取扱説明書

Mot ion E ye

このたびは、
「NEWPEACE モーションアイ」
をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
本品はストレッチを目的としています（医療用機器ではありません）。
取扱説明書および本書中の「安全上のご注意」
（P.8 〜 12）をよくお読みのう
え、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書には保証書がついています。
「お買い上げ日、販売店名」など
の記入を必ず確かめ、お読みになられたあとも大切に保管してください。
※本品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。

株式会社 MTG
〒 453-0041
愛知県名古屋市中村区本陣通 4 丁目 13 番 MTG 第 2HIKARI ビル
https://www.mtg.gr.jp
［お客様相談室］
MTG 製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わ
せください。

0120-315-414

※携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
＜受付時間＞ 9：30 ～ 17：30（土・日・祝日・弊社休業日を除く）
●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
（株）MTG は、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご
相談内容を記録に残すことがあります。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。
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本品でできること
本品はエアによる膨らみを利用して、目の周りに圧力を加えます。
また、ヒーターにより目の周りを温めます。

エアセル

膨らんだりしぼんだりして、
目の周りに圧力を加えます。

ヒーター

約 39℃～42℃で温めます
（使用環境により、
温度が若干異なります）。

電源／コース切替ボタン

操作部

コースランプ
電源ランプ

3

コースについて
電源／コース切替ボタンを押すたびに、以下のようにコースが切り替わり
ます。音ありのコースでは、内蔵の音楽が流れます。
・ 音なしのコースのとき、お手持ちの Bluetooth 再生機器と接続すれば、音源を再生す
ることもできます。
2 秒長押しで電源オン

ボタンを押した際の音で
コースが分かります。
ピッ
：NIGHT コース
ピピッ ：DAY コース
ピピピッ ：WARM コース

ピッ

NEWPEACE Motion Eye 動作中
NIGHT

NIGHT

DAY

DAY

WARM

WARM

（音あり） ピッ （音なし） ピピッ （音あり） ピピッ （音なし）ピピピッ（音あり）ピピピッ（音なし）

ピッ
ピーッ

10 分経過、または
2 秒長押しで電源オフ
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NIGHT

就寝前のご使用を目的としたコースです。
エアセルとヒーターの両方が動作します。

DAY

強めの圧力でのリフレッシュを目的としたコースです。
エアセルのみ動作します。

WARM

目の周りを温めるのを目的としたコースです。
ヒーターのみ動作します。

充電する
バッテリー残量が少なくなると、選択中のコースランプ（NIGHT/DAY/
WARM のうち 1 つ）が点滅しておしらせします。使用中の場合は、コース終
了後に充電してください。
端子（小 /micro-B）

AC アダプター

2

3

USB ケーブル

1
本体（畳んだ状態）底面

1
2
3

端子（大 /Type A）
電源端子

専用 AC アダプターに専用 USB ケーブルを接続する。
本体の電源端子に専用 USB ケーブルを接続する。
専用 AC アダプターをコンセントに差し込む。
電源ランプが白点滅：充電中
電源ランプが白点灯：充電完了

充電が完了したら、専用 AC アダプターをコンセントから、専用 USB ケーブ
ルを本体から抜いてください。
お好みの音楽を再生する
本品をお手持ちの Bluetooth 再生機器と接続すれば、音なしのコースのときに音源
を再生できます。
電源ランプが青点灯： 音源を再生できます。
電源ランプが青点滅： 音源を再生できません。
（音ありのコース選択中、または Bluetooth 未接続です）
・ 音量等の操作はすべて、お手持ちの Bluetooth 再生機器で行ってください。
・ Bluetooth 接続の方法は、お手持ちの再生機器の取扱説明書をお読みください。
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使用する
1

電源／コース切替ボタンを長押し（約 2 秒）する。

電源ランプが青点滅、NIGHT が白点灯し、
自動的に NIGHT
（音あり）コースが始まります。

2

電源／コース切替ボタンを押して、お好みのコースを選
択する。
NIGHT

NIGHT

DAY

DAY

WARM

WARM

（音あり） ピッ （音なし） ピピッ （音あり） ピピッ （音なし）ピピピッ（音あり）ピピピッ（音なし）

ピッ

ボタンを押した際の音でコースが分かります。
ピッ
：NIGHT コース
ピピッ ：DAY コース
ピピピッ ：WARM コース
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3

装着する。
操作部を右側にする
アジャスター

目を閉じて、ベルトを後頭部にかける。

本体を目の位置までずらす。

※ 目の周辺以外には装着しないでください。
※ 緩すぎる、またはきつすぎると感じた場合は、ベルトの長さをアジャスターで
調節してください。
※ ベルトの装着位置を上下にずらすと、ベルトの長さを変えなくても締め付け
がきつくなりますのでご注意ください。
※ メイクを落とさずに使用する場合、化粧品によっては本体内面（肌が触れる
側）に色が付く場合がありますのでご注意ください。

4

電源がオフになったら、本体を取り外す。

どのコースでも 10 分経過で
自動的に電源オフ
途中で電源オフにする場合
電源／コース切替ボタンを
2 秒長押しで電源オフ

※ ご使用後は、乾いた柔らかい布で本体内面（肌が触れる面）を拭いてください。
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安全上のご注意
ご使用の前に、必ずこの「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。
誤った使いかた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
誤った使いかたをすると、
「死亡または重傷
を負う危険が切迫して生じることが想定さ
れる」内容です。

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※の発生が想定される」内
容を示します。
※物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペッ
トに関わる拡大損害を示します。

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。
行為を強制したり指示したりする内容
を告げるものです。

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

次の禁止事項をお守りください。
• 本品に植込み型医療機器（心臓ペースメー
カーなど）を装着した方を近づけないで
ください（本品と 22cm 以上離してくださ
い）。
• 病院など、無線機器の使用が禁止された区
域では使用しないでください。
• 同じ施設内で医療機器を使用されている
場合は、医療機器の取扱説明書に従って、
本品と医療機器を適切な距離以上離して
使用してください。

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。
• 天然ゴムアレルギーの方
• 皮ふに知覚障害や異常（感染症、皮ふ炎や
傷など）のある方
• 顔や頭部の神経障害がある方
• 温度感覚喪失のある方
• 暗所恐怖症の方
• 目の手術をおこなった方（レーシック手術
など）や目を負傷している方
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• 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

• 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。

• 顔の皮ふの下に金属、プラスチック、シリ
コーンなどを埋め込んでいる方

• 本品は充電式電池を内蔵しています。火中
投入・加熱・高温環境下での充電・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。

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。
• アレルギー体質の方
• 妊娠中や出産直後の方
• 低温やけどをしたことのある方
• 紫斑になりやすい方
• 敏感肌の方
• 交通事故などによる頭部および眼科的後
遺症がある方
• 目の病気（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底
出血、飛蚊症など）や負傷のある方、あった
方、または疑いがある方
• 頭部の手術をおこなった方や頭部を負傷
している方
• 発熱（38℃以上）している方
• 安静を必要とする方
• 眼圧が異常の方
• その他医療機関で治療中の方
• 美容整形の施術、及び手術後の方
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。

次の禁止事項をお守りください。
• 子供には使用させないでください。事故や
肌・身体のトラブルのおそれがあります
（ただし、保護者または専門家の監督の元
で使用する場合を除く）。
• 眼鏡やコンタクトレンズを装着した状態で
使用しないでください。必ずコンタクトレ
ンズや眼鏡をはずしてから使用してくださ
い。
目や肌を傷つけるおそれがあります。

• コードを傷つけたり、破損したり、束ねた
り、加工しないでください。また、重いもの
をのせたり、引っぱったり、無理に曲げた
りしないでください。コードをいため、感
電や故障、火災のおそれがあります。
• 本品は防水仕様ではありません。水のかか
る場所・浴室などの湿気の多い場所では
保管・使用しないでください。事故や感電
のおそれがあります。
• 濡れた手で専用 AC アダプター、および専
用 USB ケーブル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。

次のような場合は、
コンセントから専
用ACアダプターを抜いてください。
事故や感電、発火などのおそれがあります。
• 充電中に水や異物が本体や専用 AC アダ
プター、専用 USB ケーブルに入ったり、か
かったりした場合
• 雷が鳴り出した場合
• 停電になった場合
• 専用 USB ケーブルのコードが損傷または
断線した場合
• 充電が完了した場合

次の注意事項を守って使用して
ください。
事故や感電、発火などのおそれがあります。
• 電源プラグは根元までしっかり差し込ん
でください。また、接触不良になりやすい、
ゆるくグラグラするコンセントで使わな
いでください。
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• 専用 AC アダプター、および専用 USB ケー
ブルのほこりなどは、乾いた布で拭くなど
して定期的に清掃してください。

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、事故やケガにつながる
おそれがあります。

• 使用中に本体から異臭、異音がする場合
は、ただちに使用を中止してください。

• 他の電気製品・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。

次の注意事項を守って使用して
ください。
• まつ毛用エクステンションやつけまつ毛
は落としてから使用してください。目や肌
を傷つけるおそれがあります。
• 目を閉じた状態で使用してください。目を
傷つけるおそれがあります。
• 使用中に熱く感じた場合、ただちに使用を
中止してください。やけどのおそれがあり
ます。

注意
次の禁止事項をお守りください。

事故やケガ、破損、汚れなどのおそれがあり
ます。

• 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。
• 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。
• 運動中や自動車などの運転中は使用しな
いでください。
• 本品を使用したまま就寝しないでくださ
い。また、寝た姿勢で使用しないでくださ
い
• 本品を使用中、他の作業をしないでくださ
い。
• 本品を装着したまま移動しないでくださ
い。移動するときは必ず目周辺から外し、
視界を確保してください。
• 落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないで
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• 高温の場所や火気の近くで使用しないで
ください。
• 周囲の安全が確認できない場所では使用
しないでください。

次の禁止事項をお守りください。
事故や感電、発火などのおそれがあります。
• 本品は屋内専用です。屋外での保管・使用
はしないでください。屋内であっても火や
熱器具のそば、ほこりっぽい場所では保
管・使用しないでください。
• タコ足配線をしないでください。

次の注意事項を守って使用して
ください。
事故や感電、発火などのおそれがあります。
• お手入れの際は必ず専用 AC アダプター
をコンセントから、専用 USB ケーブルを
本体から抜いてください。
• 専用 AC アダプターをコンセントから抜
くときは、専用 USB ケーブルを持たず、必
ず専用 AC アダプター本体を持って抜い
てください。
• 長期間使用しない場合は、コンセントから
電源プラグを抜いてください。
• 本品を移動させるときは、電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。

次の注意事項を守って使用して
ください。
• 使用中または使用後に次のような異常を
感じたときは使用を中止し、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。
（痛
み、不快感、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、や
けど、炎症、吐き気、めまい、気絶など）

1. 本品を使用する前に、近くで「他の無線
局」が運用されていないことを確認し
てください。

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

2. 万一、本品と「他の無線局」との間に電
波干渉が発生した場合には、本品の使
用場所を速やかに変えるか、または本
品の運用を停止（電波の発射を停止）し
てください。

• Bluetooth 機器から音源を再生するとき
は、適切な音量に設定してください。大き
な音量で聞き続けると、聴力に悪影響を与
えることがあります。
• 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。
• 本体の充電には、
専用 AC アダプター、
およ
び専用 USB ケーブルを使用してください。
それ以外のアダプター、ケーブル等を使用
すると、
故障や発火のおそれがあります。

3. 不明な点やその他お困りのことが起き
た場合は、
（株）MTG お客様相談室まで
お問い合わせください。
• この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。
変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、
与干渉距離は 10m です。

2 .4FH 1

• 本体や専用 USB ケーブルを引きずって移
動しないでください。故障したり、机や床
などを傷つけたりするおそれがあります。

• IC カードなど他の通信媒体や金属、磁石
など磁界を発生させるものを近づけない
でください。故障やデータ破損の原因にな
ります。

• 本体を広げるときに指を挟まないように
してください。ケガのおそれがあります。

• 本品を使用する前に、接続する機器の取扱
説明書をよくお読みください。

本品の 2.4GHz 通信機能使用上
の注意
• 本品の無線通信機能は、日本国内規格に準
拠し、認証を取得しています。本体を改造
したり、本体記載の認証番号を消したりし
ないでください。電波法に抵触するおそれ
があります。

• 利用可能なチャネルは国により異なりま
す。ご利用の国によっては、電波使用が制
限されている場合があります。その国／地
域の法規制などの条件を確認の上、ご利用
ください。
• Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、
Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で
あり、株式会社 MTG はこれらのマークを
ライセンスに基づいて使用しています。

• 本品の使用周波数は 2.4GHz 帯です。この
周波数帯では、電子レンジや他の産業・科
学・医療用機器以外にも、他の同種無線局、
工場の製造ライン等で使用される免許を
要する移動体識別用構内無線局、免許を要
しない特定の小電力無線局、アマチュア無
線局等（以下「他の無線局」と表記します）
が運用されています。
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充電についてのご注意
• 専用 AC アダプターに専用 USB ケーブル
の USB 端子を差し込んで使用してくださ
い。無理な抜き差しは本品が故障するおそ
れがあります。
• お買い上げ後はじめて充電する場合はフ
ル充電してから使用してください。
• 充電時間の目安は約 6 時間です（室温約
23℃において）。はじめて充電する場合や
長期間使用しなかった場合は、充電時間が
長くなります。
• 充電中は電源を入れても動きません。専用
AC アダプター、および専用 USB ケーブル
を取り外してからご使用ください。
• パソコンや他の機器の USB 端子では充電
しないでください。充電時間が不安定とな
り、故障するおそれがあります。
• 専用 AC アダプターや専用 USB ケーブル
を他の製品に使用しないでください。

内蔵電池について

使用上のご注意
• ベルトを少し緩めにして装着してから、お
好みに合わせて調節してください。圧力が
強いと痕が付く場合があります。使用中に
圧力が強いと感じたときは、ベルトを緩め
てください。
• 本体を装着する前にコースを選択してく
ださい。
• コースを途中で切り替える場合は、本体を
外してから操作してください。
• ヒーター付きのコースの場合は、約 1 分で
温かさを感じることができます。
• コースを途中で切り替えた場合もオフタ
イマーは引き続き動作し、電源投入から
10 分後に自動的に電源オフされます。

• 内蔵電池は消耗品です。

• 熱い、または気分が悪いと感じたら、すぐ
に本品を頭部から外してください。

• 内蔵電池の劣化によって使用回数は減少
します。

ご使用の目安

• 充電しても使用時間が極端に短い場合や
充電が完了しない場合は、内蔵電池の寿命
の可能性があります。充電可能な回数の目
安は約 300 回です（内蔵充電池の寿命は使
用・保管状況などにより大きく変化しま
す）。
• 充電完了した状態、または内蔵充電池の減り
が少ない状態で再充電を繰り返すと、内蔵充
電池の寿命が低下することがあります。
• 内蔵電池の交換は（株）MTG お客様相談室
にお問い合わせください。ご自分で行うと
故障の原因になります。
• 長期間使用しない場合は、本品をフル充電
してから保管してください。また 3 か月ご
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とを目安に本品を動作させて、再度充電し
てください。内蔵充電池は未使用時も少し
づつ放電しているため、長期間充電しない
でおくと過放電が起こり、充電ができなく
なることがあります。

ご使用は、1日1回までとしてください。
初めて使用するときは「NIGHT コース」
を選択し、短時間で使用してください。慣
れてきてからお好みのコースを選択して
ください。
• 一定時間目を閉じるため、使用後しばらく
の間は目がかすむ可能性があります。目の
かすみが治るまで、安静にしてください。

お手入れ方法
汚れた場合は、以下の方法でお手入れし
てください。

生地パッド、ベルト
1 ぬるま湯で 3 ～ 5％に希釈した中性洗
剤に柔らかい布をひたし、よく絞って
汚れた部分の表面をたたくように拭き
取ってください。
2 水で濡らした布をよく絞り、洗剤を拭
き取ってください。

• 本品はリチウムイオン電池を使用してい
ます。本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貴重な資源です。
内蔵電池を取り外し、端子にテープなどを
貼り付けて絶縁してからお買い上げの販
売店またはリチウムイオン電池のリサイ
クル協力店にお持ちください。

3 風通しの良い日陰で自然乾燥させてく
ださい。
• 必ず本体の電源を切って、専用 AC アダプ
ターをコンセントから、専用 USB ケーブ
ルを本体から抜いた状態でお手入れして
ください。
• 本体は水洗いしないでください。
• 中性洗剤以外の洗剤や除菌・消臭スプレー、
衣類・布製品用消臭剤を使用しないでくだ
さい。
シミになるおそれがあります。

内蔵電池の取り外し方
ここでの説明は、本品を破棄するための
説明であり、修理用の説明ではありませ
ん。分解した場合、修復は不可能です。
• 内蔵電池の液漏れや発熱によるやけどに
十分注意して取り外してください。

• 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。

• 部品の角などでケガをしないよう十分に
注意して取り外してください。

• 本体に化粧品などが付着した場合は、すぐ
にふき取ってください。部品が変形・変色
する場合があります。

• 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。

保管方法

1 図の位置に先の平たい棒などを差し込
んで、本品右側の生地パッドを取り外
します。

• 高温・多湿の場所（浴室・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。

2 プラスドライバーでネジ 4 本を取り外
します。

• 小さなお子様の手の届くところやペット
の近くに保管しないでください。

3 特殊ネジで固定された部分を破砕し、
フロントパーツを取り外します。

• 火気の近くで保管しないでください。

4 ネジ 4 本を取り外し、基板を外します。

廃棄方法

5 ネジ 1 本を取り外し、電池カバーを取
り外します。

• 各自治体が指定している廃棄方法に従っ
てください。

6 電池を取り出してから、基板とつな
がっているリード線を引き抜きます。

• 本品の生地が破れていたり、傷や亀裂が
入ったりした場合は使用を中止して廃棄
してください。
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●

1

2 特殊ネジは取り外し不可

4

3

5

●

重量

●

電源方式

異常がある場合はただちに使用を中止
し、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。

製品仕様・使用条件
商品名
NEWPEACE Motion Eye
（ニューピースモーションアイ）

●
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●

品番

●

本体サイズ
使用時：約 220mm × 80mm × 110mm
収納時：約 110mm × 80mm × 150mm

WE-AA00A

●

使用サイズ

頭囲約 64cm まで

充電式

●

推奨使用環境温度

●

充電時間

●

オートタイマー

●

Bluetooth
バージョン：Bluetooth Ver. 5.0
使用周波数帯域：2.4GHz 帯
対応プロファイル：a2dp
通信距離：約 10m
対応コーデック：SBC

●

材質
本体：ABS 樹脂、ポリカーボネート
外側生地：ポリエステル 100%
内側：ポリウレタン 70%、ポリエステル 30%
ベルト：ポリエステル 69%、ラテックス（天
然ゴム）31%

●

同梱品
本体、専用 AC アダプター、専用 USB ケー
ブル（付属品：取扱説明書）

リード線を抜く

故障かな？と思ったら

約 310g（本体のみ）

使用蓄電池
リチウムイオンポリマー電池
（DC3.7V 1150mAh）

6-1 カバーを外す
6-3

0.2A

●

6
6-2 電池を取り出す

定格（AC アダプター）
入力 AC100-240V 50/60Hz
出力 DC5.0V 1.0A

気温：5 ～ 35℃

約 6 時間
約 10 分

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。

●

製造元

保証・アフターサービス
■ 保証について

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載さ
れております。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後、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故障した場合には、
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本書をご持参、
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。

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）本書の提示がない場合
ヘ）本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
3. 保証書は日本のみ有効です。
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。
※ 免責事項について
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。

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
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