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取扱説明書 保証書付 保管用保証書付

このたびはAX-KX511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。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
　ご了承ください。



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
くことを次に説明しています。

安全上のご注意
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下記の人は使用しないでください。
・顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人
・骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
・熱さを自覚できない人
・交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある人
・強度の近視の人〈－6D以上（不明な場合は医師にご確認いただくか、コンタクトレンズの
パッケージの記載をご確認ください）〉
・目の病気（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）のある人、またはあった人
・目の手術をおこなった人（レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください）
事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合、失明の原因になります。

禁止

この表示の欄は、「損害を負
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。

強制を促す記号

警告表示の意味
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。

警告表示の意味
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。

「警告」や「注意」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、「損害を負う可能
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

強制を促す記号禁止を促す記号

警告

下記の場合は使用しないでください。
・体調のすぐれないときや発熱の場合
・肌に傷や湿疹、はれものなどのある場合
・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合
肌や身体のトラブルの原因になります。

禁止

乳幼児の手の届く場所には保管しないで
ください。また、使用させないでください。
事故やけがの原因になります。

禁止

ぬれた手でコネクターや端子、アダプター
を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。

禁止
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浴室や湿気の多い所で使用したり、保管し
ないでください。また、水のかかりやすい所
（洗面台の上など）に置かないでください。
感電や火災の原因になります。

禁止

下記の人は使用しないでください。
・アレルギー体質の人
・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
・敏感肌の人
肌や身体のトラブルの原因になります。

禁止

USBケーブルを傷つけたり、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。
また、重いものを乗せたり、挟み込んだり
しないでください。
感電やショートによる火災などの原因になります。

禁止

妊娠中の人は使用しないでください。
ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの
原因になります。

禁止

ACアダプターのプラグにほこりが付着し
ないように定期的に掃除してください。
湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

必ず
守る

本体は水につけたり、水洗いしないでください。
感電やショートによる火災などの原因になります。禁止

直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近く
など、高温のところでは保管しないでください。
火災・故障の原因になります。

禁止

高温のところで充電、使用はしないでください。
発火や発熱、やけどの原因になります。禁止

掃除の際は、必ずUSBケーブルを本体か
ら抜いてください。
感電やけがの原因になります。

必ず
守る

改造・修理はしないでください。
火災・感電・けが・故障の原因になります。分解

禁止

収納時にUSBケーブルを本体や充電池に
巻きつけないでください。
コードに負荷がかかり断線し、ショートによる
火災などの原因になります。

禁止

USBケーブル端子にピンやゴミを付着させないでください。
感電やショートによる火災などの原因になります。禁止

落としたり、ぶつけたりしないでください。
けがの原因になります。禁止

目もと以外には使用しないでください。
禁止

本体を装着中、他の作業はしないでください。
思わぬ事故につながります。禁止
USBケーブルを抜くときは、コード部分を持
たずに必ず端子を持って抜いてください。
感電やけがの原因になります。

必ず
守る ACアダプターや充電池は付属品のものを使

用してください。付属のACアダプターや充電
池は他の製品には使用しないでください。
故障や事故の原因になります。

必ず
守る

つけまつげは、かならずはずしてください。
目を傷つけたり炎症の原因になります。必ず

守る

注意

警告
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各部の名称

付属品

USBケーブル

ACアタプター
充電池

（充電式リチウムイオン電池）携帯用ポーチ

本体カバー

本体

コネクター

ゴムバンド

ファスナー
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ご使用前の準備

端子（小）

充電池

1
STEP コンセント又はパソコンから充電池へ充電を開始します

充電のしかた

ACアタプター

端子（大）
端子（大）

USBケーブル

USBケーブル

端子（小）
充電池

・UBSケーブルの端子（小）を充電池に、端子
（大）をACアダプターに差し込み、ACアタプ
ターをコンセントに差し込んで充電を開始し
ます。

・UBSケーブルの端子（小）を充電池に、端子
（大）をパソコンに差し込んで充電を開始し
ます。

パソコン

●本機は単3アルカリ電池（3本）またはニッケル水素電池（3本）のご使用を推奨致します。（電池によ
り使用時間が短縮される場合があります。ご注意ください）
●ニカド充電池、ニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）、リチウムイオン乾電池、マンガン乾電池は
使用しないでください。
●電池は誤った使い方をすると破裂や発火、液漏れによる機器の腐食や衣服や手を汚す原因となる場
合があります。また、使用後の電池の廃棄についてはそれぞれの地域の条例に従ってください。
●電池交換は3本を同時に行い新旧電池の混用や種類の異なる電池の併用は避けてください。
●極性（プラス・マイナス）の向きを正しく入れてください。
●使えなくなった電池は直ちに取り出してください。
●漏れた液が目・皮膚・衣服についたときはすぐに水で洗い直して医師にご相談ください。

●電池の取扱いについて

（コンセントから充電） （パソコンから充電）
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ご使用前の準備

2
STEP

充電池の充電完了を確認します

※充電にかかる時間は、充電の残り状況や
環境によって異なります。

・充電にかかる時間は、付属のACアダプターの
場合約3時間、パソコンの充電での場合約5時
間です。

・充電が完了（満充電）すると、青ランプの4つ目
が点滅から点灯に変わります。

電源ボタン

青ランプ

端子（大）差し込み口

※充電の残量を確認するときは、電源ボタンを押してください。残量が残っている場合、約5秒間青ランプで
残量が表示されます。
※充電した充電池は、使わなくても少しずつ放電しています。充電後、長期間間があいた場合はご使用前に再
度充電してください。

（充電の残量の確認のご注意）

（ご注意）
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使いかた

1
STEP

USBケーブルの端子（小）を本体
のコネクターに差し込み、端子
（大）を充電池に差し込みます

2
STEP

充電池の電源ボタンを押すと電源
ランプ（赤色）が点灯し、本体が
温かくなります

3
STEP

ゴムバンドを後頭部に巻き、目もとにそっとあて、
使用します

4
STEP

使用を終了するときは電源ランプ（赤色）が消える
まで、電源ボタンを長押し（約2秒）してください

充電池を使う場合

※本体にはタイマーが内蔵されており、約10分経過すると自
動的に停止して、電源ランプはその後約1分後に消えます。

コネクター

電源ボタン

端子（大）
差し込み口

電源ランプ（赤色）

端子（小）

端子（大）

充電池

USBケーブル
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使いかた

1
STEP

USBケーブルの端子（小）を本体
のコネクターに差し込み、端子
（大）をACアダプターに差し込
み、ACアダプターをコンセントに
差し込みます
本体が温かくなります

2
STEP

使用を終了するときはACアダプターをコンセントから外します

コンセントを使う場合

※本体にはタイマーが内蔵されており、約10分経過すると自動的に停止します。

1
STEP

USBケーブルの端子（小）を本体
のコネクターに差し込み、端子
（大）をパソコンに差し込みます
本体が温かくなります

2
STEP

使用を終了するときはUSBケーブルをパソコンから外します

パソコンを使う場合

※本体にはタイマーが内蔵されており、約10分経過すると自動的に停止します。

端子（大）
パソコン

ACアダプター コネクター

端子（小）

端子（大） USBケーブル

コネクター

端子（小）
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お手入れのしかた

1
STEP USBケーブルの端子（小）を

コネクターから外します 2
STEP コネクターを、引っ張り防止ゴムから外

し、本体カバーのファスナーを開けます

注意
本体カバーを洗濯する際は、かならず
ファスナーを閉めてください。

USBケーブルの
端子（小）

コネクター

本体

本体カバー

ファスナー

コネクター

引っ張り防止ゴム

●USBケーブルは必ず外してください
●本体は絶対に水洗いしないでください
　・水に浸した布をよくしぼり、ふき取る。
　・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
　故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

本体

本体カバーの外しかた

4
STEP 本体カバーは縫い付けている洗濯絵表示にしたがって

洗ってください

3
STEP

本体カバーから本体を取り出します



お手入れのしかた

電池のリサイクルについて
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地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってください。

リチウムイオン電池はリサイクルへ

1
STEP

本体に本体カバーをかぶせます

2
STEP

ファスナーを閉め、引っ張り
防止ゴムにコネクターを通し
て固定します

本体

本体カバー

ファスナー
コネクター

引っ張り防止ゴム

この製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。ご使用済み製品
の廃棄に際しては一般家庭ごみとして廃棄せず、リサイクルへご協力ください。

本体カバーの取りつけかた
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仕様

故障かなと思ったら
修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に
修理を依頼してください。
絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

調べるところ症　　状

温かくならない

使用中に停止する

10分以上電源ランプが
ついたままになっている

●USBケーブルと本体やパソコン、ACアダプターや充電池とが
しっかり接続されていますか？
●充電池の残量不足ではありませんか？

●充電池の残量不足ではありませんか？
●約10分でタイマーが働き、自動停止し、ランプが消えます。
　異常ではありません。
●使用を中止して、お買い上げの販売店に修理を依頼してくだ
さい。

タイマ ー 約10分自動オフ

サ イ ズ

：（約）W195×L90×H15（ｍｍ）
：（約）W  75×L33×H24（ｍｍ）
：（約）W200×L35×H110（ｍｍ）
： 約1ｍ

本 体 サ イ ズ
充 電 池
携帯用ポーチ
USBケーブル長さ

ACアダプター ： AC100V 50/60Hz 200mA
： DC5V 1A

入力
出力

充 電 池 ： DC5V 1A
： DC5V 1A

入力
出力

生 産 国 中国

素 材 本体：ウレタンフォーム
本体カバー：品質表示タグ参照

使用環境温度 0～40℃

重 さ 本体：約50g

商 品 名 ルルド めめホットチャージ
品 番 AX-KX511




