
このたびはAX-HPL102をお買上げいただき、誠にありがとうござ
います。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正し
くご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついていま
す。お読みになられたあとも、大切に保管してください。
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品番 AX-HPL102

モノルルド 
頭皮ニードル マッサージャー

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器



安全上のご注意

次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあ
ります。
・医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓［そく（塞）栓］症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種
皮膚炎、皮膚感染症
自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させ
ないでください。
けがの原因になります。
次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。
事故や健康を害するおそれがあります。

警告表示の意味

禁止を促す記号 強制を促す記号

この表示の欄は、「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。警告
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害
のみが発生する可能性が想定される」内容です。注意

ご使用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に必ず
お守りいただく事を説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生
じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

症状について

警告

1

・ペースメーカーなどの電磁障害
の影響を受けやすい体内植込み
型医用電気機器を使用している
人
・悪性腫瘍のある人
・心臓に障害のある人
・妊娠初期の不安定期または出産
直後の人
・糖尿病などによる高度な末しょ
う（梢）循環障害からくる知覚障
害のある人
・肌（頭皮を含む）に傷や湿疹、
はれもの等のある人
・安静を必要としている人や体調
がすぐれない人

・体温38℃以上（有熱期）の人
例：急性炎症症状［けん（倦）怠
感、悪寒、血圧変動など］
の強い時期、衰弱している
とき

・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、
捻挫、肉離れなど、急性［とう
痛症］疾患の人
・けんしょう（腱鞘）炎の人
・頭痛の人
・頭及び顔に疾患のある人
・その他、医療機関で治療中の人
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幼児やお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせた
りしないでください。
使用前にマッサージ部が破損した状態で使用しないでください。
使用前にマッサージ部が破損した場合は勝手に修理などせず、
お買い上げの販売店または製造販売元に連絡してください。
事故やけがの原因になります。
顔、のどには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。
マッサージ以外の用途に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
他の治療器と同時に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。
本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください
事故やけがのおそれがあります。
マッサージ部周辺にアクセサリーなどの装身具をつけて使用し
ないでください。
事故やけがのおそれがあります。
使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。
自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には、使用さ
せないでください。
事故やけがのおそれがあります。
使用前にマッサージ部に破損が無いか確認し、破損がある場合
使用を中止してください。
事故やけがの原因になります。

ご使用について

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に
相談してください。
健康を害するおそれがあります。
使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談して
ください。
事故や健康を害するおそれがあります。 
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安全上のご注意

電源について

充電ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
ショート・故障の原因になります。
コードや電源プラグなどが傷んだり、コンセントの差込みがゆる
いときは使用しないでください。
ショート・火災の原因になります。
お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてく
ださい。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
けがの原因になります。
ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター
本体を持って引き抜いてください。
ショート・発火の原因になります。
使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による漏電・火災の原因になります。
ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。
また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでく
ださい。

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

異常（故障）について

その他

故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝
手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。

MODEL No. 0015/1020Ⅱ

充電池について

本製品は充電式電池を内蔵しています。
火中投入、加熱、高温、低温下での充電や使用、放置をしない
でください。
発熱、発火、破裂の原因になります。
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浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
故障の原因になります。
マッサージ部を強く押し付けたりしないでください｡
故障・事故・けがのおそれがあります。
本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。
使い始めは1分程度をめどに弱い刺激でご使用ください。
初めからマッサージの刺激を強くすると、健康を害するおそれ
があります。
１回の使用は3分以内とし、1日の使用は1日2回、6分以内を
目処にご使用ください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原
因になります。
同一箇所への連続使用は避けてください。
必要以上の刺激は逆効果となり、けがの原因になります。
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
商品は、定期的に点検してください。
事故やけがの原因になります。

ご使用について

注意

収納時に充電ケーブルを本体に巻きつけないでください。
コードに負荷がかかり断線し、ショート・火災などの原因にな
ります。
充電ケーブル端子にピンやゴミを付着させないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
お手入れの際は必ず充電ケーブルを本体から抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。
充電ケーブルを抜くときは、コードを持たずに端子部分を持っ
て引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。
水のかかる場所で使用する際は充電口のキャップを閉めてくだ
さい。
故障の原因になります。
長時間ご使用にならないと機能が低下していきます。3ヶ月に
一度は充電を行ってください。
本体内の充電電池の故障の原因になります。

電源について
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梱包内容と各部の名称

充電ケーブル
差し込み口

台座

フレーム

電源ボタン

マッサージ部

ニードルブラシ

グリップ

B

本体側端子
ACアダプター側端子

充電口
充電コネクター

キャップ

5

梱包内容の確認

各部の名称

・本体 ・スタンド ・充電ケーブル・ACアダプター

開梱したら、ご使用になる前に
以下のものが揃っているか確認してください

ACアダプタースタンド

充電ケーブル

［正面］ ［側面］

付属品

本体
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●本製品はリチウムイオン充電池を内蔵しています。
●廃棄される際は各都道府県、市区町村の指示にしたがってください。

●マッサージ部についた汚れを、全体を固くしぼった布などで拭きと
ります。
•汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などで拭きとり、乾
いた布でから拭きしてください。
•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。

●汚れやホコリを取った後、箱などに入れて直射日光をさけ、湿気の
少ないところに保管してください。
●コード類はねじれをほどいて保管してください。

使用後は、ニードルブラシの
汚れと水分を軽く拭き取って
から、専用スタンドに立てて
収納してください。

※スタンドに充電機能はありません。

付属スタンドの使い方

使いかた

お手入れ・保管について

廃棄について

スタンド

●充電残量がある場合は、止まるまで何回か使用して電池を使い
きってください。

注意

●本体を完全に水没させての
洗浄は絶対に行わないでく
ださい。

注意








