CR2025リチウム電池

【本体】 ABS樹脂、PVC樹脂、ゴム
【リモコン】ABS樹脂、PVC樹脂 【専用マット】TPE 

本体、電源コード、リモコン、シェイプアップバンド
×2、専用マット、CR2025リチウム電池（お試し用）、
取扱説明書（保証書付）

100 kg

中国

約10分（マニュアル/エステ（A）/体幹トレーニング
（B）/スペシャル（C）モード）

最小420回/分、最大800回/分
※ご使用条件によって振動回数は変化します。

商品名

型番

本体サイズ

本体重量

リモコン電源

材質

セット内容

最大適応体重

原産国

タイマー

振動回数

100V

100W

50/60Hz

定格電圧

定格消費電力

定格周波数
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ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用
ください。また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよ
う、大切に保管してください。

ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産へ
の損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ず
お読みください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくために色々な絵表示
で表しています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることに
よって生じる内容を次のように区別しています。内容をよく理解し
てから本文をお読みください。

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または
重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

安全上のご注意

安全上のご注意

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または
重傷を負うおそれがある内容を示しています。

誤った取り扱いをしたときに、ケガをしたり財産に
損害を与えるおそれがある内容を示しています。

記号は、気をつける
必要があることを表
しています。

記号は、しなければ
ならないこと（強制）
を表しています。

記号は、してはいけ
ないこと（禁止）を
表しています。

■絵表示の意味
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ご使用前に、本取扱説明書をお読みください。取扱説明書記載
以外の使用についてはかたく禁じます。

身体に何か異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

万一、異常な音、におい、煙が出た時や、内部に異物が混入したと
きは電源をOFFにし、お買い求めの販売店までご連絡ください。

感電や誤動作防止のため自分で分解や修理をしないでください。

以下の状態が生じた場合は使用を中止し、電源を切ってコンセ
ントから電源コードを抜いてください。
●本商品に水や液体がかかった場合
●本商品に破損が見つかった場合
●内部部品が露出している場合
●使用中に痛みを感じた場合
●電源が停止した場合

火災等の原因となるので、コンセントや配線器具の定格を超え
る使い方や交流（100V）以外での使用はしないでください。

感電を防ぐため濡れた手で電源プラグを触らないでください。

電源コードを抜く際は、電源プラグを持って抜いてください。

電源コードを加工したり、傷つける・引っ張る・無理に曲げる・束ねる・重いもの
をのせたり挟み込んだりしないでください。火災や感電等の原因になります。

電源コードや機器の隙間にゴミやピン等の異物を差し込まない
でください。火災や感電等の原因になります。

本体に電源コードを巻きつけたりしないでください。断線による火災や感電等の原因になります。

付属の電源コード以外は使用しないでください。感電や故障等の原因になります。

電源端子部分に金属や指等で触れないでください。感電や故障等の原因になります。

故障が生じた場合や長期間使用しない場合は、電源を切ってコンセントからコードを抜いてください。

電源コードに損傷がある場合は、電源を切ってコンセントからコードを抜いてください。

本製品の最大適応体重は100kgです。100kgを超える方は使用しないでください。

本製品の分解・改造は絶対にしないでください。発火や事故、故障の原因になります。
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6

乳幼児や小さなお子様に使用させたり、本製品で遊ばせたり、
上に乗せたりしないでください。

ご使用になる時は、ベルトやアクセサリー類を身体からはずして
ください。事故やケガ等の原因になります。

使用中はタバコを吸わないでください。

本商品を飲食の直後に使用しないでください。

本商品はほこりや湿気の多い場所では使用しないでください。

本商品は屋外や直射日光の当たる場所では使用しないでください。

本商品は平らな場所に置いて使用してください。タイルの上などの滑りや
すい場所や、クッションの上など不安定な場所での使用はおやめください。

ご使用前に必ず本商品に以上や損傷がないか確認してから使用
してください。異常等がある場合は絶対に使用しないでください。

温度が高い場所から低い場所へ本商品を移動した場合は結露
する可能性があるので、１時間ほど使用を控えてください。

初めてお使いになる方や高齢の方、長期間お使いになっていな
い方、乗り物酔いしやすい方等は、速度を落として短時間で使
用して徐々に体を慣らすようにしてください。運動量を急激に
増やすとケガ等の事故の原因になります。

過度に体に負担をかけるような使用はしないでください。ケガ
等の事故の原因となります。

下記のような場所での使用や保管はおやめください。ケガや故
障等の原因になります。
●乳幼児や小さいお子様、ペットが触れたり手の届く場所
●火気やこたつの中・暖房器具のそば
●直射日光の当たる場所や車内、高音・多湿になる場所
●水のかかる場所や屋外
●ほこりや粉塵の多い場所
●振動や衝撃の加わりやすい場所・落下の恐れがある場所
●強電磁を受ける場所
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エクササイズ以外の目的で使用しないでください。ケガや体調不良の原因になります。

室温10℃未満、または35℃以上の状態では使用しないでくだ
さい。駆動部品などの劣化を早めるおそれがあります。

本製品は家庭用です。家庭以外の場所で使用しないでください。

他の機器と同時に使わないでください。事故や体調不良の原因になります。

本製品の上で飛んだり跳ねたり、手足や腰などの身体を必要以
上に動かすなどはおやめください。事故やケガの原因になります。

本製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。火災や感電、故障の原因になります。
　
本製品の端に体重をかけたり力を加えないでください。転倒や
足を踏み外し、事故やケガの原因になります。

同時に複数人で使用せず、必ずお一人でご使用ください。

1日30分以上は使用しないでください。長時間使用すると、ケガの原因になります。

医療行為には使用できません。

使用中はリモコンや操作パネル以外は触れないでください。機
器の隙間に手や指を挟み、ケガをする恐れがあります。

使用中に姿勢を変える際は十分にご注意ください。

本製品や手が、家具や周囲の人にぶつからないよう、家具や壁から離し、十分
なスペースを確保してから設置してください。事故やケガの原因になります。

ご使用の際は動きやすく滑りにくい服装をしてください。ポケットの中は空にしてください。

素足や滑り止めのついた靴下で使用してください。スリッパなどで使用すると、事故やケガ、転倒の原因になります。

使用中、足や手が汗ばんできた場合は、使用を中止し、乾いたタオルなどで拭きとって
から、再度ご使用ください。濡れたまま使用すると、事故やケガ、転倒の原因になります。

本製品をご使用にならない場合や移動させる場合、お手入れをする場合、雷が
なっている場合、停電した場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本製品に乗り降りする際は、運転が完全に停止している事を確認し、足元に十分ご注意ください。

テレビなどの映像/音響機器のそばで使用すると、映像/音響機器に
雑音が入る場合がありますので。機器から離して設置してください。



その他の注意事項

その他の注意事項

心臓病を患っている場合。
人工心肺などの生命維持用医療電子機器、心電計などの装着型医療電子機
器、ペースメーカーなどの体内埋め込み型電子機器を使用している場合。
血圧に異常がある場合。
高熱がある場合。
発熱、急病、重症、皮膚病がある部位、ケロイド体質、高血圧、生理中、
妊娠中、手術後、子宮筋腫のあるお腹、極度の疲労、安静が必要な状態の時。
身体に異常を感じる時は、いかなる場合も使用しないでください。
糖尿病等の高度の抹消循環器障害の方、自分の意思で操作ができな
い知覚障害の方。
飲酒中。
医師の治療を受けている方や薬を服用中の方。
悪性腫瘍・悪性新生物の方。
鎮痛剤、血糖降下剤、血圧降下剤を服用または注射されている方。
脚部等に重度の血行障害のある方。
義肢を利用されている方
妊娠中、あるいは妊娠の可能性のある方、出産直後の方。
めまい・ふらつき等の平衡感覚に異常のある方。
平衡感覚に影響がでる薬を服用中の方。
安静を必要とする方、また体力の衰えている方。
骨粗しょう症・脊椎骨折・ねんざ・肉ばなれ等の急性疾患の方。
腱鞘炎・むち打ち・頚椎損傷・脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニアの方。
食事直後の使用。

※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。
※医師から運動を制限されている方は使用しないでください。
※その他、使用に関して心配な方、使用時に身体に異常をきたした方
　は使用を控えて専門医にご相談ください。

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

次のような場合は絶対に使用しないでください。
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製品仕様

本体

リモコン

操作パネル

ゴム足（吸盤）シェイプアップバンド接続板

主電源スイッチ 電源コードソケット

シェイプアップバンド x 2 専用マット

9

電源コード

リチウム電池
（お試し用）

前面

上面

背面

側面

M

A

B

C



本体の主電源スイッチを「 I 」側にします。
「ピーッ」と音が鳴ります。

ご使用前の準備

10

主電源スイッチ

アース線

アース端子

電源コードを本体側
面の電源コードソケッ
トに差し込みます。

専用マットの上に本体を設置してください。

専用マットは動作時の音を抑えたり、床へ
伝わる振動を緩和したり、床に傷がつく事
を防ぐ役割があります。

2) 電源コードを本体に接続する

1) 専用マットの上に本体を設置する

電源コードをコンセン
トに差し込みます。

電源コードのアース線をコンセントのアース端子へ接続します。

※アース線は普段はご使用いただく必要はありませんが、水気のある場所でご使用される際
　に漏電時の感電や静電気障害を防ぐ役割があり、安全にご使用いただくためのものです。

※アース線をご使用の際は、電源コードをコン
　セントに差し込む前に接続してください。

4) 電源コードをコンセントに差し込む

3) アース線を接続する

5) 主電源を入れる



M

A

B

C
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各ボタンを押し
た直後に動作
を開始します。

ご使用方法（リモコン）

「マニュアルモードボタン」「Aボタン」「Bボタン」「Cボタン」を押すことで、それ
ぞれ設定されているプログラムモードが即座に開始されます。
※マニュアルモードは動作速度1の状態で開始されます。

2) プログラムを開始する

M A B C

「電源ボタン」を押すことで電源
がオンになります。
※本体の主電源を入れるだけで
は電源はオンになりません。必ず
リモコンの「電源ボタン」を押して
ください。

1) 電源を入れる
電源
ボタン

一時停止
ボタン

Aボタン

エステ
モード（A）

体幹トレーニング
モード（B）

スペシャル
モード（C）

マニュアル
モード

Bボタン Cボタン

マニュアル
モード
ボタン

スピード
設定
ボタン

はじめて使う場合は、P.14を参照し、必ず絶縁シートを抜き取って
ください。絶縁シートが入ったままの場合、電源が入りません。



12

完全に動作が停止するまで、
主電源スイッチを切らないでください。

4) 終了する

「電源ボタン」を押し、動作を停止させ、主電源スイ
ッチを「 ○ 」側にして主電源を切ってください。電
源コードを本体から引き抜き、保管してください。

3) プログラムを停止する

全モード共通

※約10分で自動的に停止します

「一時停止ボタン」を押すことで
動作を一時停止/再開できます

動作中に

途中で一時停止したい場合

「電源ボタン」を押すことで
緊急停止できます

緊急停止したい場合

「マニュアルモードボタン」「Aボタン」「Bボタン」「Cボタン」を
動作中に押すことでプログラムを変更できます。

途中でプログラムを変更したい場合

M A B C



M

A

B

C
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+10

+1

-1

-10

スピード
設定
ボタン

マニュアルモードについて

「マニュアルモード」は動作速度を自由に変えられるモードです。

プログラムが停止中に「開始/停止ボタン」を押す、「スピード設定ボタン」の
「+1ボタン」「+10ボタン」を押す、プログラム動作中に「マニュアルモード
ボタン」を押すことで「マニュアルモード」に設定できます。

「ピッ」という音が鳴り、
動作速度が1段階上がる。

「マニュアルモード」では、最大100段階の動作速度に切り替えられます。
※動作速度の上限・下限に到達すると、「ピーッ ピーッ」という確認音が鳴ります。

マニュアルモードの最大動作速度

マニュアルモード中の動作速度設定

「ピッ」という音が鳴り、
動作速度が1段階下がる。

現在の動作速度に応じた音が鳴り、
動作速度が次の10の位まで上がる。

現在の動作速度に応じた音が鳴り、
動作速度が次の10の位まで下がる。

最大100段階動作
速度

■現在の動作速度に応じた音
「+10ボタン」「-10ボタン」を押した時に、現在の動作速度の10の位の
数だけ「ピッ」という音が鳴ります。
※動作速度50の時は「ピッピッピッピッピッ」と鳴ります。

■「+10 ボタン」「-10 ボタン」について
「+10ボタン」「-10ボタン」を押した場合、次の10の位まで動作速度が変わります。
※動作速度が45の時に「+10ボタン」を押すと、動作速度は50になります。
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絶縁シートを
抜き取る

ご購入後、はじめて使わ
れる場合は、必ず絶縁
シートを抜き取ってくだ
さい。抜き取った絶縁シ
ートは捨ててください。

リモコン表面の
透明の保護フィルムをはがします。

ご購入後、はじめて使われる場合は、保護フ
ィルムをリモコンからはがしてください。は
がした保護フィルムは捨ててください。

M

A

B

C

リモコンについての注意事項

リモコンの絶縁シートについて

リモコンの保護フィルムについて

ご購入時、リモコンに電池が入っています。絶縁シートを抜き取るだけで、すぐに
ご使用いただけます。

リモコンには汚れ防止用の保護フィルムが貼ってあります。ご使用する前に、保
護フィルムをはがしてください。
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リモコン背面下部の突起を押しながらトレイを引き出し、CR2025リチウム電池
をセットし入れ直してください。
※CR2025リチウム電池の向きにご注意ください。

突起を押しながら
引き出す。

トレイに電池の向
きを示すマーク
がついています。

くぼみに
右手の親指の
爪を入れる

くぼみに右手の
人さし指の
爪を入れる

人さし指で
引き出す

親指で右側に押しながら、人差し指で下側に引き出す

矢印の方向に
親指の力を
入れたまま

リモコンの電池交換について

リモコンの電池トレイの開け方
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「プログラム設定ボタン」を押すことで、「マニュアルモード」「エステ
モード（A）」「体幹トレーニングモード（B）」「スペシャルモード（C）」と
モードが切り替わります。

ご使用方法（本体操作パネル）

プログラム設定ボタン

P

P

開始/停止/電源ボタン

3) プログラムを変更する

「開始/停止/電源ボタン」を押すことで
電源がオンになります。
※主電源を入れるだけでは電源はオン
　になりません。必ず「開始/停止/電源
　ボタン」を押してください。

1) 電源を入れる

エステ（A）マニュアルモード 体幹トレーニング（B） スペシャル（C）

「プログラム設定ボタン」を1回押すごとにモードが切り替わります

全ランプが
点滅

左端の
ランプが点滅

真ん中の
ランプが点滅

右端の
ランプが点滅

各モードの詳細はP.16「モード詳細」を参照してください。

スピード設定ボタン

「開始/停止/電源ボタン」を押すことで、動作を開始できます。
※マニュアルモードが開始されます。

2) プログラムを開始する

プログラムを変更する際は、
必ず本体から降りてください。
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■現在の動作速度に応じた音
「スピード設定ボタン」を押した時に、現在の動作速度の数だけ「ピッ」
という音が鳴ります。

マニュアルモードについて

「マニュアルモード」は動作速度を自由に変えられ
るモードです。
「スピード設定ボタン」の「+ボタン」を押すごとに動
作速度が10段階上がります。「-ボタン」を押すごと
に動作速度が10段階下がります（最大100段階）。

動作速度
アップ

動作速度
ダウン

4) プログラムを停止する

完全に動作が停止するまで、
主電源スイッチを切らないでください。

5) 終了する

主電源スイッチを「 ○ 」側にして主電源を切ってください。電源コー
ドを本体から引き抜き、保管してください。

全モード共通

※約10分で自動的に停止します

「開始/停止ボタン」を押す
ことで動作を停止できます

途中で停止したい場合
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エステモード（A）について

体幹トレーニングモード（B）について

スペシャルモード（C）について

「体幹トレーニングモード（B）」は約10分の間、動作速度が自動で変化するモードです。
インナーマッスル等をしっかり鍛えることを
目的としたモードです。

「スペシャルモード（C）」は約10分の間、動作速度が自動で変化するモードです。
速度の変化と振動の強さを強調した上級者向きのモードです。

「エステモード（A）」は約10分の間、動作速度が自動で変化するモードです。
エステ施術をイメージしたモードです。

モード詳細



19

おすすめの使用方法

足を肩幅と同じくらいに開き、ヒザをか
るく曲げ、ボードの上に立ちます。

かるく曲げる

ヒザを深く曲げることで
より効果的に！！

立ち位置を外側にすると
負荷が強くなります

基本姿勢
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腹筋・ウエスト

肩・二の腕

応用姿勢

乗り方を変えることで、さまざまな部位に刺激を与えることができます。

ボードの上に座り、上半身を
軽く後ろに倒します。足は床
につかないように少し上げ
ます。

太もも・ふくらはぎ

椅子に座った体勢でふくら
はぎをまっすぐボードの上に
のせます。

ふくらはぎ

仰向けに寝た状態で、ふく
らはぎをボードの上にのせ
ます。

POINT

POINT

POINT

POINT
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応用姿勢

乗り方を変えることで、さまざまな部位に刺激を与えることができます。

腕を前方に伸ばしたまま、腰をし
っかりと落とします。

ウエスト・背筋・ヒップ

イスの上にボードを置き、背筋が垂直にな
るようにまっすぐ座り、足を床につけます。

※振動レベルやお使いの状況によりイスが
破損する場合があります。くれぐれもケガの
無いようご注意ください。また、イスの破損
は保証外となります。予めご了承ください。

太もも

床にヒザをつき、腕が垂直になる
ようボードの上にのせます。

二の腕

POINT

POINT

POINT

POINT
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シェイプアップバンドを使ったエクササイズ

シェイプアップバンドを引っ張ったり、引き上げた位置でキープすることにより、
上半身のエクササイズを同時に行うことができます。

シェイプアップバンドを引っ張りなが
ら、足を肩幅と同じくらいに開いてボ
ードの上に立ちます。

鍛えたい側のシェイプアップバンドを垂
直に引き上げます。二の腕を引き締める
上腕二頭筋を鍛えるトレーニングです。

基本姿勢 二の腕引き締め
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本体裏面の「シェイプアップバンド接続板」を
回転させ、左図のように引き出してください。

「シェイプアップバンド接続板」
先端の穴にシェイプアップバ
ンドを取り付けてください。

シェイプアップ
バンド接続板

シェイプアップバンドを使う場合

●必ず電源オフの時に取り付けてください。
●シェイプアップバンドを使う時は、必要以上に
　力をこめすぎないようにしてください。
●シェイプアップバンドを勢いよく引っ張らないよ
　うにしてください。
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M

A

B

C

日常管理と注意事項

お手入れの際は必ず電源を切り、コンセントからコードを抜いてください。

乾いたやわらかい布で
汚れをふき取ります。
※汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をやわからい布に含ませ、かた
　くしぼってからふき取ります。その後、乾いた布で乾ぶきしてください。

本体のお手入れに水を使用しないでく
ださい。本体の汚れはシンナー、ベンジ
ン、アルコール、除光液などの有機溶剤
で清掃しないでください。退色したり
腐食・亀裂が生じることがあります。

リモコンを濡れた布で清掃すると
故障の可能性があるため、必ず乾
いた布で清掃してください。
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本機器は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に
設置すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。

乳幼児や自分で意思表示
できない人へ使用したり、
手の届く場所に置かない
でください。事故や体調
不良の原因となります。

保管について

本品は次のような場所に保管してください

本品は次のような場所に保管しないでください

水平で安定した場所 風通しの良い場所 上記の気温と湿度の場所

直射日光の当たる場所 ホコリやチリの多い場所 温度変化の激しい場所

湿度変化の激しい場所 火気のある場所 水に濡れやすい場所

揮発性物質のある場所 冷暖房機器に近い場所 振動のある場所

気温 10～35度
湿度 20～80％
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電源コードが本体とコンセントの両方に接続されているか確認してください。

主電源スイッチが入っているか確認してください。

本体操作パネル・リモコンともに作動しないか確認してください。
※リモコンのみ作動しない場合は、リモコンの電池が消耗
している可能性がありますので、電池を交換してください。

電源コードが本体とコンセントの両方に接続されているか確認してください。

平らな安定した場所に設置しているかご確認ください。

本商品は構造上、ある程度の作動音が発生しますので、その場合は異常ではありません。

問題ありません。ただし、１日3回（30分）までの使用にとど
めてください。過度の使用はケガ等の事故の原因となります。

10分間連続で使用した場合は、本商品を１時間ほど休ませ
てください。

本商品は防水仕様ではありません。浴室での使用は故障
の原因となりますのでお控えください。

使用しないでください。屋外での使用は故障の原因とな
りますのでお控えください。

使用しないでください。産後・授乳中の方は、かかりつけ
の医師にご相談ください。

本商品の耐荷重量は100kgとなります。耐荷重量を超え
る方は使用しないでください。

リモコンの電池を交換してください。

お買い上げの販売店にご相談ください。

本体の裏側にシェイプアップバンドの接続板があります。
詳しくはP.21を参照してください。

販売店や電気工事店などにご相談のうえ、アース取り付け工
事（D種<第三種>設置工事）を推奨します。

電源を入れても
動かない

突然停止した

異音がする

毎日使用しても
問題ありませんか？

どのくらい連続で
使用できますか？

浴室で使用
できますか？

屋外で使用
できますか？

妊娠中や出産直後は
使用できますか？

体重に制限は
ありますか？

リモコンが反応しない

リモコンをなくしてしまった

シェイプアップバンドの
つける場所がわからない

コンセントにアース端子
がない

トラブル Q&A

対処方法質問
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修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の
上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

保証書は取扱説明書の最後のページについておりますので必ず「販売店・購
入日」等の記入をご確認の上、内容を良くお読みいただき大切に保管してくだ
さい。保証期間はお買い上げ日より1年とします。この保証は本体にのみ適応
し、シェイプアップバンド、電源コードには適応されません。

保証とアフターサービスについて

保証書について

修理を依頼される前に

お買い上げの販売店へご連絡いただき、修理をご依頼ください。
次の内容をお買い求めになった販売店にご連絡ください。
●お買い上げ日　●製品型名：CL-BB-100　●故障の状況（できるだけ具体的に）

故障した場合の連絡について

お買い上げの販売店へご相談ください。修理によって商品の機能が維持でき
る場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証期間経過後の修理について

本製品の補修用部品については、最低3年間を目安に保管しておりますので、
原則として本製品の修理可能期間は3年間となります。なお、期間経過後であ
っても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店へお問い合わせ
ください。

保証部分の最低保有期間について

お買い上げの販売店へ修理を依頼された場合、修理代が１万円以内の場合は、
自動的に通常通り修理を行います。なお、修理代が１万円を超える場合には、
修理を依頼された販売店またはお客様にご連絡し、了解を得た後修理いたし
ます。

修理をお受けになる場合の注意







取扱説明書の注意書きにしたがって使用した状態で保証期間内に故障し
た場合には無償修理とさせていただきます。無償修理をご依頼になる場
合には、お買い上げの販売店へ商品と本誌をご提示いただきお申し付け
ください。

保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
・不当な修理や改造による故障や損傷
・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
・一般家庭以外（例えば業務用）に使用された場合の故障および損傷
・保証書のご提示がない場合
・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、　  
 あるいは字句を書きかえられた場合（通信販売にてお買い上げの
お客様はお届け伝票をご提示ください）
・車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
・火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定外の使用電
源（電圧・周波数）など
・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
・日本国外での使用によって生じた故障・破損
・樹脂加工及びメッキ・ゴム・プラスチック部の摩耗や劣化・損傷

本保証書は、日本国内のみ有効です。

本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお
約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上
の権利を宣言するものではありません。保証期間経過後の修理につい
てご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や、補修部品の保管期間については、取扱説明
書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

本製品を廃棄される場合には、
各自治体のゴミ処理規定にしたがって
燃えないゴミとして処分してください。



本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償交換を行う事をお約束するも
のです。お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご
提示のうえ、お買い上げの販売店へ交換を依頼してください。

故障の内容をできるだけ詳しくご記入ください

※販売店様へ　※印欄は必ず記入してお客様にお渡しください。

製造発売元：クルールラボ株式会社
関東テクニカルセンター： ケーズメソッドジャパン有限会社
〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-12-1

商 品 名

型       番 CL-BB-100P（ピンク）、CL-BB-100WM（ホワイトミント）

ブルブルボーテ

保証期間

製造番号

お買い上げ日から1年間

お買上日 年　　　　　月　　　　　日

お
　
客
　
様

販
　
売
　
店

ご住所

電話（　　　）　　　　　-

販売店名・住所

電話（　　　）　　   -

お名前 様

〒

※

※

※

01TK-190308

保 証 書


