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型番 CESSPAB2

● 安全上のご注意

！ 警告

必ずお守りください

禁止（してはいけない内容）を示します。

強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

！ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又
は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

改造しない。修理技術者以外の
人は分解・修理しない。
（火災・感電・怪我のおそれ）

異常があるときはすぐに電源プ
ラグを抜いて使用を中止する。
（感電・漏電・ショートや火災
のおそれ）

!

!

使用中痛みや不調を感じた時、
使用後肌に異常を感じた時は、
直ちに使用を中止し、専門医に
相談する。（体調不良のおそれ）

!

次のような方は医師と相談の上
使用する。
・心臓に疾患のある方・急性疾
患の方・有熱性疾患の方・血圧
異常の方・悪性腫瘍のある方
・感染症疾患の方・伝染性疾患
の方・てんかんの方・糖尿病の
方・骨粗鬆症の方・毛細血管拡
張を起こしている方・出産直後
の方（体調不良のおそれ）

電源は交流 100V で定格 15A
以上のコンセントを単独で使
う。
（火災・感電の原因）

子供だけで使わせない。乳幼児
に使わない。幼児の手の届くと
ころで使わない、置かない。
（感電・怪我・やけどのおそれ）

落としたり投げつけるなど衝撃を
与えない。
（破損、発熱、事故、ケガのおそれ）

サウナや岩盤浴などへ持ち込まな
い。
（発火や火災の原因）

電源プラグの刃や取り付け面に
付着したほこりはよくふきと
る。
（火災の原因）

お手入れの際は電源プラグをコン
セントから抜く。
（感電・怪我のおそれ）

USB ケーブルやコネクタが傷ん
だ時、差し込みがゆるい時は使用
しない。
（ショートの原因）

野外など風雨にさらされる場所に
置かない。
（感電・ショートのおそれ）

電源コードを傷つけたり、破損さ
せたり、加工したり、無理に曲げ
たり、引っ張ったり、ねじったり、
束ねて使用しないでください。
また重い物を載せて使用しないで
ください。
（電源コードが破損し、火災・
感電の原因）

使用しない時は電源プラグを
コンセントから抜く。
（感電・漏電火災の原因）

本体の中で異物が動く音がする
ときは使わない。
（感電・発火・怪我のおそれ）

電源プラグに水をかけたり
水洗いしない。
（感電・漏電・ショートのおそれ）

自分の意思表示ができない人だけ
で使わない。
（事故・ケガのおそれ）
業務用として使用しない。不特定
多数の人で使わない。
（故障・感染症の原因）

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を
負う可能性 が想定される内容、または物的損害の発生が想定
される内容を示しています。

電源プラグを抜くときはコード
を引っ張らない。
（感電・ショートのおそれ）

本体に USB ケーブルを巻き付け
ない。ケーブルを束ねて使用しな
い。（ショートの原因）

次のような部位には使用しない。
・顔・頭部・傷・湿疹・腫れ物
・化膿性疾患のある場所
・くるぶし・ひざ・ひじ・のどぼ
とけ・心臓の近く・脇下・局部
（事故や体調不良のおそれ）

!

！ 注意

ケーブルを傷つけない。無理に曲
げない・ねじらない・引っ張らな
い・重いものをのせない・熱いも
のにちかづけない・はさみこまな
い・加工しない・束ねたまま使用
しない。
（火災・感電のおそれ）

次のような方は使用しない。
・アレルギー体質の方・皮膚が敏
感な方・化学繊維でかぶれた経験
のある方・皮膚病、アトピー性皮
膚炎の方・皮膚炎や過度の日焼け
など、皮膚に異常のある方・皮膚
感覚の弱い方・神経皮膚知覚障害
のある肩・メタルシリコンなど埋
め込み手術を受けた方・薬（風邪
薬、睡眠薬、抗凝固剤など血液が
固まりにくくなる薬）を服用され
た方・体調がすぐれない方・飲酒
をされた方・妊娠中の方
（体調不良のおそれ）

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、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のものです。また、
危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをする
と生じることが想定される内容を、
「警告」「注意」の２つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

!

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又
は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

!

ご使用前に、ブラシの状態
（変形・破損・取り付け状態）
を確認する。
（肌を傷つける原因）

!

身につけているアクセサリーや
貴金属は外して使用する。
（事故やトラブルの原因）

体のお手入れ以外で使用しない。
（事故・ケガのおそれ）

通電したままにしない。
（事故・ケガのおそれ）

ドライヤーやファンヒーターで
乾燥させない。
（故障・変形の原因）

!

使い始めや敏感肌の方は毎日
使わず回転スピードをゆるめ
体調を確認しながら使用する。
（体調不良や肌トラブルの原因）

!
!

髪の毛や体毛が絡まらないよう
注意する。
（体調不良や肌トラブルの原因）
ご使用のたびにブラシ類のお手
入れをする。
（体調不良や肌トラブルの原因）
ブラシ類を外した状態で電源を
入れない。
（事故・ケガのおそれ）
乳幼児・ペットに使用しない。
（事故・ケガのおそれ）
お手入れに、ベンジンやシン
ナーなどの溶剤や薬品類、柑橘
系の洗剤、磨粉を使用しない。
（故障の原因）

公開用
保証期間：購入日から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 仕様

サイズ
重量
電源
使用可能時間
充電時間
回転モード
防水機能
内容品

ぬれた手でケーブルの抜き差し
をしない。
（感電・ショートのおそれ）

!

本体を水につけない。
浴室など湿気の多いところで
保管しない。
（ショートの原因）

USB ケーブルは必ずゆとりを
持たせて使用する。
（ショートのおそれ）

タコ足配線など配線器具の定格
を超える使い方はしない。
（発熱・火災の原因）

!

目安となる充電時間を超えても
充電完了しない場合は使用をや
める（火災・故障の原因）

外装をはがしたり、傷つけたりし
ない
（ショート・発火の原因）

温度の高くなる場所（車の中など）
に放置しない。
（故障・発火の原因）

① 充電/準備する

横80×縦370×高さ58(mm)
約271g（ブラシ類含まず）
USB 5V/1A以上
約３時間（使用状況により変わります）
3〜5時間
早モード/遅モード
生活防水
本体、持ち手棒、ブラシ（大）、ブラシ（小）、
カカトブラシ、ゴムブラシ（太）、
ゴムブラシ（細）、充電ケーブル（100cm）、
日本語説明書

ブラシ（大）

カカトブラシ

ゴムブラシ（太）

電源プラグ

充電ケーブルを挿し込むと、
左図の位置のインジケーター
ランプが赤色に光り、充電が
ON/OFF
始まります。充電が完了する
とランプが青色に光ります。
充電ケーブルを抜いて
インジケーターランプ
（充電中：赤 充電完了：青） キャップを戻してください。

左図のキャップを開けてく
ださい。キャップの下に電源
プラグがあります。

ブラシ取り付け部

ブラシ取り付け部

本体の裏とブラシ類の裏には本体とブラシを接続する
ための取り付け部があります。

本体

持ち手棒

本体とブラシの位置を合
わせてブラシ類を本体に
取り付けてください。

持ち手棒を本体に挿し込みます。カチッと音がするま
で挿し込んでください。

ゴムブラシ（細）

持ち手棒

※USB ACアダプタは別売りです。

直射日光の当たる所で
使用したり保管しない
（故障・変形の原因）

FAST/SLOW

本体

充電ケーブル

!

充電は 5℃〜 35℃の環境で行う
（発火・発熱・破損のおそれ）

柑橘系・スクラブ入り・ピーリ
ング作用のあるボディーソープ
や石鹸などを使わない。
（故障・変形の原因）

② ブラシを取り付ける

充電ケーブルを電源
プラグに挿し込みます。

ブラシ（小）

ボディーソープや石鹸などが
ついたまま放置しない。
（劣化や肌トラブルの原因）

●持ち手棒を外す時
持ち手棒のボタンを押し
ながら抜くと、持ち手棒
を外すことができます。

充電ケーブルの反対側
を USB AC アダプタ
（別売）に挿し込みます。

持ち手棒
（ボタン）

取り外す際はブラシと
本体を持ち、垂直に上へ
引っ張って外してくださ
い。
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③ 電源を入れる、切る/速度を変える

FAST/SLOW

ON/OFF

電源
ボタン

● ブラシのお手入れ

■電源を入れ方
本体の「ON/OFF」
と書かれた電源ボタンを
一度押してください。

ボタンを押すとインジケー
ターランプが赤色に点灯
します。

FAST/SLOW

ON/OFF

インジケーターランプが赤色
回転
ボタン に光りましたら、
「FAST/SLOW」と書かれた
回転ボタンを押してください。
インジケーターランプが青色に
点灯し、ブラシが回転します。
洗う時は、スポンジにボディ
ソープなどを染み込ませ背中
などに当てて体を洗ってくだ
さい。

FAST/SLOW

回転
ボタン

ON/OFF

■速度を変える

■ブラシを洗う

ブラシの速度を変える場合
はブラシの回転中に、
回転ボタンを一度押してく
ださい。回転速度が変わり
ます。
回転ボタンを押すたびに、
低速→高速→低速→高速…
と交互に替わります。

本体からブラシを外し、
水道水で洗って
ください。
ブラシの外し方は
② ブラシを取り付ける
をご確認ください。

洗った後は水気を
拭き取り、風通しの良い
直射日光の当たらない場所
で乾燥させてください。

インジケーターランプの色
高速回転中：青色に点灯
低速回転中：青 + 赤色に点灯

■ゴムブラシを洗う

■電源を切る

FAST/SLOW

ゴムブラシのゴム
部分は外して洗うこ
とができます。

電源 電源を切る際は電源ボタン
ボタンを押してください。
インジケーターランプが
消灯し電源が切れます。

ゴム部分を外しましたら、
水道水で洗ってください。

洗い終わりましたら、風通しの良い直射日光の
当たらない場所で乾燥させてください。

※ブラシ類を洗う時は、ボディソープなどをお使
いください。
薬剤や洗剤は使用しないでください。

公開用
ON/OFF

ゴム部分

●故障かな？と思ったら●

● 本体のお手入れ

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りくださ
い。自動返信でご案内いたします。
※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよ
う設定の上ご送付ください。

まず、ゴム部分を
外してください。

ご注意

・内容品に記載している以外の物は付属しません。

・本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
・本体を水に浸さないでください。
・分解しないでください。

・落としたり強い衝撃を与えないでください。

・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。

・小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。

・異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
・仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

QR コードを読み取り、空メールを送信できます。

■本体を洗う
本体からブラシを外してください。持ち手棒を外し
てください。
外し方は① 充電 / 準備する
② ブラシを取り付ける
をそれぞれご確認ください。

さっと水で洗い、
乾いたタオルなどで
水気を拭き取ってくだ
さい。

水に浸さないで
ください。

直射日光の当たらない
風通しの良い場所で
乾燥させてください。

不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。
チバケン

ナラシノシ

アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328

（月〜金 10:00 〜 12:00 13:00 〜 18:00 土日祝日を除く）

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp
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