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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。

また本書を読み終わった後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。

このたびは、本製品を
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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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。

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。

安全上のご注意
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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。

この絵表示は、気をつ
ける必要があること
を表しています。

この絵表示は、しなけ
ればならないこと（強
制）を表しています。

この絵表示は、してはいけないこと
（禁止）を表しています。

■絵表示の意味



安全上のご注意
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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、発売元までご連絡ください。

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。

本製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。

本来の用途目的以外では使用しないでください。

破損した状態で使用しないでください。

無理な体勢で使用したり過剰な力を加えたりしないでください。

長時間使用しないでください。

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。

お子様に使用しないでください。

アタッチメントをお子様の手の届くところに置かないでください。誤飲のおそ
れがあります。万が一、飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。

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

植毛や部分かつら（エクステンションを含む）をされている方は使用しないでください。

電子レンジや高圧容器に入れないでください。

使用中のアタッチメント周囲の溝に指を入れないでください。
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安全上のご注意

化粧水、クリームなどが手に付いた状態では、滑りやすいので注意してくだ
さい。本体が落下し、ケガをするおそれがあります。

本品を使用するときは、アクセサリー類（ヘアピン、ネックレス、ピアスなど）
を外してください。引っかかってケガをするおそれがあります。

使用前に清潔か、また安全か（ブラシの表面や中に異物がないか、本体にキ
ズや変形がないか）を確認してから使用してください。そのまま使用し続け
ると、事故やケガのおそれがあります。

ヘアカラー等をつけた状態で使用しないでください。

シャンプー等、本品と併用する製品の注意書きを読み、正しく使用してください。

本品は充電式電池を内蔵しています。火中投入や加熱、高温での充電・使
用・放置をしないでください。発熱や発火、破裂のおそれがあります。

他の電気製品・美容機器などとは併用しないでください。体調不良をおこすおそれがあります。

●発熱、急病、重症、皮膚病がある部位、妊娠中、手術後、極度の疲労、安静が必要な状態の時。
●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、敏感肌の方。
●シリコーン製品などで皮ふにトラブルや障害を起こしたことがある方
●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。
●急性疾患、有熱性疾患、伝染性疾患、感染性疾患の方。
●糖尿病、血栓症、塞栓症、出血性疾患（血反病など）血液異常の方。
●妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、または妊娠中で体調がすぐれない方（妊娠高血圧症候群の方など）
●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。
●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。
●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。
●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。
●飲酒中。　　　　　　　　　　　●食事直後の腹部への使用。
●悪性腫瘍の方。　　　　　　　　●金属アレルギー体質の方。
●紫斑になりやすい方。　　　　　 ●重度の動脈瘤、急性静脈瘤のある方。
●手術、植毛などをした部位。　　   ●医師の治療を受けている方や薬を服用中の方。
●高血圧の方。  　　　　　　　　　●使用時間や使用頻度はP.11の指示を守る。

※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。
※ご自身で判断ができない場合は、使用前に専門医にご相談ください。

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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安全上のご注意

コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしないでください。
また、重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
コードを痛め、感電や故障、火災のおそれがあります。

水回りでは充電しないでください。感電のおそれがあります。

浴室、洗面所などの水のかかる場所、湿気の多い場所には充電スタンドを持
ち込まないでください。事故や感電、発火などのおそれがあります。

端子部分が一度曲がったり、コネクター部が変形してしまった電源アダプタ
ーは使用しないでください。

濡れた手で充電、電源アダプターの抜き差しはしないでください。感電ややけどのおそれがあります。

充電中に水や異物が本体や充電スタンド、電源アダプターに入ったり、かか
ったりした場合はコンセントから電源アダプターを抜いてください。

充電が完了した場合、長期間使用しない場合はコンセントから電源アダプターを抜いてください。

電源アダプターは根元までしっかり差し込んでください。また、コンセントへ
の差し込みがゆるいときは使用しないでください。

専用の電源アダプターで他の製品を充電しないでください。

収納時に電源アダプターのコードをアダプター本体に巻き付けないでください。

電源アダプターやコードを持って、充電スタンドを引きずって移動しないで
ください。故障や、机・床などを傷つける原因になるおそれがあります。

電源アダプターのプラグやコネクターを接続する際は、接続の方向を確認
しまっすぐ挿入してください。

電源アダプターのプラグやコネクター部分に液体や異物が付着しないよう
にしてください。

本体の充電は、専用の充電スタンドと電源アダプターを使用してください。
それ以外を使用すると、故障や発火のおそれがあります。

充電スタンドをお手入れするときは、必ず電源アダプターを充電スタンドと
コンセントから外してください。

充電スタンド 電源アダプターについて
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セット内容と各部の名称

本体×1 充電スタンド×1

USBケーブル×1

モード
表示
ランプ

電源ボタン

充電表示
ランプ

充電
端子

充電
端子

マイクロUSBケーブル差込口

アタッチメント
取り付け部

表側

裏側

表側

裏側上面

充電
スタンド側

電源アダプター×1

ツイストもみ玉
アタッチメント×4

スカルプアップ
ブラシ×4

電源
アダプター側

USB
ケーブル差込口
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製品仕様

ウェルシア ヘッドボディツイスト

一般家庭用美容機器

CL-PG-2701

【本体】W約89mm×D約89mm×H約100mm
（アタッチメント未装着時）
【電源スタンド】W約100mm×D約100mm×H約57mm

約273g（充電池含む）

リチウムイオン充電池内蔵（DC3.7V 1450mAh）

1300mAh（最大値）

IPX7  ※一時的に一定水深の条件に水没しても内部に浸水しない

約3時間

【本体】ABS樹脂、TPU
【充電スタンド】ABS樹脂
【スカルプアップブラシ】シリコン
【ツイストもみ玉アタッチメント】ABS樹脂、シリコン、メッキ

本体×1、充電スタンド×1、スカルプアップブラシ×4、
ツイストもみ玉アタッチメント×4、電源アダプター×
1、USBケーブル×1、取扱説明書（保証書付）

商品名

種別

型番

サイズ

本体重量

電源方式

消費電流

防水仕様

充電時間

材質

セット内容

AC100V-240V  50/60Hz

DC5V / 1A

電源

出力電圧/電流

■電源アダプター
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充電する

ご使用前の準備

充電スタンドに本体をセットしてください。
※セットの向きに注意してください。
※本体が濡れているときは、水滴を拭き取ってください。

●約3時間で充電が完了し、充電表示ランプが消灯します。
●1回のフル充電で約90分間使用できます。
　（使用環境・条件によって、使用回数は変わります）
※充電中は電源が作動しません。　
※電池の残量により、充電時間が変化する場合があります。

充電スタンドと電源アダプターに
ＵＳＢケーブルを差し込みます。
※差し込む向きに注意してください。
※他社製の電源アダプターの使用は避けてください。

電源アダプターを家庭用コンセント（100～240V対応）に差し込みます。

電池残量不足：充電表示ランプ点滅（緑）
充電中：充電表示ランプ点灯（緑）　充電完了：充電表示ランプ消灯

充電端子を
合わせる

充電表示ランプ
について
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使用上の注意

●浴室内でもご使用いただけます。ただし、浴槽内での使用や浴槽には入れな
　いでください。故障の原因となるおそれがあります。
●動いているアタッチメントの間に指や手など入れないでください。
●充電する際は、水滴を拭き取ってから充電してください。
●オイルやクリームなどがアタッチメントに付いたまま、本体を充電スタンドに
　置かないでください。充電スタンドが破損するおそれがあります。オイルやク
　リームなどを併用した場合は、必ず、使用後すぐにオイルやクリームなどを水
　またはぬるま湯（20℃程度）でよく洗い流してください。
●使用する際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。

必ず守ること
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使用上の注意

●1日1回各部位5分を目安としてください。
●1箇所に固定して当てないでください。
●頭皮、肌に直接アタッチメントを押し付けすぎないでください。
●頭皮、肌に対してアタッチメントを垂直に当ててください。
●髪をしばった状態や固めの整髪料が髪に付いた状態で使用しないでください。
●頭皮の状態は、体調によっても異なります。頭皮の様子を見ながら使用してく
　ださい。
●髪は1日50本～100本程度抜けても生理的脱毛の範囲と言われており、本品
　を使用して髪が抜けても異常ではありません。通常以上に髪が抜けてしまっ
　た場合は、すぐに使用を中止してください。
●個人差はありますが、使用後は一時的に肌が赤くなることがあります。使用後
　も赤みが引かない場合や肌に異常がみられる場合は使用を中止し、医師にご
　相談ください。
●身体や肌に異常を感じた際は、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。
●使い始めは、短い時間からお試しください。長時間使用すると、頭皮や肌を痛
　めるおそれがあります。

ご使用の目安 / お使いになる前に
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ご使用方法

アタッチメントをつける

1) 本体をしっかり握り、充電スタンドから
　 持ちあげます。

２） アタッチメントをしっかり
　 奥まで差し込みます。

肌に優しいシリコンを採用。28個の突
起物が頭皮をしっかり包み込み、引き締
めると同時に毛穴ケアを同時に行いま
す。頭皮用アタッチメントとなります。

8個のもみ玉が、気になる部位の凝りや
脂肪をしっかり捉えます。フェイス・ボデ
ィ用アタッチメントとなります。

※同じアタッチメントをご使用ください。
※電源が止まっている状態で必ず行って
　ください。

※アタッチメントは消耗品です。ご使用等によりアタッチメントが変形・破損した場合は新しい
　ものをお買い求めください。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
※アタッチメントを交換、または取り付け直した際は、アタッチメントがしっかり奥まで差し込
　まれていることを確認してください。

ス カ ル プ アップ ブ ラ シ ツイストもみ玉アタッチメント
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アタッチメントの取り換え方法

ご使用方法

１） 電源ボタンを押してください。
※最初はLOW MODEからスタートします。
※15分間で自動的に電源が停止します。

※電源が止まっている状態で必ず行ってください。

１）アタッチメントの根本を指で
　 持って取り外します。

２）取り替えたいアタッチメントを
　 奥までしっかり差し込みます。

電源を入れる

動いているアタッチメント
の間に指や手など入れな
いでください。

正しい使用方法で行ってください。
髪をしばった状態や固めの整髪料が髪に付いた状態
で使用しないでください。アタッチメントが髪に絡み、
髪や頭皮を痛めるおそれがあります。シャンプー時に
使用する際も、先によく整髪料を洗い流してから本
品を使用してください。
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ご使用方法

１） 電源ボタンを1回押すとモードが切り替わります。

１） 電源ボタンを2秒間長押しで停止します。

２） P.21、P22「お手入れ方法と注意事項」を参照にお手入れを行い、
　 専用の充電スタンドに置いて保管してください。

※お好みでモードをお選びください。
※刺激が強いと感じましたら、いったん使用をやめ、LOW MODEに設定してご使用ください。

※15分間で自動的に電源が停止します。

※本体にアタッチメントが取り付けられた状態で、アタッチメントを下にして机などに直接 
　置かないでください。ブラシに負担がかかり、変形したり、痛みやすくなります。

モード変更

終了する

電源ON

ボタンを押す

ボタンを押す

モード表示ランプが点灯（橙）

LOW MODE

モード表示ランプが１回点滅後、点灯（橙）

ボタンを押す

HIGH MODE

モード表示ランプが2回点滅後、点灯（橙）

ボ
タ
ン
を
押
す

RANDOM MODE

モード表示ランプが3回点滅後、点灯（橙）

心地よい動き。頭皮ケアにオススメの
モードになります。

力強い動き。ボディケアにオススメの
モードになります。

HIGH MODEの回転方向に変化を追
加。15秒間隔で回転が切り替わります。
変化を感じたい方へオススメです。



15

トリートメント方法

モードについてのワンポイント

本製品には2種類のアタッチメントが付属されています。
お好みに合わせて取り換える事ができます。

頭皮・
フェイスケアに
おすすめ

ボディケアにおすすめ。
15秒毎に回転方向が逆方向
へ切り替わります。

2回、回転が切り替わるタイ
ミング（30秒毎）で反対の方
向に動かす事により、効果的
にアプローチすることがで
きます。

ボディケアにお
すすめ

※1日1回各部位5分を目安としてください。
※1ヵ所に固定して当て続けないでください。
※15分で自動的に電源が停止します。
※頭皮、肌に対してアタッチメントを垂直に当ててください。
※頭皮、肌に直接アタッチメントを押し付けすぎないでください。
※髪が濡れている状態、乾いた状態どちらでもご使用いただけます。
※刺激が強いと感じましたら、LOW MODEに設定してご使用ください。
※シャンプー等、本品と使用する製品の注意書きを読み、正しく使用してください。

ツイストもみ玉
アタッチメント

スカルプアップ
ブラシ

（充電端子側） （充電端子側）

（充電端子側）

LOW MODE HIGH MODE

RANDOM MODE

15秒毎に
切替

30秒毎に
反対向きに
本体を動かす
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フェイスまたは使
用部位が狭い箇所
（二の腕、首など）
のオススメ装着方
法。細かく脂肪を
つまみこみ、ほぐ
していきます。

使用部位が広い箇
所（お腹、肩、太も
もなど）のオススメ
装着方法。大きく
脂肪をつまみこみ、
ほぐしていきます。

髪の毛の毛穴の汚れを掻き出します。また身
体の脂肪など凝りほぐす場合、こちらの持ち方
がオススメです。

筋肉や脂肪を持ち上げる動きになります。髪
の毛に使用する場合は、頭皮を持ち上げるよ
うに動くため、リフトアップにつながります。髪
の毛に使用する場合にオススメです。

トリートメント方法

持ち方についてのワンポイント

アタッチメント装着方向ワンポイント

本体の向き

本体の向き

小さいもみ玉を内側にセット

本体をまっすぐ使う場合

本体を横向きに使う場合

大きいもみ玉を内側にセット
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トリートメント方法

スカルプアップブラシ

①生え際から頭頂部までゆっくりすべらせます。

③生え際から後頭部へ、頭皮全体をすべらせます。

②生え際から後頭部までゆっくりすべらせます。



トリートメント方法
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ツイストもみ玉アタッチメント

①優しく当てて、円を描きながら、
　持ち上げるように動かします。
※目の周りには使用しないでください。

②円を描くようにラインに沿って動かし
　ます。気になる箇所には、優しく押し当
　ててください。

③円を描くように動かします。 気になる
　箇所には、優しく押し当ててください。
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トリートメント方法

ツイストもみ玉アタッチメント

④腕の先から肩の付け根に向かって、優
　しく当てて、円を描きながらラインに
　沿って動かします。気になる箇所には、
　優しく押し当ててください。

⑤お腹周りの気になる箇所に、優しく当
　てて、円を描くように動かします。

⑥円を描くように動かします。 気になる
　箇所には、優しく押し当ててください。
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トリートメント方法

ツイストもみ玉アタッチメント

⑦足首からふくらはぎに向かって、円を
　描きながらラインに沿って動かします。 
　気になる箇所には、優しく押し当てて
　ください。

⑧ももの付け根から、お尻の上部に向か
　って、円を描きながら動かします。気に
　なる箇所には、優しく押し当ててくだ
　さい。
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お手入れ方法と注意事項

２） 本体やアタッチメントについた髪
　 の毛や汚れを水またはぬるま湯　
　 （20℃程度）で洗い流します。

１） アタッチメントを4つとも本体から
　 取り外します。

本体・アタッチメントのお手入れについて

電源が止まっていることを確認して行ってください。

３） 水滴を拭き取ります。
※本体が傷つかない柔らかい布
　を使用してください。
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お手入れ方法と注意事項

４） 風通しの良い日陰で自然乾燥させます。

１） 乾いた布で汚れ、水滴を拭き取ってください。

本体、アタッチメント、充電スタンドの汚れはシンナー、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、変色などの原因と
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。

※本体とアタッチメントは、外した状態で乾燥させてください。
※本体は、アタッチメント取り付け部が下向きにならないように乾燥させてください。

※充電スタンドは防水仕様ではありません。水洗いや水拭きはしないでください。

充電スタンドのお手入れについて
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充電池について

●約3時間でフル充電されます。充電までの時間が極端に長い、もしくは短くな
　った場合や、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。
　※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（５～40℃）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充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。
●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。

※リチウム電池の特性として、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。

お客様ご自身で充電池の交換は絶対に行わないでください。
分解した場合、修理・保証の対象外となります。

充電池交換について

本製品はリチウムイオン電池を搭載しております。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。お客様ご自身での交換はできま
せん。電池交換に際しては当社または、お買い上げの販売店までお問い合わせ
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。
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●分解する際は、必ず本体から電源アダプターを取り外してから分解してください。
●充電残量がある場合は、繰り返し電源をオンにして本品を動作させ、電池を使い切ってください。
●ドライバーを用い、分解して電池を取り外してください。

本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。本製品を破棄す
る際には、リチウムイオン電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電池の破棄について

リチウムイオン電池の取り外し方

●この図は本製品を廃棄するための説明であり、修理用の説明図ではありません。
　分解した場合は、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。
●取り出した電池は、ショートしないようにコネクター部分へビニール
　テープ等を貼って絶縁してください。
●取り出した電池は、傷をつけたり、衝撃を与えたり、改造等をしないでください。

１）❶～❽の手順で分解する
※ネジは、プラスドライバーを用いて
　取り外してください。
２）❾充電池を取り出す

1

2

4
3

5
6

7
8

9

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源ですので、ご
使用後は家庭ごみとして捨てず、リサイクル協力店へ。ご使用済
みの製品の破棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各
自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店へお持ちください。

充電池



保管について
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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。
次のような場所に保管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。

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

気温  ５～40℃
湿度 20～80％

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



●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。
●電源ボタンを押せているか確認してください。
●充電中は電源がつかない仕様となっております。

●15分動作した後に自動で電源が切れます。
●電源を入れ直し、再度お試しください。
●電池の残量が少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。

●電池の残量が少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。
●充電池の寿命が考えられます。充電池交換、修理に
　ついては、購入した店舗もしくは当社にお問合せください。

●電池の残量が少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。
●推奨使用環境温度（5～40℃）でお使いください。
●頭皮や肌に強く押しあてすぎている可能性があります。　
　あてる力を弱くしてご使用ください。
　※強く押しあてた際、回転が止まりモーターのうなり音がします。

●ボタンの操作ミスの可能性があります。電源ボタンを押してください。
●電源を入れ直し、再度お試しください。
●電池の残量が少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。

●アタッチメントが奥まで差し込まれているか確認してください。
●アタッチメントのゴムがずれている可能性があります。
　正しい位置に戻してください。

●充電が完了して、フル充電の状態です。フル充電の状態
　では、点灯しない仕様になっています。
●充電がされておりません。
→本体と充電スタンドの向きが正しい向きで置かれている
　か確認してください。
→本体と充電スタンドの充電端子がしっかり接触しているか
　確認してください。
→電源アダプター、ＵＳＢケーブルは接続されているか確認
　してください。

本体は防水仕様となっておりますので浴室内でご使用いた
だけますが、浴槽内には入れないようご注意ください。故障
の原因となるおそれがあります。使用後はそのまま浴室内に
保管せず、本体の水滴をよく拭き取り、必ず浴室外の風通し
の良いところに陰干ししてください。

電源が入らない

ブラシの回転が弱い。
途中でブラシの回転が
止まってしまう
（うなり音がする）

途中で電源が落ちてし
まう。充電してもすぐ切
れてしまう

ブラシの回転が停止す
る。動かなくなった

モードが変わらない

アタッチメントが外れ
てしまう

お風呂で使用はできま
すか？

充電中に表示ランプが
点灯しない

対処方法質問

トラブルQ&A
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本体は防水仕様のため、水に濡れても問題ありませんが、充
電スタンドは防水仕様ではありません。充電するときは、本体
についている水滴を拭き取ってから充電スタンドに置いてく
ださい。

弱い力で使用しても十分な体感は得られますので、力は入
れずに優しく押し当て、ゆっくり動かしてください。弱い力で
も激しく動かすと、頭皮やボディの皮膚に負担がかかるおそ
れがあります。

全身に使用できます。スカルプアップブラシは頭皮に、ツイス
トもみ玉アタッチメントはボディがオススメです。

アクセサリーに髪の毛がからみつくなど思わぬトラブルの原
因になりますので、必ず外してご使用ください。

アタッチメントは消耗品です。変形、破損がある場合は新しい
ものと交換してください。詳しくは、お買い上げの販売店に
お問合せください。

約3年間が目安になります。フル充電しても使用回数が極端
に少なくなった場合は、充電池の寿命と考えられます。
※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。

使用状況にもよりますが、フル充電で約90分間が目安となり
ます。
※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。

P.21、P22「お手入れ方法と注意事項」を参照してください。

メーカー無料保証は1年間です。購入から1年経過後の修理
についても体制は整っております。（場合により有償）

お腹、お腹周りへの使用は控えてください。産後、授乳中の方
は、かかりつけの医師にご相談ください。

問題はありません。ただし、同一箇所への使用は、1日1回各
部位5分を目安にしてください。過度な使用は、頭皮や肌に
負担をかけるおそれがあります。

本体や充電スタンドを濡
らしても大丈夫ですか？

アタッチメントはずっと
使えますか？

どのくらいの力、速さで
動かせばいいですか？

ヘアピン、ピアスなどのアクセサリー
をつけたままでも使用できますか？

電池の寿命

使用可能部位は？

使用回数

メンテナンス方法について

修理・保障はどうです
か？

毎日使用しても問題は
ありませんか？

妊娠中や出産直後は使
用できますか？

対処方法質問

トラブルQ&A



保証とアフターサービスについて

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もしくは当社へご相談ください。

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・お買
上日」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・充電スタンド・
電源アダプターにのみ適応し、USBケーブル・アタッチメントなどの消耗品には
適応されません。

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もしくは当社へご連絡いただき、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もしくは当社へご相談ください。修理・交換によって商品の
機能が維持できる場合はご希望により有料修理、または有償にて代替交換対応
と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もしくは当社へお問い
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および当社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
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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もしくは当社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。

お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無償
修理対応及びその他の安全点検活動のために利用させていただく場合
がございますのでご了承ください。



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、販売店もしくは当社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 TEL: 03-5550-7181
修理・サポート：関東テクニカルセンター：
〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-12-1

商 品 名

品       番 CL-PG-2701

ウェルシア ヘッドボディツイスト

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

〒

※

※

※

03TK-170928

保 証 書


