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はじめに
目的

•	 本品は電気刺激によって、体幹部（腹部・脇腹・背中）の筋肉トレーニングをサポートするこ
とを目的としています。

•	 本製品は疾病の治療または予防のために開発されたものではなく、医療機器ではありません。

対象ユーザー
この製品は、本書およびコントローラー（別売）の取扱説明書の内容を理解でき、この製品
を安全に使用できるユーザー向けに設計されています。

Web マニュアルについて

•	 Webマニュアルの内容は、製品に同梱されている取扱説明書に一部内容を追加しております。
また、製品の仕様変更等に伴い、製品に同梱されている取扱説明書と一部内容が異なる場
合もあります。これらによる不利益または損害については一切責任を負いません。

•	 Webマニュアルの閲覧には通信費用が発生することがあります。
•	 本Webマニュアルの著作権は株式会社MTGに帰属します。

安全上のご注意
ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」とコントローラー（別売）の「安全上のご注意」
をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品
を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。
コントローラーの「安全上のご注意」については、シックスパッド	パワースーツ	コアベルト
専用コントローラーに同梱の取扱説明書をご覧ください。

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明して
います。

 危険 誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じ
ることが想定される」内容を示します。

 警告 誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」
内容を示します。

 注意 誤った使い方をすると、「人が軽傷を負う可能性や、物的損害（家屋、家財お
よび家畜・ペットに関わる拡大損害）の発生が想定される」内容を示します。

守っていただく内容を、以下の図記号で説明しています。

禁止の行為であるこ
とを告げるものです。

注意を促す内容がある
ことを告げるものです。

行為の強制や指示を
告げるものです。

免責事項
火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、
その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

 危険
次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。事故や医用電気機器の誤作
動をまねき、身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。

	 •	 ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
	 •	 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気機器
	 上記に当てはまる方は、本品を使用中の方にも触れないでください。
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 警告
次のような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。

	 •	 心臓疾患のある方、またはその疑いがある方（心臓に痛みや動悸などの違和感を感じ
る方等）

	 •	 医師に運動やEMS機器の使用を禁じられている方
	 •	 妊娠中の方、出産直後の方
	 •	 小さなお子様、ご自分で本書の内容を理解できない方
	 •	 身体的、感覚的または精神的な能力が低下している、または経験と知識が不足してい

る方（保護者の監督のもとで使用する場合を除く）
	 •	 飲酒している方
	 •	 発熱（38℃以上）している方

 警告
次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。事故や肌・身体のトラブルの
おそれがあります。

	 •	 悪性腫瘍のある方
	 •	 心臓疾患の既往歴がある方
	 •	 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方
	 •	 脳神経に異常を感じている方（てんかんなど）
	 •	 骨粗しょう症など、骨に異常のある方
	 •	 脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼（とう）痛性）疾患のある方
	 •	 整形外科的疾患の方（脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、坐骨神経痛など）
	 •	 血圧に異常がある方
	 •	 使用部位（電極部が当たる部位とその周辺）をけがしている方、または手術したこ

とがある方
	 •	 介護を受けている方、または付き添いなしで日常生活ができない方
	 •	 体内にボルト等の金属を埋め込んでいる方
	 •	 皮ふに知覚障害や異常（感染症、皮ふ炎や傷など）のある方
	 •	 血行障害のある方
	 •	 電極部が肌に合わない方
	 •	 使用部位（電極部が当たる部位とその周辺）に刺青（タトゥー）を入れている方
	 •	 アレルギー体質の方
	 •	 安静を必要とする方
	 •	 身体に異常を感じている方
	 •	 長期間、運動していない方
	 •	 その他医療機関で治療中の方
上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

 警告
次のような部位に電極部が当たらないよう、着用時に電極部の位置を調整してください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

	 •	 傷口や陰部などの粘膜部位
	 •	 	当日、脱毛処理をした部位
	 •	 整形手術をした部位
	 •	 インプラントや金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
	 •	 背骨（脊椎）
	 •	 生理中の腹部
本書で指定している部位以外には使用しないでください。

 警告
次の注意事項を守って、使用してください。事故やケガのおそれがあります。

	 •	 本品のご使用時、特にレベルを高く設定した場合、急な筋肉の収縮により身体が
意図しない動きをするおそれがあります。下記のような動作中は、本品を使用し
ないでください。

	 	 -	調理や熱い飲み物・食べ物の飲食
	 	 -	刃物や工具の使用
	 	 -	階段の上り下り、高所、または不安定な場所での作業
	 	 -	その他、意図せず身体が動いた場合に危険が伴う動作

 警告
以下の注意をお守りください。

	 •	 お子様の手の届くところに置かないでください。やけどのおそれがあります。
	 •	 装着した本人以外が、本人の同意なしに電源を入れたり、レベルを上げたりしな

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。
	 •	 分解、改造、修理はしないでください。事故やケガのおそれがあります。
	 •	 落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のおそれがあります。

そのまま使い続けると、事故やケガのおそれがあります。
	 •	 電極部にUSBケーブルや金属類を接触させないでください。感電のおそれがあり

ます。
	 •	 弊社推奨品以外の電気製品・美容機器などとは併用しないでください。気分が悪

くなったり、体調不良をおこしたりするおそれがあります。
	 •	 自動車などの運転中は使用しないでください。
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 注意
次の注意事項を守って、使用してください。事故やケガ、感電、破損、汚れなどのおそれ
があります。

	 •	 極度の空腹時や絶食時、糖質制限をしている場合はご使用をお控えください。
	 •	 眠気があるときは使用しないでください。
	 •	 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、取扱説明書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。
	 •	 浴室など湿度の高いところでは使用しないでください。
	 •	 トレーニング中に、他の人が、汗などで濡れた状態の本体（スーツ）の表面に触れたり、

濡れた手で本体（スーツ）に触れたりしないようにしてください。感電のおそれがあ
ります。

	 •	 電極部以外が濡れた状態で使用しないでください。
		 •	 保護者の監督なしに、お子様はお手入れをしないでください。

 注意
次の注意事項を守って、使用してください。

	 •	 本品は消耗品です。長期使用にともない、本品が劣化（破れている、ほつれて内部
部品が見えているなど）した場合は、使用を中止して廃棄してください。布が伸び
たり、電極部が変色するなどした場合は、体感が変化する可能性があります。体
感が変化していると感じられたら、使用を中止してください。	 	
※	買い替えの際は、本品（スーツ）のみご購入ください。お手元のコントローラー
は引き続きご使用いただけます。

	 •	 電極部は必ず十分に濡らした状態で使用してください。電極部が十分に濡れてい
ないと、強い刺激や痛みを受けるおそれがあります。

	 •	 電極部内部に水分が浸透していないと、刺激を弱く感じることがあります。レベ
ルを急に上げず、水分が浸透するまでしばらくお待ちください。

	 •	 使用前にキズや変形などがないか確認してください。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。

	 •	 使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、
やけど、炎症などの異常があらわれた場合は使用を中止し、医師に相談してくだ
さい。そのまま使用を続けると症状の悪化につながるおそれがあります。

	 •	 本品から異臭、異音がする場合は、ただちに電源を切り、（株）MTGお客様相談室
にお問い合わせください。ショートや故障、発火のおそれがあります。

	 •	 本品は、皮ふに密着して使用するため、発汗量が増える場合があります。着用時
は脱水症状を防ぐため、トレーニング中はこまめな水分補給を行ってください。

	 •	 汗などで手が濡れていたら、必ずよく拭いてからコントローラーを取り外してく
ださい。感電のおそれがあります。

	 •	 使用後は、必ず電源を切り、コントローラーを取り外してから脱いでください。
事故や故障のおそれがあります。

	 •	 身体や肌に異常を感じた場合は、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るおそれがあります。

	 •	 むやみにレベルを高くしたり、連続で何度も使用したりすると、筋肉疲労や、皮
ふのヒリヒリ感、赤みの原因とな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（ネックレス、ピアス、ベルトなど）を外
してください。事故やケガ、破損などのおそれがあります。

	 •	 十分な広さを確保したうえで使用してください。また、人やペットが近くにいな
いか確認してください。

	 •	 本品は洗濯することができます。洗濯後は、しっかり乾燥させてからご使用くだ
さい。

 注意
次の注意事項を守って、使用してください。

	 •	 航空機内への持ち込みは、航空会社によって異なります。事前にご利用の航空会社、
空港の保安部門へお問い合わせください。
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各部の名称・付属品
本品を使用したトレーニングを行うには、別売のコントローラーが必要です。

閉じた状態（正面）

ファスナー

コントローラー
取り付け部

開いた状態（内側）

電極部

ホック

スプレーボトル*x1 洗濯ネットx1 ポーチx1

安全ガイドx1 クイックガイドx1 保証書x1
*スプレーボトルの形状は変更になることがあります。

パワースーツ	コアベルト専用コントローラー

別売品

使用上のご注意
本品をご使用の際は下記の内容をよくお読みください。
•	 使用中に電子機器を本品に近付けないでください。電子機器が誤作動するおそれがあり
ます。

•	 コントローラー取り付け位置の金属部が汗などで濡れたときは、すぐに拭き取ってくだ
さい。本品およびコントローラーの故障の原因になります。金属部は、傷つけないよう
丁寧に拭いてください。

金属部

•	 本品は、安全ピンやヘアピンなど鋭利なもので生地を傷つけないよう、十分ご注意くだ
さい。

•	 本品を使用する前に、使用部位（電極部が当たる部位とその周辺）の肌へ化粧水、乳液、
ボディクリームなどを塗らないでください。刺激を感じにくくなったり、本品の故障の
原因になります。

•	 ご使用箇所の体毛は処理されていたほうが、電極部がより良く肌に密着します。ただし、
脱毛当日の使用はお控えください。

•	 変形などのおそれがあるため、冷やしたり、温めたりした状態で使用しないでください。
また、熱湯をかけたり、サウナで使用したりなど本品に急激な温度変化を与えるような
使用はしないでください。

•	 本品は肌に直接着用する製品ですので、清潔にしてご使用ください（お手入れ方法につい
ては、本書の「長くご愛用いただくために」をご覧ください）。

•	 電極部を強くこすると色移りするおそれがありますのでご注意ください。色移りしても性
能に大きな影響はありません。

•	 トレーニング中にファスナーを開けないでください。電極部が肌に密着できず、強い刺
激や痛みを受けるおそれがあります。

本体x1

付属品
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2 本体（スーツ）を着用する
電極部の位置を調整し、ホックをかけ、ファスナーを閉じて着用します。

1
ホック　

2

使用部位の確認・調整
イラストの位置に電極部が当たるように、位置を調整してください。
調整する際、以下の位置に電極部が当たらないように注意してください。
–	肋骨（各電極部の上側）
–	骨盤（各電極部の下側）
–	背骨（背中の電極部）

後ろ

•	 刺激を感じにくい場合やピリピリした痛みなど、違和感を感じる場合は、イラスト
の位置に電極部がしっかりと当たるように、上下左右に移動させてください（電極
部の位置を変える場合は、電源を切ってください）。

•	 刺青（タトゥー）や傷口などに電極部が当たらないよう、電極部の位置を調整してく
ださい。やけどのおそれがあります。

腹部・脇腹の
電極部位置

前

•	 下着を着用する場合は、電極部と肌が密着するよう形状や着用方法にご注意ください。
•	 ファスナーをしっかり閉じた状態でも、電極部と肌の間に隙間があり電極部が肌に触れ
ない部分があると、本品が正しく機能しないことがあります。

•	 電極の位置を調整する際、本体（スーツ）を強く引っ張らないでください。破損のおそれ
があります。

1 電極部を濡らす
本体（スーツ）のファスナーを開いて、裏側の各電極部に 10 プッシュずつ
を目安にスプレーで均等に水道水を吹きかけます。

2 1箇所10プッシュずつ

電極部

1

ファスナー

•	 電極部全体がしっかり濡れるまで、電極部から2～ 3㎝離れたところからスプレーを最
後まで押し込んで水道水を吹きかけてください。	
電極部がまんべんなく濡れていないと、強い刺激や痛みを受けるおそれがあります。

•	 電極部内部に水分が浸透していないと、刺激を弱く感じることがあります。レベルを急
に上げず、水分が浸透するまでしばらくお待ちください。

•	 着用前に、破れがないか確認してください。破れがあると、強い刺激や痛みを受けるお
それがあります。

•	 スプレーを吹きかけるときは、周囲の家財や床などに水がかからないようにご注意ください。
•	 必ず本体（スーツ）を着用する前に、電極部にスプレーで水を吹きかけてください。

準備する

体感が弱い場合

	• 電極部の上部に更に数プッシュ
水道水を吹きかけてください。

	• スプレー噴霧後、少し時間を置いてから
ご使用ください。

脇腹・背中の
電極部位置
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ス
ー
ツ

①	コントローラー	
のツメを入れる

②	マグネットをつける

カチッ

3 コントローラー（別売）を取り付ける
コントローラーをコントローラー取り付け部に取り付けます。

コントローラー
取り付け部

•	 本品に別売のパワースーツ	コアベルト専用コントローラー以外の製品を取り付けて使用
しないでください。故障のおそれがあります。

•	 コントローラー（別売）の取り付け時や使用時にコントローラーのボタンが物に当たるな
どして、意図せずに動作しないようご注意ください。事故や肌・身体のトラブルのおそ
れがあります。

	• コントローラーは、カチッと音がするまでしっかり
取り付けてください。
	• コントローラーのツメを折らないようご注意くだ
さい。
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トレーニングする
ご使用は、各モード 1 日 1 回ずつを推奨します。 
連続して別モードを使用する場合は、再度電極部に水道水を吹きかけて
ください。

	 •	 電極部は皮ふに密着させてください。電極部と肌の間に隙間があると、電極部
全面に電気が均一に流れないため、強い刺激や痛みを感じることがあります。

	 •	 刺青（タトゥー）や傷口などに電極部が当たらないよう、電極部の位置を調整し
てください。やけどのおそれがあります。

	 •	 緊急時に、コントローラーがすぐ取り外せる状態で使用してください。
	 •	 トレーニングウェアなどの裾を本品の中に入れないでください。裾が電極部の

一部を覆ってしまうと、電気が均一に流れないため、強い刺激や痛みを感じる
ことがあります。

推奨トレーニングについては、SIXPAD公式ホームページをご覧ください。

1 電源を入れて、モードを選ぶ

コントローラー（別売）

1 4

5
6

7

3

8

2

1  モード LED 5 （腹部）LED

2  モード／充電 LED 6  ボタン

3 ▲ボタン（＋ボタン、STARTボタン） 7  （脇腹・背中）LED

4 （電源）ボタン 8 ▼ボタン（－ボタン）

1 「ピロッ」と音がするまでコントローラーの     ボタンを長押しし、
電源を入れます。
電源が入っている状態で電極部が肌に密着していないと、「ピッ、ピッ」と警告音が
します。そのままの状態が約5分続くと、自動的に電源が切れます。

2 再度      ボタンを押して、モードを選びます。
• 20Hzモード ：約23分
• 4Hzモード  ：約30分
選んだモードのLEDが緑色に点灯します。

•	 必ず、本体（スーツ）を着用してから、モードを選択してください。
•	 トレーニングの途中でモードを切り替えることはできません。
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2 トレーニングを開始して、レベルを設定する

初めてお使いになるときは、弱いレベルで使用してください。
慣れてきたら、レベルを調節していきましょう。

1 コントローラーの▲ボタンを押してレベル 1 でトレーニングを開始
します。
• 電源が入った状態のレベルは0（刺激なし）のため、▲ボタンを押してレベル1に
しないと刺激は始まりません。

2 コントローラーの▲ボタンまたは▼ボタンを押して、レベルを調節
します。
• ボタンを押して1レベル変更するごとに、「ピッ」と音がします。

• 刺激のレベルはレベル1（弱）～20（強）の20段階です。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

弱 強

トレーニング開始時は、  （腹部）/   
（脇腹・背中）のレベルを同時に変更します。

腹部/脇腹・背中

	• 		を押すと、 	と	 	別々にレベルを変更できます。	
レベル変更ができる部位のLEDが点灯します。

（ 	を押すたびに切り替わる）

腹部

脇腹・背中

 
※脇腹と背中は同じレベルになります。

	• 一度		 		を押すと、	 	/		 	同時レベル変更に戻すことはできません。

20Hzモード：トレーニングプログラムは自動で約23分間続きます。

•	 効率的なトレーニングのために、刺激が自動的に切り替わります。

ウォームアップ ト レ ー ニ ン グ クールダウン

約３０秒間「ウォームアップ」に似た刺激があります。

刺激のテンポが
次第に加速します。

刺激のあいだに
休止をはさみます。

２種類の波形を組み合わせています。5分ごとに組み合わせ方が変化して
体感が切り替わり、刺激が段階的に強まります。

刺激のテンポが
次第に減速します。

体感の変化

1分 5分 5分 30秒 30秒5分 5分 1分

4Hzモード：トレーニングプログラムは自動で約30分間続きます。

•	 一定の刺激が続きます。

•	 20Hzモードでは約23分間、4Hzモードでは約30分間経つと、トレーニングプログラム
が自動で終了します。トレーニング途中で終了したいときは、		 		ボタンを長押ししてく
ださい。

•	 トレーニング時の電極部の水分量や電極部の位置、筋肉量などにより、電気刺激の感じ
方は異なります。同じ刺激レベルでも電極部によって感じ方が異なることがありますが、
故障ではありません。

•	 トレーニング中に皮ふにピリピリ感を感じた場合は、下記をご確認ください。
–	本体（スーツ）のすべての電極部がしっかり濡れていますか？
–	電極部は正しい位置にありますか？
–	すべての電極部が肌にしっかり密着するように、ファスナーを閉じていますか？
–	自分の体にあったサイズの本体（スーツ）を着用していますか？

トレーニング中に本品や身体に異常を感じた場合や、
コントローラーで操作ができなくなった場合は、速や
かにコントローラーを振り払うようにして本品から取り
外し、使用を中止してください。
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● トレーニング中の警告音について
•	 トレーニング中に電極部が肌から離れたり、電極部が乾いていたり、コントローラーが取り
付け位置から外れたりすると、「ピッ、ピッ」と警告音がしてお知らせします。コントローラー
を取り外してから電極部を濡らして正しく本体（スーツ）を着用し、コントローラーを取り付け
直すと、音が消えて警告音が鳴る前の刺激レベルでトレーニングプログラムが再開します。

•	 トレーニング中に充電が不足すると、トレーニングが途中で終わり、約1分間「ピピピピ」
と音が鳴り続けます。この場合はコントローラーを取り外して充電してください。音を
止めるには充電するか、「ピー」と音がするまで▼ボタンを長押ししてください。

● トレーニング終了時の警告音について
•	 トレーニングプログラムが終わると、「ピー」と音がして、自動的に電源が切れます。
•	 トレーニング終了後に「ピー、ピー、ピー」と警告音が鳴り続けた場合は、充電池の残量が少
なくなっています。次回のトレーニング前にコントローラーを充電することをおすすめしま
す（警告音は60秒間鳴り続けますが、▼ボタンを押すと止まります）。充電しないままでも最
低でもあと1回分は使用できますが、それ以上はトレーニング中に動作が停止する可能性が
あります。警告音が鳴ってからどの程度使用できるのかは、周囲の温度や皮ふの状態、使用
レベルによって異なります。

●  下記のような場合、コントローラーからの操作音や警告音が聞こえにくい、ま
たは気付かないことがありますが、故障ではありません。

•	 周囲の音が大きい場合（例：屋内での会話中、テレビや音楽の視聴中、掃除機の使用中、
電車やバス内、屋外など）

•	 コントローラーが衣服で完全に覆われている（特に、寒冷時期で厚着している）場合
•	 電池残量が少なくなった場合

● コントローラーの音の種類と意味
種類 意味

ピロッ 電源が入った

ピー

電源が切れた
トレーニングが中止／終了された

レベル調節部位が切り替わった

ピッ
トレーニングプログラム（モード）が切り替わった

レベル調節された

ピピッ
最大／最小レベルに達した

操作できない

ピッ、ピッ（連続音）

肌検知できていない
→以下のことをご確認ください
•	電極部が十分に濡れていますか？
•		トレーニングウェアなどの裾で電極部を覆っていませんか？
•		肌が電極部に触れていますか？

ピピピピ（連続音）
ピー、ピー（連続音）

内蔵充電池の残量がない
→充電してください

ピー（高）ピー（低）
（連続音）

エラーが検知された
→	電源を入れ直してもエラーが検知される場合は、（株）
MTGお客様相談室にお問い合わせください。

● コントローラーの LED の状態と意味
状態 意味
緑色点灯（約1秒） 電源が入った

緑色点滅
休止状態（電源が入り、肌検知できている状態）

トレーニング中
赤色点灯 充電中
赤色点滅 充電エラー

消灯
充電終了
トレーニング中止
電源切
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3 トレーニングを終了する

1 トレーニングが終了していることを確認します。
• LEDが消灯していることを確認してください。
• トレーニング途中でやむを得ず本体（スーツ）を脱ぐ場合は、「ピー」と音がするま
で     ボタンを長押しして、トレーニングを中止してください。

2 コントローラーを取り外します。

• 脱いだ本体（スーツ）および取り外したコントローラーを小さなお子様の手の届く
ところやペットの近くに置かないでください。

• コントローラーが汗などで濡れている場合は、拭き取ってから外してください。
また、汗などで手が濡れていたら、必ずよく拭いてからコントローラーを取り外
してください。感電のおそれがあります。

• コントローラーは上側から外してください。
• 取り外したコントローラーはポーチに収納してください。

3 ファスナーを開き、ホックを外して本体（スーツ）を脱ぎます。
33-2-2

33-1-1

4 保管する
洗濯後、しっかり乾燥させてから、折りたたんでポーチに入れて保管し
てください。

本品のたたみ方

S/Mサイズ
（２つ折り）

L/LLサイズ
（3つ折り）

ポーチへの入れ方

•	 使い終わった本体（スーツ）は濡れたまま保管しないでください。
•	 本体（スーツ）の洗濯方法については、「長くご愛用いただくために」をご覧ください。
•	 スーツを洗濯の際は、必ずコントローラーを取り外してください。コントローラーを取
り付けたまま洗濯すると、故障の原因になります。

必ず外す

•	 電極部を折り曲げないように注意してください。
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主な仕様

品番

S SE-BC00A-S

M SE-BC00B-M

L SE-BC00C-L

LL SE-BC00D-LL

ターゲット寸法

ウエスト
S 58-74

M 72-90

L 88-106

LL 104-120

単位：cm

推奨使用環境温度 5～ 35℃

材質

表地：ポリエステル85%、ポリウレタン15%
裏地：ポリエステル85%、ポリウレタン15%　
電極部：ポリエステル93%、ポリウレタン7%　
滑り止めゴム：ナイロン90%、ポリウレタン10%
プレート樹脂：ポリプロピレン
マグネット部：鉄、真鍮
通電部：真鍮　
スプレーボトル：PET　
洗濯ネット：ポリエステル100%
ポーチ：	ポリエステル、EVA樹脂、ナイロン、亜鉛、ポリプロピレン、TPU、

綿

同梱品／付属品
■同梱品：本体
■付属品：	スプレーボトル、洗濯ネット、ポーチ、安全ガイド、クイックガイド、

保証書

製造元 株式会社MTG（日本）　原産国：中国

※ 本品の性能向上のため、仕様の一部を予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

長くご愛用いただくために
洗濯の際は、以下の点にご注意ください。
•	 洗濯の際は、コントローラーを取り外してください。コントローラーを取り付けたまま

洗濯すると、故障の原因になります。
•	 裏地電極部保護のため裏返して洗わないでください。
•	 ファスナーを閉じた状態で洗ってください。
•	 製品の特質上、色落ちする場合があります。他のものと一緒に洗濯しないでください。
•	 付属の洗濯ネットに入れて洗濯機でデリケート洗いをするか、手洗い（押し洗い）をして
ください。

•	 衣類用の中性洗剤で洗ってください。
•	 塩素系漂白剤、酸性洗剤、柔軟剤などは使用しないでください。
•	 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は短時間で絞ってください。
•	 脱水後、濡れたままで放置しないでください。
•	 直射日光を避けて陰干ししてください。
•	 タンブル乾燥機は使用しないでください。	
•	 アイロンはかけないでください。

	

•	 電極部を強くこすらないでください。電極部を傷つけるおそれがあります。
•	 シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。

保管時のご注意

•	 高温・多湿の場所（車中など）を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
•	 湿気の少ないところに保管してください。浴室内などに放置すると、本品内部で結露や
サビが発生する原因になります。

•	 火気の近くで保管しないでください。
•	 保管前に洗濯する場合は、しっかり乾いてから畳んで保管してください。電極部が濡れ
た状態で他の金属部に触れたまま保管すると、触れた部分が錆びるおそれがあります。

•	 小さなお子様の手の届くところやペットの近くに置かないでください。
•	 長期保管時に、折りたたんだまま重量物をのせた状態で保管しますと、ヘタリやシワの
原因になりますのでご注意ください。

本品を廃棄する場合は

•	 各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
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保証・アフターサービス
保証について
保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読み
になったあと、大切に保管してください。

保証期間
保証期間はお買い上げ日から1年間です。
※	使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または（株）ＭＴＧお客様相談室へ
お問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間
本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、そ
の製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは
●	保証期間中
お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。お買い
上げの販売店、または（株）ＭＴＧお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

●	保証期間（1年間）が過ぎているとき
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または（株）ＭＴＧお客様相談室
までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

無償修理規定
1.	 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に保証書に記載している
保証内容に該当する症状が発生した場合には、無償修理をさせていただきます（付属品
を除く）。
イ）	 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と保証書をご持参、

ご提示いただきお申しつけください。
ロ）	 お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、（株）ＭＴＧお客様相

談室にお問い合わせください。
2.	 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
イ）	 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
ロ）	 お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
ハ）	 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
ニ）	 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
ホ）	 保証書の提示がない場合
ヘ）	 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、ある

いは字句を書き替えられた場合
ト）	 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
チ）	 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
リ）	 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障及び損傷（弊社推奨施設

での使用を除く）
ヌ）	 布地の破れ、ほつれ、ピリング、ファスナーの摩耗など通電機能以外の消耗品損傷

3.	 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
4.	 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。

※	お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保
証期間内のサービス活動、及びその後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。
※	保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこ
の保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対
するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
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0120-315-765	 	
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また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。 SEBC1J01IM00_JPW
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