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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。

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

Cal foot( カルフット)

家庭用EMS運動機器

CL-CCF10-IB（インディゴ）
CL-CCF10-S（さくら）

約W328x D312 x H19mm(コントローラ含む)

約128g(コントローラ含む)

リチウムイオンポリマー2次電池

【パッド】布、PU、導電性シリコーン、ポリエステル
繊維、PVC
【コントローラ】PC、ABS樹脂
【リモコン】PC、ABS樹脂
【収納ポーチ】布、PVC

パッド、コントローラ、リモコン、電源アダプター、
USBケーブル、収納ポーチ、取扱説明書（保証書付）

商品名

種　 別

型　 番

サ イ ズ

重 量

内蔵電池

材 質

　セット内容

５.０V

±62V(EMSパルス出力) 

5.3ｍA

120ｍAh / 3.7V

20回/フル充電（最大レベル）

1.5時間

入力定格

電池容量/電圧

使用回数

充電時間

出力定格
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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。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。

絶対に顔・心臓付近には使用しないでください。

刺激により筋肉が動きますので、周囲に危険物がない状態でお使いください。

小さなお子様、ご自分で取扱説明書の内容を理解できない方は
使用しないでください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあ
ります。

本品をお子様の手の届くところに置かないでください。けがや
やけどのおそれがあります。

トリートメント中は絶対に手でパッドの導電部を触らないでくだ
さい。強い刺激により、事故や身体のトラブルのおそれがあります。
　
本体表面のパッドの導電部に金属を接触させないでください。
感電のおそれがあります。

電池を廃棄する時は正しく廃棄してください。火に入れないでく
ださい。※詳しくはP.16「電池」を参照。
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本商品を濡れた手で操作しないでください。感電・故障・火災・やけどのおそれがあります。

本体を水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。

濡れた手で電池交換しないでください。感電ややけどの恐れが
あります。

異物を内部に入れないでください。

自分で分解、改造、修理をしないでください。



本商品は一般家庭用です。絶対に業務用として使用しないでください。

運転中、睡眠中に使用しないでください。

ご使用になる時は、指輪・腕時計・眼鏡などの金属類、貴金属類
のアクセサリー類を身体からはずしてください。

本体を落とさないようにしてください。故障の原因となります。

使用中に電子機器（腕時計や歩数計など）を本体に近づけない
でください。電子機器が誤作動するおそれがあります。

ゴム素材を使用している為、開封時に若干においがすることが
ありますが、異常ではありません。

本品を使用する前に、ボディクリームなどを使用しないでくださ
い。

本品は肌に密着させる製品ですので、清潔にしてご使用くださ
い。（お手入れ方法については本紙をご覧ください　）

本体を電子レンジなどで温めたり、火気に近づけたりしないで
ください。

用途目的以外の使用や、取扱説明の使用方法以外で使用しな
いでください。

小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さな
お子様・ペットが本品で遊ばないようにしてください。

本品を使用中の脚部に、他の方が触れないようにしてください。
特に、小さなお子様・ペットが触れないようにしてください。

本体に液体をこぼさないでください。

自動車などの運転中は使用しないでください。

本体を絶対に濡らさないでください。お風呂場など、高温多湿
の場所やほこりの多い場所で使用・保管しないでください。

5



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、極度の疲労、安静が必要な状態の時。
事故や病気のため、体内に金属やプラスチック、シリコンなどを埋め込
んでいる部位。
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。
心臓の近く、キズ、ほくろ、静脈、口中、陰部など身体の敏感な場所に使
用しないでください。
アトピー性皮膚炎の人や、アレルギー体質でお肌が敏感な方。
急性疾患、有熱性疾患、伝染性疾患、感染性疾患の方。
貧血症、糖尿病、血栓症、塞栓症、出血性疾患(血友病など)、結核性の
病気を患っている方。 
美容整形を行っている場合は使用前に医師に相談をしてください。
ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張
を起こしている方。
飲酒中。
医師の治療を受けている方や薬を服用中の方。
皮膚に異常や炎症（化粧品によるかぶれ、炎症、日焼けを含む）、かゆ
み、切り傷、出血のおそれ、知覚障害などがある場合。
血栓のある方。
悪性腫瘍のある方。
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。

※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。
※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)

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

パッド

収納ポーチUSBケーブル電源アダプター

コントローラ リモコン
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リモコンについての注意事項

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。

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。

絶縁シートを抜き取る



❶ コントローラと電源アダプターにUSBケーブルを
　 差し込む。　
❷ 電源アダプターを家庭用コンセントに差し込む。

ご使用前の準備

※フル充電されるまでの
　時間は約１.５時間です。
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※コントローラがパッドに装着されていない状態で、ボタン操作はしな
　いでください。

 コントローラをパッドにセットする

充電する

※充電中は操作できません。ご使用の際は、必ず充電
    プラグをコントローラから抜いてご使用ください。

※他社製の電源アダプターの使用は避けてください。

充電プラグ

↓↓

※コントローラの向きは、上下
　逆でも問題ありません

（誤）

コントローラの電極端子とパ
ッドの電極端子を「カチッ」
と音がなるまで、しっかり
と装着してください。

電極部

充電中：緑ランプ点滅
充電完了：緑ランプ点灯



導電部

コントローラでモード、レベルを調節する

最大レベル15段階
最大・最低レベルに達すると
「ピピッ」という連続音が鳴ります

電源／モード切替

強さを上げる

強さを下げる

※各モード、出力レベルは１からスタートします。
　モード切替を行うと、出力レベルは１に戻ります。
※導電部に密着していないと「ピッピッ」と連続音が鳴り、
　動作しません。

 コントローラの電源を入れ、パッド両側の伝導部に乗ります

「　　電源ボタン」を2秒間長押しすると「ピッ」と
いう音がなり電源が入り、トリートメントが開始
されます。10分後に自動的に電源が切れます。

「　　ボタン」を押し、刺激の強さを選びます。この時「ピッ」と音が鳴ります。　
強さを下げたい時は、「　　ボタン」を押します。お好みの強さでトリートメントを
開始してください。

「　　電源ボタン」を短押しするとモードが切り替わります。

途中で電源を切る場合は「　　電源ボタン」を2秒間長押しすると「ピッピッピッ」と
いう音がなり電源が切れます。　
※ランプが点灯・点滅しなくなったり、「ピー」という音がしなくなったり、電気刺激
　が感じなくなったら充電してください。　
※電源が入っている状態で両側の導電部が肌に密着していない場合、「ピッピッ」と        
　警告音が鳴り、出力レベルが1に戻ります。さらに1分後に自動で電源が切れます。

9

1

2

3

4

パッド両側の導電部に肌が接触した状態で電源を入れてください。



リモコンでモード、レベルを調節する

最大レベル15段階
最大・最低レベルに達すると
「ピピッ」という連続音が鳴ります

モード切替

電源を切る

強さを上げる 強さを下げる
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「　　ボタン」を押し、刺激の強さを選びます。この時「ピッ」と音が鳴ります。　
強さを下げたい時は、「　　ボタン」を押します。お好みの強さでトリートメントを
開始してください。

「　　モードボタン」を短押しするとモードが切り替わります。

途中で電源を切る場合は「　　電源OFFボタン」を2秒間長押しすると「ピッピッピ
ッ」という音がなり電源が切れます。　
※リモコンで操作を行う際は、コントローラ部分に向けてボタンを押してください。

※コントローラのランプが点灯・点滅しなくなったり、「ピー」という音がしなくな　
　ったり、電気刺激が感じなくなったら充電してください。　
※電源が入っている状態で両側の導電部が肌に密着していない場合、「ピッピッ」と
　警告音が鳴り、出力レベルが1に戻ります。さらに1分後に自動で電源が切れます。

1

2

3

4

※コントローラの電源が入っていないと、リモコンでの操作はできません。
※パッド両側の導電部に肌が接触した状態でなければ、強度設定はできません。 
※　　ボタンで電源を入れることはできません。

パッド両側の導電部に肌が接触した状態で電源を入れてください。

はじめて使う場合は、P.7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。



モード切替
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コントローラの　　ボタンを短押しするか、リモコンの　　ボタンを押すこと
で、2つのモードを切替できます。

トレーニングモード

ストレッチモード

トレーニング：20ステップ

ストレッチ：14ステップ

ウォーミングアップ、トレーニング、クールダウンまで一連のトレ
ーニングを行います。多彩な刺激が刺激慣れを防ぎ、効果的に
鍛えることが可能です。

じんわりとした心地よい刺激で、筋肉をケアします。

ボタンを
1回押す

ボタンを1回押す

２.ストレッチモード
じんわりとした心地よい刺激で
筋肉にアプローチします

1.トレーニングモード

多彩な刺激で広範囲の筋肉を
しっかりと動かします

ピピッ♪ピッ♪



不織布あるいは薄い布を水で濡らし、良く絞り、湿らせた状態で、
パッド両側の各導電部に1枚ずつ敷いてご使用ください。

※コントローラ部分及びコントローラーとパッドに防水機能はありません。
　コントローラの接続部、及びパッド布部分は濡らさないでください。
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部位ごとのパッド乗り位置

※パッド両側の導電部に肌が接触した状態でのみ作動します。
　着衣部分には通電しませんので素肌の状態でお使いください。
※本体が肌に触れていないと電気刺激は起こりません。
※導電部の接地箇所に隙間があると、痛みを感じる事がございますので、
　密着している事を確認してお使いください。
※トリートメント中、コントローラには乗らない様に注意してください。

12

足を乗せる

下半身全体【縦乗り】 足裏中心【横乗り】 太もも・ヒップ

太もも・お尻を乗せる

立ちながら・座りながら

電気刺激が痛く感じる方は

●次の方法で使用しないでください。

座りながら・寝ながら

トレーニングモードがオススメ。
足裏、ふくらはぎ 、前すねの筋肉
を鍛えます。

ストレッチモードがオススメ。
リラックスしながら足裏ケアを
します。

美尻をつくるお尻の筋肉、美脚を
つくる太ももの筋肉を鍛えます。

・左右の不織布が接触している
・不織布がコントローラーに接触している

・1枚の不織布で使用する ・不織布を重ねて使用する
・乾いた不織布を使用する

※パッド両側の導電部それぞれに敷かないと通電しません。



良い結果を得るための３つのポイント

1) 日々の最大出力レベルを記録していき、徐々にレベルを上げていってください。

2) より強い出力レベルはより良い結果につながる場合もありますが、不快な
　 ほど過度な刺激は避けてください。

3) 自動的に電源が切れるまで（10分間）トリートメントを行ってください。

おすすめトリートメント方法

使用上の注意

使用上の注意

10分以上の連続使用はしないでください。
同一箇所には1時間の休憩をはさんで、1日3回までの使用にとどめてください。

●

●

●

●

●

●

●
●

身体や肌に異常を感じた場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してく
ださい。事故や体調不良の原因となります。

むやみに強くしたり、長時間使用しても効果が上がるわけではありません。
筋肉疲労や、皮膚のヒリヒリ感ややけどの原因となる事があります。

使用前にネックレスなどの貴金属のアクセサリー類を身体から外してくだ
さい。急激な刺激の原因となります。

トリートメントの際は、ボディクリーム、乳液、オイルなどを使用しないでく
ださい。

使用する際に本体を無理に引っ張らないでください。

ボタンを強く押しすぎないでください。

必ず守る事
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CR2032

＋
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リモコンの電池の交換方法

新しいCR2032リチウム電池を、向き
に注意して、電池トレイにスライドさせ
て押し込みます。

リモコンケースの溝にマイナスドライ
バーを使って、テコの原理の要領で開閉
させます。

開閉時に使用したマイナスドライバーを
使って、電池の手前から押し出します。

リモコンケース同士を重ね、「パチン」と
音が鳴るまで押してください。

CR2032

＋

※リモコンケースを開閉する際は、爪でおこなわないでください。
　怪我の原因になります。

※新しい電池の表面を触らない様、注意してセットしてください。

1 2

3 4

電池トレイ



本品のお手入れに水を使用しないでください。
本品の汚れはシンナー、ベンジン、アルコール、除光液などで拭かないこと。故障
や部品の割れ、変色などの原因になります。乾いた布や、石鹸液を少し含ませた
布で拭き取ってください。付属のポーチに保管しておくことをおすすめします。

コントローラ・リモコン・パッド

日常管理と注意事項

お手入れの際電源がオフになっている事を確認してから行ってください。
電源が入ったまま濡れタオルやティッシュなどでお手入れをすると、刺激等
を受ける場合があります。

乾いた布や、石鹸液を少し含ませた布

15151515

※コントローラはパッドから外した
　状態でおこなってください。
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●約1.5時間でフル充電されます。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合   
　は寿命と考えられます（蓄電池寿命は、使用・保管などの状態により大きく変化します)。
●充電推奨温度は5～35℃です。周囲温度が適正温度（5～35℃）から極端にはずれている
　と、充電時間がのびたり、充電しない場合があります。
●特に低温での充電は蓄電池の寿命を短くするおそれがあるため、充電推奨温度での充電をおすすめします。
●極度の低温下（約０℃以下）では、充電しない場合があります。
●使いはじめ（購入直後や３ヶ月以上放置したとき）や使用中に動作が停止したときは、必ずフル充電してからお使いください。
●正常な充電をしても使用できる回数が極端に少なくなった時は蓄電池の寿命です。※リチウムイオン電池の特
　性として、長時間放置されますと充電池の寿命が短くなります。１ヶ月に１回は３時間以上補充電をしてください。

本製品はリチウムイオン電池を搭載しています。廃棄をする際は、お客様ご自身で充電池を取り外さないでください。

内蔵充電池の交換は本体を分解する必要があるため、専門の知識が必要です。お客様ご自
身で交換はできません。電池交換、破棄に際しては、販売店までご相談ください。 ご自分で分
解や交換等を行うと操作機能や動作が正常に維持できず、故障の原因と なります。

リチウムイオン電池は充電や以下の事をしない。（発熱・発火・破裂の原因）
●火への投入、加熱をしない。
●くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解、改造をしない。+と-を金属等で接触させない。
●ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
●火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。

電池

製品を廃棄する際のお願い

コントローラのリチウムイオン電池の取り外しについて

危険

●取り出したリチウムイオン電池は乳幼児の手の届くところに置かない。
●万一、飲み込んだと思われる時は、すぐに医師に相談する。
●リチウムイオン電池の液が漏れた時は、素手で触れずに以下の処置をする。
●液が目に入った時は、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。
●液が体や衣服に付いた時は、きれいな水で十分洗い流したあとに医師に相談する。
●分解しないでください。（火災、感電、けがの原因）

警告

注意 お客様ご自身で充電池の取り外し、
交換は絶対に行わないでください。
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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 ５～35度
湿度 20～80％
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電源が入らない

警告音が止まらない

出力が上がらない

動かなくなった

通電を感じない

トリートメント機能
が感じられない

トラブル Q&A

対処方法質問

電池の残量がなくなっている可能性があります。充電を
行い再度お試しください。

電源ボタンを長押しすると「ピー」という音が鳴り電池
が入ります。耳元で電源が入るかどうか再度確認してく
ださい。

　　電源ボタンを長押し(2秒間)しているか再度ご確認く
ださい。　  ボタンあるいは    ボタンを誤って押していな
いか確認してください。

10 分動作した後に自動で電源が切れます。
※10 分の使用後、続けて同じ部位へご使用の際は、必ず
　1 時間以上あけてからご使用してください。

皮膚が極度に乾燥していると通電しないことがあります。
皮膚を水で湿らせてから再度お試しください。

地肌がパッドに密着しているかご確認ください。肌に密着し
ていないと「ピッピッ」と未通電音が鳴り続けます。

地肌がパッドに密着しているかご確認ください。肌に密着し
ていないと「ピッピッ」と未通電音が鳴り続けます。

電池が消耗している可能性があります。充電を行い再度
お試しください。

出力レベル設定が低い可能性があります。     ボタンを押
してレベルを上げてください。

皮膚が極度に乾燥していると通電しないことがあります。
皮膚を水で湿らせてから再度お試しください。

表示が点滅する

靴下やストッキングなどを履いた状態で使用している場
合は、裸足の状態で使用してください。

トリートメント部位にクリームなどを塗っている場合は、
拭き取ってから再度お試しください。

トリートメント部位が、しっかりとパッドに密着している
かご確認ください。　



電気刺激が弱い

電気刺激が強い

刺激が痛く感じる

途中で電源が落ちて
しまう

出力レベルが
上がらない

電気刺激が途中で
止まってしまう

対処方法質問

19

電池の残量がなくなっている可能性があります。充電を
行い再度お試しください。

出力レベル設定が低い可能性があります。　 ボタンを押
してレベルを上げてください。

電源が入っていない可能性があります。　 ボタンを長押
し、電源が入っているかご確認ください。

靴下やストッキングなどを着用したまま使用すると、通電
しませんので、裸足の状態でお試しください。

お肌が極度に乾燥していると通電しないことがあります。
皮膚を水で湿らせてから再度お試しください。

出力レベル設定が高い可能性があります。　 ボタンを
押してレベルを下げてください。
　
パッドが肌に密着していない可能性があります。パッドと
肌の間に隙間がないように使用してください。
　
無理な体勢で使用している可能性があります。パッドが
肌と密着する体制で行ってください。

同じ部位への使用は必ず1時間おいてからご使用ください。

寒く、乾燥した環境で使用すると、お肌が乾燥しやすくなり、
電気刺激をビリビリと感じる原因となります。使用場所を温
かい環境に変更し、再度お試しください。
お肌が極度に乾燥していると刺激が痛く感じることがあり
ます。不織布あるいは薄い布を水で濡らし、良く絞り、湿らせ
た状態で、パッド両側の各導電部に1枚ずつ敷いてご使用く
ださい。詳しくはP12を参照してください。

電池の残量が無くなっている可能性があります。充電を
行い再度お試しください。

ボタンの操作ミスの可能性があります。 ボタンを押して
いるか再度ご確認ください。　
電池の残量が無くなっている可能性があります。充電を
行い再度お試しください。　　
パッド両側の導電部に接触した状態でなければ、強度設
定が出来ません。地肌がパッドに密着しているかご確認
ください。

地肌に密着しているかご確認ください。安全のため、一定
時間地肌がパッドから離れた場合は、出力レベルが1に戻
ります。



充電時間が充分でない可能性があります。

フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池
寿命と考えられます。

直ちにトリートメントを止め、肌が正常な状態に戻るまで使用を控
えてください。炎症がひかない場合は医師に相談してください。

問題ありません。ただし、同一箇所への使用は1日3回（30
分）までにしてください。同じ箇所への連続使用は避け、必
ず60分は休憩を取ってください。筋肉疲労を考慮して、過度
のトレーニングはお控えください。

本体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。

睡眠中は使用しないでください。

複数の方が使用した場合の衛生面を保証しておりません。
複数の方で使用するのはお控えください。

首から上の部位（頭、顔など）、背骨（脊髄）、胸部および肩
甲骨などの心臓周辺部位には使用しないでください。ま
た、心臓に疾患がある場合は使用しないでください。

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。

本体とリモコンの再接続をお願いいたします。
下記の手順で操作してください。

1.コントローラの電源を入れる
2　　ボタンを6回押す
3.「ピピピ」と連続音が鳴ったら、リモコンのいずれかの
　ボタンを押す
4. 本体電源がOFFになったら接続完了です。
※出荷時はすでに接続されていますので、設定する必要はありません

充電しても使用可能時
間が極端に短くなった

使用した場所が赤く
なった

使用できない部位は
ありますか？

毎日使用しても問題
ありませんか？

浴室で使用できますか？

対処方法質問

睡眠中に使用できますか？

家族で使用する場合、
衛生面は大丈夫ですか？
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妊娠中や出産直後は
使用できますか？

リモコンの操作が
出来なくなった



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。この保証はコントローラ・
リモコンにのみ適応し、その他の付属品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。

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
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1.

2.

3.

4.

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

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もしくは当社へお問い合わせく
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。
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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、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
修理・サポート：関東テクニカルセンター　TEL: 043-301-6664
　　　　　　　　〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-12-1

商 品 名

品       番 CL-CCF10-IB（インディゴ）、CL-CCF10-S（さくら）

カルフット

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

〒

※

※

※

00KK-200310

保 証 書


