
警告
危険

注意

品名 ヘッドリラクゼーション プルモ  （CU13-PLM）

保証期間 本体お買い上げ日より6ヵ月

お買い上げ日 　　　　  年　　 　 　月　　  　　日

お客様

　お名前

　ご住所

　電話番号

販売店名

1. ユーザーズガイド等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した
場合には、本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。当社が
無償にて修理いたします。

2. ご転居やご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼にな
れない場合には、当社へご相談ください。

3. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
（イ） 使用上の誤りや、お客様による修理や改造による故障および損傷
（ロ） お買い上げ後の落下等による故障および損傷
（ハ） 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障およ

び損傷
（ニ） 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の保証および

損傷
（ホ） 本書の提示が無い場合
（ヘ） 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字

句を書きかえられた場合
（ト） 本体の消耗・摩耗・損傷・紛失
（チ） 本体同梱付属品の消耗・摩耗・損傷・紛失

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This Warranty is valid only in 
Japan.）

5. 本書は再発行しませんので、紛失しないように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のお約束をするものです。
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制限するものではありません。

＜アフターサービスについて＞
■ 保証書：保証書は、販売店名・お買い上げ年月日などの記入をお確かめの上、販売店
よりお受け取りください。また、保証規定の内容をよくご覧の上、大切に保管してく
ださい。

■ 修理に出されるときは：保証期間中は、保証書に記載されているものについては、無
償で修理いたします。ただし、本書に記載の、安全および使用に関する注意事項を無
視した上での故障や破損、無断で分解・改造を加えた場合などは、有償となる場合が
あります。また、保証期間を過ぎた場合も有償での修理となります。

■ 廃棄について：本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の指示に従っ
て行ってください。

■ お問い合わせ：アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お
買い上げいただいた販売店または当社までお問い合わせください。

保証書 保証規定

 販売店様へお願い 保証書の空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日を
ご記入くださいますようお願いいたします。

● お使いになる前に必ずお読みください。
● ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた
め、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。

● 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。
■危険、警告、注意について

● 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

安全上のご注意

警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

禁止 指示「してはいけないこと」を意味しています。 「必ずすること」を意味しています。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

ユーザーズガイド

2015-①

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」
内容を示しています。

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「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」
内容を示しています。

本製品の使用により､痛みや違和感､不快な症状などを感じたとき
は使用を中止し、すみやかに医師にご相談ください。
使用を続けると、けがや事故の原因となります。
使用前に破損がないか、十分確認してください。
破損があったまま使用すると、事故やけがの原因となります。
液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、す
ぐに洗い流してください。
そのまま放置すると、皮膚に障害が残ることがありますので、す
ぐに大量のきれいな水で洗い流してください。
電池はお子様の手の届かないところに保管してください。
口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲
み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
破損した場合、破損が疑われる場合は、すぐに電源を切り、電池
を抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。
お手入れ前には、必ず電池を抜いてください。
感電や故障の原因となります。
電池の⊕⊖極を正しく入れ、新旧の電池や種類の違う電池をまぜ
て使用しないでください。
発熱や液もれ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。

危険
電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
失明や目に障害を負うおそれがあります。

本体の分解や修理・改造をしないでください。
けがや故障の原因となります。
浴室など湿気の多い場所、屋外での電池の交換、濡れた手での電
池の取り扱い・キャップの開け閉めをはしないでください。
感電・故障の原因となります。本体内部に水分が入ると、感電お
よび故障の原因となります。
お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届か
ない場所に保管してください。
誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
水に浸したり、浴室に置いたままにしないでください。
本製品は防滴構造になっており、「防水」にはなっていません。
浴室は高温多湿で、感電、故障の原因となります。
本体・本体開口部・電源ボタンにピンや針金などの先のとがった
金属物、鋭利な物を、入れたり刺したりしないでください。
防滴性能の低下、感電ややけど、火災や故障の原因となります。
本体や付属品に直射日光が当たったり、高温になる場所で使用、
保管はしないでください。
故障、発火、発煙、変色、変形の原因となります。
本体を故意に踏んだり、落としたり、たたいたり、強い力を加え
ないでください。
故障、火災、感電、けがの原因となります

裏面につづく▶▶

CU13-PLM
ヘッドリラクゼーション プルモ

注意
1回の使用時間は20分以内、同一か所への使用は4分以内とし
てください。
長時間使用すると体に悪影響をおよぼし、内蔵モーターの寿命を
早めます。
指定の電池（アルカリ乾電池）以外使用しないでください。
本機は充電式電池には対応していません。
アルカリ乾電池に記載されている注意書などをよく読み、注意に
従って正しく使用してください。
誤った使いかたをすると発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破
損や、けがの原因となります。

長期間使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。
液漏れによる本体の破損や、けが、火災の原因となります。
使い切った電池はすぐに取り出してください。
そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本製品を破
損させる原因となります。



各部の名称

お手入れのしかた

製　品　仕　様

品名 ヘッドリラクゼーション プルモ
品番 CU13-PLM
本体寸法 約φ78×185(H)mm（メインアタッチメン

ト装着時）
重量 約110g（電池含まず、メインアタッチメント装着時）
電源 単4形アルカリ乾電池×2本（別売）
動作モード ON／OFF（入／切）

１回の使用時間  20分以内

同一か所への 4分以内
使用時間
電池駆動時間 約3時間
防水性能 防滴（IPX4相当）
主な材質 本体：ABS

アタッチメント：PP
生産国 中国
付属品 ･サブアタッチメント

･ユーザーズガイド（保証書含む）

つかいかた

※商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

・ 浴室など高湿度の場所でのキャップの開け閉め、電池の取り扱いはしないでください。
・ 濡れた手で電池の取り扱いはしないでください。
 感電、故障、やけどの原因となります。本体内部は防滴加工されていません。
・ 電池の⊕⊖を正しく入れてください。
発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損、ケガの原因となります。

・ 必ず指定の電池を使用してください。
 使用する電池は、単4形アルカリ乾電池2本（別売）です。電池の種類・新旧を混合してセットしないでください。
 充電式電池には対応しておりません。
・ 使用済みの乾電池は、各自治体の指示に従って処分してください。

注意

警告

【浴室で使用されるときの注意】
・ 本製品を湯船の中に入れないでください。
・ 本製品に熱湯をかけないでください。
・ 使用後は浴室に放置せず、部屋で十分に乾燥させ
てください。
※乾燥させるために浴室乾燥機の風に当てない
でください。
熱による変形や変色、電池への悪影響、故障の
原因になります。ジョイント部

アタッチメントを取り付け
ます

キャップ

電源ボタン

1. キャップを反時計回りにまわして取りはずしてくだ
さい①。

2. 単4形アルカリ乾電池2本（別売）を入れてください②。
・ 電池交換のときは古い電池をはずしてください。

本体についた汚れは固くしぼった布などで軽くふきとってく
ださい。
・汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとってくだ
さい。
・お手入れをする前に必ず電池をはずしてください。
・シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などは使用しないでくだ
さい。
・アタッチメントのみ水洗い可能です。

ご使用および保管するときは
・アタッチメントを中性洗剤で洗い、よく乾燥させて常に清潔にして
ください。
・ 長期間ご使用にならない時は本体から電池をはずして保管してくだ
さい。
・ 浴室でご使用された後はお手入れをしてよく乾かしてください。

アタッチメント

本体

各種アタッチメント

メイン
（頭部用） （体用）

サブ

電池の入れかた・交換のしかた

本体は防滴構造になっ
ています
正しくキャップを取り付けた状態で、
濡れた手で触ったり、シャワーや水し
ぶきがかかる程度は問題ありません
が、水で洗ったり、水中に沈めたりす
ることはできません。

3. キャップを取り付けてください。
 キャップのマークを刻印の　 に合わせて取り付けて③、刻印の
　 方向に回してください④⑤。水の浸入を防ぐために最後まで
締めてください。

マーク マーク

マーク

マーク

刻印

① ② ③

④

⑤

1. キャップが正しく取り付けられていることを確認して
ください。

2. メインアタッチメントを取り付けてください。

・ 頭皮の異常を感じたら、すぐに使用を中止
してください。

・ 使用時間は、1回あたり20分以内、同一か所
への使用は4分以内にしてください。

 長時間の使用はモーターの寿命を早める原因にな
ります。

※ モーターは消耗します。消耗して動かなくなった
モーターは交換できません。ご了承ください。

注意

3. 電源ボタンを押してください。
 振動が開始されます。
4. アタッチメントを頭皮に当てて、やさしく本体を動か
してください。

 ・力を入れすぎないように注意してください。

5. 電源ボタンを押して、電源を切ってください。
 振動が止まります。
6. サブアタッチメントを取付けた場合はお好みの部分へ
ご使用ください。

7. お手入れを必ず行なってください。

・ 本製品は医療器具ではありません。
・ 本製品は洗髪用具ではありません。
 医学的な効果・効能を得るための物ではありません。
 本製品の使用により頭皮・毛髪に異常があった場合、当社は一切の責任を負いかねますので、ご本人様の責任でご使用ください。

※刻印から見て左が　 、右が　 になるように電池を入れてください。

※


