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安全上のご注意

ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、お読みになったあとは必要なとき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いろいろ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。

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
負う恐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、人が死亡または重傷を
負う恐れが高い内容を示しています。

誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に
損害を与える恐れがある内容を示しています。

■絵表示の意味

記号は
してはいけないこと（禁止）
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。

記号は気をつける必要があること
を表しています。

1



本品を濡れた手で操作しないでください。
感電･故障･火災･やけどの恐れがあります。

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。

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。

自分で分解、改造、修理をしないでください。

異物を内部に入れないでください。

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、煙が出たときや、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へご連絡ください。

電池を廃棄する際は正しく廃棄してください。火に入れないでください。

本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。

お子様や自分で意思表示ができない方には使用させないでください。

運転中、睡眠中に使用しないでください。

ご使用になるときは、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。

使用中は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。

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。

ゲルパッドの粘着が弱くなりますと刺激が1点に集中する可能性があります
ので使用目安の回数になりましたら、ゲルパッドを交換してください。

本機はボディ専用です。絶対に顔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、周囲に危険物が無い状態でお使いください。

本体を肌からはがす際、ゲルパッドを貼る、はがす、取り替える際は、
必ず電源を切って行ってください。
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次のような場合は絶対に使用しないでください。

その他の注意事項

1)　心臓病を患っている場合。
2)　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。
3)　血圧に異常がある場合。
4)　高熱がある場合。
5)　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とき。
6)　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。
7)　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。
8)　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。
9)　アトピー性皮膚炎の人や、アレルギー体質で肌が敏感な方。
10)  急性疾患、有熱性疾患、伝染性疾患、感染性疾患の方。
11)  貧血症、糖尿病、血友病、結核性の病気を患っている方。
12)  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。
13)  飲酒中。
14)  医師の治療を受けている方や薬を服用中の方。
15)  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。
16)  乳房に異常や炎症、傷などがある場合。
17)  美容整形や豊胸手術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。
18)  15歳以下の方。
19)  悪性腫瘍の方。
20)  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。
21)  食事直後の腹部への使用。

　　※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。
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ご使用前の準備

■電池絶縁シートのはずし方

電池絶縁シートは、初めてお使いの際に引き抜いてください。

※電池絶縁シートは、お買い上げまで、内蔵されたリチウム電池の消耗を防ぐものです。

4

本体裏面

電池絶縁
シート



■ゲルパッドを貼り付ける

間違った貼り付け方で使用すると、肌への粘着が弱くなり、
通常より早く消耗してしまいます。

5

フィルムは保管用として使用する
ので破棄しないでください。

※どちらの面でも粘着力に違いはありません。

※透明なフィルムでも色のついたフィルム
　でもどちらでもかまいません。

※
どちらか一方のフィルムをはがし、
ゲルパッドの粘着面を本体電極部に
貼り付けます。

1

フィルムの上から指の腹で、空気を
抜くようにしっかり貼り付けます。2

ゲルが本体に残るようにもう一方の
フィルムをゆっくりはがします。3

なるべく空気が入らないように
水平に装着してください。電極部



ご使用方法

初めてお使いになる方は弱いレベルからご使用ください。
慣れましたら、徐々に出力を上げてください。

電源ON/OFF ボタンを押すと「ピー」という音がなり、
緑色のランプが1秒点灯し、電源が入ります。
※電源を入れただけではレベル0のままなので、
　刺激はありません。

ゲルパッド部がすべて肌に密着していることを確認します。

①電源を入れる

②使用したい部位に装着する

レベルUPボタン

レベルDOWNボタン

緑色ランプ
点灯箇所

注意
■ 本体が適切に肌へ密着している時のみ動作します。
■ 本体が肌に密着していない場合、「ピッピッ」と警告音がなり、
　１分後に自動で電源が切れます。
■ 同一箇所に長時間(２０分以上)使用しないでください。

本体装着例
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■トリートメントモードについて

※途中で電源を切る場合は電源ON/OFF ボタンを押すと「ピピピ」という音が鳴り、
　緑色ランプが3回点滅し、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、電池を交換してください。

※電源が入っている状態でゲルパッドが肌に密着していない場合、「ピッピッ」と
　警告音が鳴り、トリートメント時間とレベルがOに戻ります。さらに１分後に自動
　で電源が切れます。

電源を入れてから約20分で自動的に電源が切れます。
■トリートメント目安：同一箇所に長時間 (20分以上 )使用しないでください。

③レベルを調節する
＋ボタンを押し、刺激の強さを選びます。＋ －ボタンを押す
ごとに「ピッ」という音が鳴り、緑色ランプが 1 回点滅し
出力が切り替わります。レベル調節は1段階ずつ、ゆっくり
ボタンを押してください。

刺激のレベルは全部で15段階あります。

出力レベル

10 15

+-

モードによって周波数が異なりますので、感じる刺激の強さが一定では
ありません。初めてお使いになる方や久しぶりに使う方は弱いレベルから
ご使用ください。慣れましたら、徐々に出力を上げてください。

トリートメント20分の間に8つのモードが２回繰り返されます。

モードが切り替わる際に、２秒間休止時間があります。

1 2 3 4 5 6 7 8
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本体を肌からはがす際は、必ず電源を切ってください。
電源が入ったままはがすと刺激を受ける場合があります。

本体を無理にはがそうとすると電極部に負荷がかかり、断線する場合があります。
ここに力が加わらないよう、両側のガイドからゆっくりはがしてください。

8

裏面の電極部に関して
使用していくうちに、電極部の素材
の性質上、黒ずむことがございます
が、機能に問題はございません。

ここに力が加わらないよう、
両側のガイドからゆっくり
はがしてください。

ガイド ガイド



本品を破棄される場合には各自治体のゴミ処理規定に従って、
燃えないゴミとして処分してください。

使用後は保管用フィルムを本体ゲルパッドに貼り付属の保管用ケースに
収納し、保管してください。本体やゲルパッドはP10「日常管理と注意事項」
を参照にお手入れを行ってください。

④終了する

■ご使用後の保管

OPEN

保管用ケース

保管用フィルム
※ゲルパッド貼り付けの際に
　残しておいたフィルム

※
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日常管理と注意事項

お手入れの際は電源がオフになっていることを確認してから行ってください。
電源が入ったままお手入れをすると、刺激を受ける場合があります。

ゲルパッド

本体

本体の汚れはシンナー、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。

ア
ル
コ
ー
ル

ベ
ン
ジ
ン

除
光
液

シンナー

本体のお手入れに水を使用
しないでください。

乾いた布や石鹸液を少し含ませた布

※ゲルパッドは消耗品です。 使用目安は１回20分のトリートメントで約20回です。
粘着力が弱くなったら交換してください。  ご購入に関するお問い合わせは、お買い上げの
販売店へご連絡ください。

■ ゲルパッド面同士を貼付けないでください。
■ 使用後は本体のゲルパッド面に保管用フィルムを貼り保管用ケースに収納してください。
■ 直射日光が当たらず、 風通しの良い涼しい場所に保管してください。

使用後は、指の腹に水をつけ、粘着面を軽くなでるようにして汚れをとります。
表面の水気がなくなるまで自然乾燥させてください。

本体は絶対に濡らさない 洗剤などで洗わない

つめやブラシで擦らない 水中につけない

もみ洗い、つけ置きはしない
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電池

■ 電池は、1日20分のトリートメントで約40回程度ご使用いただけます。

■ 電池交換をする際は、必ず電源をオフにしてから行ってください。

■ CR-2032丸型リチウム電池を使用してください。

■ 電池は正しく入れてください。

■ 直射日光が当たらず、 風通しの良い涼しい場所に保管してください。

■ 本体をより長くご使用いただくため、使用していないときは電池を外してください。
　 長時間電池を入れたままにしておくと電池表面が腐食する可能性があります。

■ 電池を廃棄する時は正しく破棄してください。

■ 電池を火の中に入れないでください。 

電池の使用時間、使用回数は使用環境や条件により異なります。
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●電池カバーを開閉する際はオープナーをご使用ください。
　爪などを使うとけがをすることがあります。注意
●無理に力を入れたり、回しすぎたりしないようにしてください。
　電池カバー破損の原因になります。

■電池の交換方法

付属のオープナーを使って電池カバーを「OPEN」方向に5度ほど
回して電池カバーを外し、電池を取り出してください。

1.電池の＋面を上向きにして挿入してください。

2.挿入した電池が、バネの反発で飛び出る場合がございますので、
　電池を軽く指で押さえながら、電池カバーをかぶせてください。

3.オープナーで軽く押し込みながら「LOCK」方向に5度ほど回し、
　電池カバーを閉めてください。

●電池を挿入する

●電池を取り出す

＋



■ 本品は、次のような場所に保管してください。

風通しの良い場所 イラスト内の気温と湿度の場所水平で安定した場所

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

■ 本品は、次のような場所に保管しないでください。
本品は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所で保管すると
動作不良の原因になりますので、絶対に避けてください。

乳幼児や自分で意思表示ができない人へ
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
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製品仕様
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材   質
【本 体】シリコン、ABS樹脂、導電性銀インク
【ゲルパッド】ハイドロゲル

本体サイズ：W約117mm×D約71mm×H約11mm
本体重量：約19g（本体のみ）
電源方式：CR2032リチウム電池×1個

【保管用ケース】PP
【オープナー】ABS樹脂

セット内容
本体×２個、ゲルパッド×２シート、保管
用ケース×２個、オープナー×１個、リチ
ウム電池（お試し用）×２個、取扱説明書    

商品名：セラピストパッド2個セット
品  番：JP-PL29-2
種　別：家庭用ＥＭＳ運動機器

本体×1個、ゲルパッド×1シート、保管
用ケース×1個、オープナー×１個、リチ
ウム電池（お試し用）×1個、取扱説明書    

セット内容

商品名：セラピストパッド1個セット
品  番：JP-PL29-1
種　別：家庭用ＥＭＳ運動機器

オープナーゲルパッド
※別売がございます。替ゲルパッド 4シート入

【電池カバー用】

保管用フィルム

Battery
Compartment

Opener

本体 保管用ケース
リチウム電池

＋
CR-2032

3V

【お試し用】

OPEN

（CR-2032丸型）

 【付属品名称】
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こんな時は？

本体について

有償対応になります。お買い上げの販売店にご相談
ください。電池カバーを開閉する際はオープナーを
ご使用いただき、無理に力を入れたり、回しすぎたり
しないよう、ご注意ください。

電池カバーの溝が削れて
開かなくなってしまった。

紛失について

保管用フィルムを紛失された場合は保管用ト
レイに直接貼り付けて保管していただけます。

保管用フィルムを
紛失してしまった。

コインで代用いただけます。500円玉などな
るべく幅の広いコインを使用してください。

オープナーを
紛失してしまった。

使用について

問題ありませんが、同一箇所への使用は1日1
回にし、過度なトリートメントはお控えください。毎日使用しても問題ない？

同一箇所に長時間(20分以上)使用しないで
ください。部位を変えれば、連続使用しても問
題ありません。

連続使用はできる？

心臓の近く、キズ、ほくろ、静脈、口内、陰部など身体の敏
感な場所や顔には使用しないでください。
また、皮膚に異常や炎症、かゆみ、切り傷、出血のおそれ、
知覚障害などがある場合は使用しないでください。

使用してはいけない部位は？



処　置
・電池が正しくセットされていることを確認して
 再度電源を入れてください。
・電池が切れてしまっている場合があります。
　電池を交換し再度電源を入れてください。

・「日常管理と注意事項」を参考にゲルパッドの清掃を   
 行ってください。

・ゲルパッドを交換してください。

・電極部にゲルパッドをつける際、フィルムの上から   
 空気を抜くようにして本体にしっかりと貼り付けて   
 ください。

・ゲルパッドが消耗している場合があります。
 新しいものと交換してください。
・ゲルパッドが肌に密着しているか確認してください。
・出力のレベルを下げて使用してください。

・電池の残存容量が不足している場合があります。
電池を交換してください。
・ゲルパッドが消耗している場合があります。
新しいものと交換してください。
・ゲルパッドが肌に密着しているか確認してください。
・出力のレベルを上げて使用してください。

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

電源が入らない。

ゲルパッドの粘着性が
弱まり身体に付かなくなった。

・ゲルパッドが肌に密着しているか確認してください。
・電池が切れてしまっている場合があります。
 電池を交換してください。
・保管用フィルムをはがし忘れていないか確認してください。
・出力のレベルを徐々に上げてください。
・ボタンの操作ミスをしている場合があります。
きちんと＋ボタンが押されているか確認してください。

使用中にピー音が鳴り続ける。

出力レベルが上がらない。

刺激が感じられない。

電源を入れても動作しない。

ゲルパッドが肌に残る。

刺激が強く感じる。

刺激が弱く感じる。

トリートメントを行った
箇所が赤くなった。

トラブルQ＆A
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確認後、なお異常がある場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。



● 修理をお受けになる場合の注意
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にご連絡し、了解を得た後修理いたします。

● 保証書について
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、ゲルパッド、保管用ケース、オープナー、リチウム電池
などの消耗品には適応されません。

● 修理を依頼される前に
修理を依頼される前にこの取扱説明書を良くお読みいただき、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にご相談ください。

● 故障した場合の連絡について
お買い上げの販売店にご連絡いただき、修理をご依頼ください。

● 保証期間経過後の修理について
お買い上げの販売店にご相談ください。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。

● 保証部分の最低保有期間について
本品の補修用部品については、最低5年間を目安に保管しておりますので、原則
として本品の修理可能期間は、5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にお問い合わせください。

保証とアフターサービスについて
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● 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料修理を
 　お約束するものです。従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まで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「保障とアフターサービスについてをご覧ください。

① 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障及び損傷
② 不当な修理や改造による故障や損傷
③ お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障及び損傷
④ 一般家庭以外（例えば業務用）に使用された場合の故障及び損傷
⑤ 保証書のご提示がない場合
⑥ 保証書にお買上年月日・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換えられた場合（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）
⑦ 車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
⑧ 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
⑨ 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及び損傷

2．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。

4.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。

3.本保証書は、日本国内のみ有効です。

1.取扱説明書の注意書きに従って使用した状態で保証期間内に故障した
　場合には無料修理させて頂きます。無料修理をご依頼になる場合には、
　お買上げの販売店に商品と本紙をご提示いただきお申し付けください。

本品を破棄される場合には各自治体のゴミ処理規定に従って、
燃えないゴミとして処分してください。
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本書は、本記載内容で保証期間内、無料修理または交換を行うことを約
束するものです。お買い上げ日から、下記期間中故障が発生した場合は、
本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼をしてください。

保証書

※
販
売
店 ※印欄は必ず記入してお渡しください。

品　　番

製造番号

対象部分 本体のみ

※お買い上げ日 年 月 日

保証期間 お買い上げ日から１年間

JP-PL29

お
客
様

※ お 名 前

※ ご 住 所
TEL        (      )

故障の内容をできるだけ詳しくご記入ください

発売元 : ケーズメソッドジャパン有限会社
〒104-0061東京都中央区銀座3-13-19

01KK160418


