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HCM-P01 シリーズ

販売名：ゲルパッド  P01
医療機器届出番号：27B2X00293000001

1 Point Pad（２枚入り）

Wide Pad（1枚入り）

2 Point Pad（1枚入り）

型番：HCM-P01G1BU
HCM-P01G1PN

型番：HCM-P01G2BU
HCM-P01G2PN

型番：HCM-P01G3BU
HCM-P01G3PN

エクリア専用USB充電器

型番：HCM-AC2A01WH

低周波治療器 P01

添付文書
取扱説明書

 HCM-P01 シリーズ

2018年 3月作成（第 2版）

エ ク リ ア  リ フ リ ー

安全上のご注意（必ずお守りください）

パッケージ内容の確認

本製品について
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、
必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度
を次の表示で区分し説明しています。

危険 この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が
高い」内容です。

警告 この表示がある項は、｢死亡または重傷などを負う可能性
が想定される｣内容です。

注意 この表示がある項は、｢傷害を負う可能性または物的損傷
のみが発生する可能性が想定される｣内容です。

この絵表示はしてはいけない｢禁止｣の内容です。

この絵表示は必ず実行していただく｢強制｣の内容です。

下記のような医用機器との併用は絶対にしないでください。
•ペースメーカーなどの体内埋込型電子機器
•人工心肺などの生命維持用医用電気機器
•心電計などの装着型医用電子機器
これらの医用機器の誤動作を招き、生命に著しい障害をもたらす原
因となります。

危険

治療以外の目的で使用しないでください。
事故やトラブル、故障の原因となります。

心臓の近く、頭部、顔、口の中や陰部、皮膚疾患の箇所、刺青（タトゥー）
を入れている部位などに使用しないでください。
事故やケガ、体調不良の原因となります。

警告

子供には使用させず、機器本体及びゲルパッドの上で、遊ばせたり
上に乗らせたりしないでください。
事故やケガの原因となります。 本製品は一人用です。

複数の人で使用しないでください。
感電・事故の原因となります。

警告

分解や修理、改造したりしないでください。
火災や感電の原因となります。

警告

下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。
•直射日光のあたる場所
•暖房器具の近くなど、湿度の高い場所
•浴室などの湿気の多い場所
•水気の近く
•ほこりが多い場所
•振動の多い場所
火災、感電、故障の原因となります。

注意

就寝時には使用しないでください。
事故やケガの原因となります。
自動車・バイク・自転車などの運転の直前や運転時には使用しない
でください。
事故やトラブルの原因となります。

長時間ゲルパッドを肌に貼り付けたままにしないでください。
皮膚の炎症などの原因となります。

トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電しないでください。
発熱や発火の原因となります。
シガーソケット等を使って、車内で充電しないでください。
発火や発熱、感電の原因となります。
濡れた手で専用USBケーブルやゲルパッドを触らないでください。
感電や故障、事故の原因となります。

専用USBケーブルが傷んだり、USBコネクター差込口がゆるいと
きは使用しないでください。
発火や感電の原因となります。

専用USBケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを
上に乗せたりしないでください。
ケーブルが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。

USBコネクター差込口に金属類を差し込まないでください。
発熱や発火の原因となります。

USBコネクター差込口に手や指など身体の一部が触れないようにし
てください。
感電・障害・故障の原因となります。

付属の専用USBケーブルは本体の充電以外には使用しないでください。
専用USBケーブルは通信用途やその他の機器の充電には使用できま
せん。

注意

各部の名称 準備［２Point Pad の場合］

注意：

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。
なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありまし
たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセ
ンター（P.27）までご連絡ください。

■別売品
別売品のお買い求めは、エレコム総合インフォメーションセンター（P.27）
までお問い合わせください。
次の別売品をご用意しています。

 

 

電源ボタン（モード切替ボタン）

[＋]( 強 ) ボタン

本体

USBコネクター差込口（充電用）

LEDランプ

[－]( 弱 ) ボタン

接続端子（ゲルパッド側）

保護フィルム

ゲルパッド

USBコネクター差込口専用USBケーブル

micro B
コネクター

注意：

次の方は、医師と相談してご使用ください。
 1） 医師の治療を受けている人、又は、身体に特に異常を感じている人
 2） 悪性腫瘍のある人
 3） 心臓・脳神経に異常のある人
 4） 妊娠している人、出産直後の人
 5） 体温 38℃以上（有熱期）の人　

※例 1：急性発症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期
※例 2：衰弱している場合

 6） 感染症疾患の人
 7） 皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある人
 8） 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性（疼痛性）疾患の人
 9) 安静を必要とする人
 10) 薬を服用している人
 11) 血圧に異常のある人
 12) 四肢の不自由な人
 13) 自分で意思表示できない人
 14) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 15) 低温状態の人
 16) 血行障害のある人
 17) しばらく使用しても、効果が表れない人
 18) ゲルパッドが肌にあわない人　
事故や体調不良の原因となります。

接続端子（本体側）

■本体

■ゲルパッド［２Point Pad の場合］

■専用USBケーブル
USB A コネクター USB microB コネクター

他の治療機器と同時に使用しないでください。
気分が悪くなるなど、体調不良の原因となります。

本体とゲルパッドを接続・取りはずすとき、ゲルパッドを貼る・貼
りかえる・はがすときは必ず電源を切ってから行ってください。
感電や故障の原因となります。

ゲルパッドに時計やネックレスなどの金属が触れた状態で使用ない
ようにしてください。
事故やケガの原因となります。
ゲルパッドの表面が欠けていたり、崩れていたりする状態で使用し
ないでください。
事故やトラブル、故障の原因となります。

1 か所 15分以上使用しないでください。
事故や体調不良の原因になります。

はじめてご使用いただくときや、長時間使用しなかった機器をご使
用いただくときには、取扱説明書のとおり操作を行い、正常に作動
することを確認してからご使用ください。

本体とゲルパッドは、正しく確実に接続されていることを確認して
からご使用ください。

ゲルパッドが水に濡れた状態で使用しないでください。
感電の原因となります。

LEDランプ
充電残量が80%未満のときは赤色に
点滅、80%以上のときは緑色に点滅、
満充電のときは緑色に点灯します。

注意

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。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった
あとは、大切に保管してください。

本製品の使用によって、強い刺激や、肌に湿疹、発赤、かゆみなどの
異常を感じたときは、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。

注意：
皮膚の汗や水分はよく拭き取ってから使用してください。

■ゲルパッドを交換するときは

ゲルパッドは、当社指定のゲルパッドを必ずご使用ください。

製品名 保証期間

ご住所　〒

TEL  (         )         -

★シリアルNo.( 製品本体に記載 )

☆ご販売店様
ご購入日

ご住所・店名・TEL・ご担当者名

ご購入日から 1年

★お客様ご記入欄
フリガナ
お名前

保証書

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、
規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付して
ください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保
管してください。
★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただ
くものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入
漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

ゲルパッドを２枚重ねた状態で使用しないでください。
事故や体調不良の原因となります。

各操作ボタンが正常に作動することを確認してからご使用ください。

• トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電すると、発熱
や発火のおそれがあります。

• 充電中は操作できません。
• 本体を繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くな
ります。極度に短くなったら電池の寿命ですが、電池の交換はできません。

充電時、専用USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な状態で充電すると、発火や感電の原因となります。

本体を水や液体に入れたり、本体を濡らしたりしないでください。
発熱、破裂、発火の原因となります。

幼児の手が届く場所に置いたり、保管したりしないでください。
事故の原因となります。万一、本体を幼児が飲み込んだときは、直
ちに医師に相談してください。

本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってくだ
さい。

機器に故障が生じたときは、使用をただちに中止し、電源を切って
ください。販売店または、インフォメーションセンターに連絡して
ください。

3か月に一度は必ず充電してください。
完全放電すると、充電できなくなる場合があります。

■PCに接続する場合
IEC60950規格適合のパソコンの
USB2.0、USB3.0もしくはUSB3.1

■USB充電器に接続する場合
USB充電器
（別売品：HCM-AC2A01WH）

専用USBケーブル
専用USBケーブル

ゲルパッドの装着［２Point Pad の場合］

■ゲルパッドの取り扱いについて
•ゲルパッドの貼り付け面は触らないでください。貼りつきにく
くなったときは、「ゲルパッドのお手入れ」（P.20）をご覧く
ださい。
•ゲルパッドは折り曲げないでください。

注意：
ゲルパッドをネックレスやお腹のピアスなど金属の上に貼らない
でください。

本体×2 1 Point Pad×2（消耗部品）
HCM-P012G1シリーズ

本体×1

Wide Pad×1（消耗部品）
HCM-P011G3シリーズ

本体×1 2Point Pad×1（消耗部品）
HCM-P011G2シリーズ

充電する1
ゲルパッドを本体に取り付ける2

① 専用USBケーブルのUSB micro Bコネクターを本体のUSBコネ
クター差込口に接続します。

③ 充電が完了すると、“ピーッ”と音が鳴ります。

② 専用USBケーブルのUSB Aコネクターを以下のUSBポートに接
続し、電源を供給します。
※正しく接続されると”ピッ”と音が鳴り、本体の LEDランプが点
滅または点灯します。

① はじめてお使いになるときは、ゲルパッドを袋から取り出します。
（ゲルパッドに付いている保護フィルムは、まだはがさないでくだ
さい。）

② 本体の電源を切り、LEDランプが消えていることを確認します。
③ 本体とゲルパッドの接続端子をカチッと音がするまで接続します。

①

① 本体をゲルパッドから取り外します。

② ゲルパッドを袋から取り出します。
（ゲルパッドについている保護フィルムは、まだはがさないでくだ
さい。）

③ 本体の電源が切れている（LEDランプが消えている）ことを確
認します。

④ 本体とゲルパッドの接続端子を”カチッ”と音がするまで接続し
ます。

②

USB Aコネクター USB Aコネクター

保護フィルムを、つまみを持ってはがす1

ゲルパッドを治療したい部分に貼り付ける2
ゲルパッドは肌に密着させて貼ってください。
※ゲルパッドが肌から離れると、本体の電源が自動的に切れます。

※2回目以降は保管用シートからはがしてご使用ください。
※Wide Pad の場合は、片側のつまみを２ついっしょに持ってはがし
てください。

使いはじめ（購入直後や長時間使用しなかったとき）や使用中に電池残量が
なくなったときは、必ず満充電になるまで充電してください。

■使用目的または効果
　本製品は、麻痺した筋肉の委縮を予防し、マッサージ効果を目的とし
た低周波治療器です。
一般家庭で使用してください。

■低周波治療器とは
　人体に着けた電極を通して皮膚表面より微弱な低周波電流を流すと、筋
肉が収縮し、筋のポンプ作用及び血管拡張により血行を促進させることで、
コリを治療することができます。また、低周波電流は神経にも作用し、脳
に痛みを伝えにくくすることで痛みをやわらげることができます。

■治療時間の目安
　1か所、約 15分が治療時間の目安です。15分以上続けると、体調不
良の原因になることがあります。
本製品は、治療開始から約 15分経過すると、自動的に電源が切れるタイ
マーを内蔵しています。

■効果的な治療時期
　お風呂上がりに治療すると効果的です。身体が温まっているため、血
行促進効果も高まります。

②

専用USBケーブル、保管用シート、収納ポーチ（小）、
添付文書・取扱説明書（保証書付）本書

専用USBケーブル、保管用シート（Wide Pad 専用）、
収納ポーチ（大）、添付文書・取扱説明書（保証書付）本書

専用USBケーブル、保管用シート、収納ポーチ（小）、
添付文書・取扱説明書（保証書付）本書

※１Point Pad およびWide Padも取り扱い方法は同じです。充電時間：約3.5時間

濡れ手禁止

分解禁止
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治療 お手入れについて［２Point Pad の場合］

製品仕様

電源ボタン

モード 動き

おまかせ 「深層指圧」→「指圧」→「もみ」→「たたき」
を繰り返します。

↓

深層指圧 電流
＋

時間
－

↓

指圧 電流
＋

時間
－

↓

もみ 電流
＋

時間
－

↓

たたき 電流
＋

時間
－

[－](弱)ボタン

[＋](強)ボタン

 
[－](弱)ボタン

電源ボタン

[＋](強)ボタン
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©2018 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved. 

•本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
•本書の内容の一部または全部を無断で複製 /転載することを禁止させていただ
きます。

•本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォ
メーションセンターまでご連絡願います。

•本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があり
ます。

•本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任
を負いかねますのでご了承ください。

•本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為
法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

•その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登
録商標です。

本体からゲルパッドを外した状態で、お手入れしてください。

■ゲルパッドのお手入れ
以下の場合に、ゲルパッドのお手入れをしてください。
•ゲルパッドが貼り付きにくくなったとき
•治療時の刺激が弱くなったとき
•治療時にピリピリした刺激を感じるとき
•ゲルパッドが汚れたとき
•ゲルパッドが保管用シートに貼り付かないとき
お手入れしても刺激が弱くなってきたり、ピリピリ感を
感じたりする場合は、ゲルパッドを交換してください。

■本体のお手入れ
•本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

注意：

※1　JIS C 8711に基づく
※2　過充電、過放電、過電圧保護機能搭載
※3　使い切った電池を満充電する場合の目安
※4　動作内容、使用環境により変化します。

本体内部、USBコネクター差込口に水などが入らないように注意してくだ
さい。

使用後は［２Point Pad の場合］

注意：
温度や湿度の高いところや、直射日光のあたるところに置かないでください。

廃棄するときは保管のしかた

長年ご使用の低周波治療器の点検を!

ご使用
中止

愛情点検

こんな
症状はあり
ませんか?

●充電中、動作中に異常な音・
振動がある
●本体が異常に熱い
●本体が変形していたり、こ
げ臭いにおいがする

事故防止のため、
製品の電源を切る、
または専用USBケーブル
を抜いて、必ず販売店に
点検をご依頼ください。

■リチウムイオン電池の取り出しかた

●充電残量がある場合は、電池を使いきってください。
●ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

●取り出した電池は、⊕と⊖の端子をショートさせ
ないように注意し、端子部にテープを貼り絶縁
してください。

警告

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイ
オン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、
リサイクルにご協力お願いいたします。本製品を廃棄する時は、
お住いの市区町村の指導に従ってください。

■リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い

•廃棄するときは、電池を分解しないでください。
•本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車な
どで破壊されてショートし、発火、発熱の原因になります。

下記の手順は、製品を廃棄するためのものであり修理用のも
のではありません。ご自分で分解した場合、機能が維持でき
ず、故障または事故の原因になります。

ゲルパッドの貼りつけ例

こんなときは 保証規定
■保証内容
 1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した

本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
■無償保証範囲
 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
（1） 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
（2） 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明

書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
（3） 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（4） 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理によ

り故障した場合。
（5） 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
（6） 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した

場合。
（7） 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
（8） 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故

障した場合。
（9） その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
 3. 修理のご依頼は、本保証書及び購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちい

ただくか、弊社修理センターに送付してください。
 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付い

ただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）を
ご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製
品と交換させていただく場合があります。

 6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
■免責事項
 7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行お

よび不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデー

タ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
■有効範囲
 9. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 10. 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。

ユーザーサポートについて

 

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負い
かねます。また、お問合せには日本語によるサポートに限定させていただきます。

補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

Phone support is available only in Japanese.

■1 Point Pad の場合　 ■2 Point Pad の場合　 ■Wide Pad の場合　

販売名 低周波治療器 P01
類別 機械器具 78　家庭用電気治療器
一般的名称 家庭用低周波治療器（コード：70986000）
医療機器の種類 管理医療機器
医療機器認証番号 228ADBZX00037000

電源電圧 DC5.0V
内蔵電池 リチウムイオン電池（40mAh ※ 1 ※ 2） 
くり返し充電回数 約 500回 ※ 1
充電時間 約 3.5 時間 ※ 3
動作時間 約150分（満充電時） ※ 4
最大出力電流 10mA以下
定格出力電圧 約 32V
基本周波数 約 2～ 550Hz
出力パルス幅 約 200μs
消費電力 約 0.2W
タイマー 約15分
本体寸法 約 φ44mm×D11mm
ケーブル長 20cm
本体質量 約13g
使用環境温湿度 0℃～ 40℃　20～ 85％ RH
保管環境温湿度 -10℃～ 60℃　20～ 85％ RH

製造販売元 エレコムヘルスケア株式会社
大阪府大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 L.A タワー8F

製造元 ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION
生産国 中国

■収納する電源を入れる1

モードを切り替える2

強さを調節する3

電源を切る4

電源ボタンを約2秒間長押しすると、ピーッと音が鳴り、電源が入り、
治療が始まります。
LEDランプが緑色に点灯します。

治療中に電源ボタンを押すと、モードを切り替えることができます。
※電源を入れたときは常に「おまかせ」モードで開始します。
•電源ボタンを押すたびにピッと音が鳴り、下記のように切り替わりま
す。「おまかせ」モードに戻るとピーッと音が鳴ります。

10段階のレベルからお好みの強さを選びます。
※最初に電源を入れたとき、またはモードを変更したときの強さはレ
ベル１です。
•「＋」（強）ボタンを押すとピッと音が鳴り、強さが1段階上がります。
•「－」（弱）ボタンを押すとピピッと音が鳴り、強さが1段階下がります。
•レベル 10で「＋」（強）ボタン、レベル 1で「－」（弱）ボタンを押した
場合は、ピピピッと音が鳴り、レベルは変更されません。

治療開始から約15分経過すると、ピーッと音が鳴り、自動的に電源
が切れます。
※治療中に電源を切るには、電源ボタン、「＋」（強）ボタン、「－」（弱）
ボタンのいずれかのボタンを約2秒間長押しします。

※ゲルパッドが肌から外れたり、ゲルパッドから本体を取り外した場合
も電源が切れます。

① 少量の水をかけながら指先で軽く数秒洗います。
※水をかけすぎないでください。粘着力の低下や、粘着面が傷む原因に
なります。

② つまみを持って十分に水を切り、自然乾燥させます。
※乾燥が不十分な場合、粘着力が弱くなります。
※ティッシュや布などで粘着面を拭かないでください。
※直射日光は避けてください。

神経痛など痛みを感じる部位には、周波数 550Hz の「深層指圧」がお
すすめです。

本製品は、次の条件を満たしている環境で保管してください。
保管温度：-10℃～ 60℃
保管湿度：20～ 85％RH

■お手入れと保管時のご注意
•お手入れをする時、ベンジン、シンナーなどを使用し
ないでください。
•下記の場所には保管しないでください。
－直射日光の当たる場所
－高温、多湿、水気の近く、ほこりが多い場所
－振動が多い場所
－化学薬品の保管場所や腐食性ガスが発生する場所
•乳幼児の手がとどかない場所に置いてください。
•長時間ご使用にならないときは、フル充電の状態でできるだけ常温（10
～ 30℃）で保管してください。
•3ヶ月に 1度は充電してください。完全放置すると充電できなくなる場
合があります。

① 本体電源ボタン真下付近の溝にマイナス
ドライバーを差し込み開ける

② 基板を留めているねじを外す

③ 基板の裏にある電池のコードをニッパ
でマイナスの黒いコードから切る

④ 電池を取り外す

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

腕 てのひら ひざ

土ふまず 首 肩

二の腕 背中・腰 アキレス腱

ひじ ひざ すね

肩 二の腕 背中・腰

おしり 太もも（後） ふくらはぎ

① ゲルパッドを肌からはがします。
ゲルパッドの粘着面にふれず
つまみを持ってはがします。

② 本体とゲルパッドは取り外さずに、保管用シートに貼り付けます。
※２個入りの場合は、保管用シートの両面に貼り付けてください。

③ 付属の収納ポーチに入れて保管します。

太もも 肩

背中 腰

おしり ふくらはぎ

ベンジン
除 

光 

液

ア
ル
コ
ー
ル

シンナー

①②

③

電池

溝

つまみ

保管用シート

商品に関するお問い合わせは
受付時間／ 10:00 ～ 19:00

【痛みやコリを感じる部位に貼りつけてください。】

こんなとき

電源が入らない 電池の充電が不十分または、充電が切れている 電源を切り、充電をおこなってください。P.11
電池の充電中である 電池の充電が終了してから、専用USBケーブルを抜いてご使用ください。P.11
ゲルパッドを肌に貼りつけていない 電源を切り、肌に密着させてください。P.13

ゲルパッドの粘着面がはがれる、ずれる ゲルパッドの粘着面に汗や水分が多くついた ゲルパッドは消耗部品です。粘着面が痛んだときは使用を中止し、別売品をお求めください。P.9

電源がすぐ切れる
使用中に電源が切れる

電池の充電が不十分または、充電が切れている 電源を切り、充電をおこなってください。P.11

本体とゲルパッドの接続が不十分 電源を切り、本体とゲルパッドの接続をし直してください。P.12・P.13

ゲルパッドと肌が正しく密着していない 電源を切り、肌に密着させてください。P.13

充電できない 長期間保管し、電池が完全放電した ご使用できません。完全放電させないように3ヶ月に1度、充電してください。P.21

原　因 対処のしかた

ゲルパッドが肌に貼りつかない ゲルパッドの粘着面の透明の保護フィルムをはがしていない 粘着面の透明の保護フィルムをはがしてください。P.13

ゲルパッドの粘着面が汚れている 少量の流水にさらしながら、指先で軽く数秒洗ってください。P.20

水洗い直後に使用している 十分に水分を切って、粘着面を自然乾燥させてください。P.20

ゲルパッドの粘着面が痛んでいる ゲルパッドは消耗部品です。粘着面が痛んだときは使用を中止し、別売品をお求めください。P.9

肌が赤くなる/
肌がチクチクする

治療時間が長すぎる 1箇所 15分以内で使用し、使用後はゲルパッドを肌からはがしてください。。P.15

ゲルパッドが肌に密着していない 肌に密着させてください。P.13

ゲルパッドの粘着面が汚れたり、乾いたりしている 少量の流水にさらしながら、指先で軽く数秒洗ってください。P.20

ゲルパッドの粘着面が痛んでいる ゲルパッドは消耗部品です。粘着面が痛んだときは使用を中止し、別売品をお求めください。P.9

刺激を感じない /刺激が弱い ゲルパッドが肌に密着していない 肌に密着させてください。P.13

ゲルパッドを重ねて貼っている 重ならないように貼ってください。P.13

ゲルパッドの粘着面が汚れている 少量の流水にさらしながら、指先で軽く数秒洗ってください。P.20

ゲルパッドを正しく接続していない カチッと音がするように、正しく接続してください。P.12

強さ調節が弱くなっている 強さ調節してください。P.15

充電が不十分または電池が消耗している 充電をおこなってください。P.11

ゲルパッドの粘着面が汚れている、痛んでいる ゲルパッドは消耗部品です。粘着面が痛んだときは使用を中止し、別売品をお求めください。P.9


