
電気刺激が途中で止まる

10分以上使用していませんか？
タイマーが働き、自動停止しますが故障ではありません。

ジェルシートが肌に密着していますか？
左右の粘着面と肌の間に隙間がないように貼り付けてください。

ジェルシートの粘着面がゴミやホコリで汚れていませんか？
ジェルシートのお手入れに従って粘着面を洗浄してください。

電気刺激が強い

レベル設定が高くありませんか？
－ボタンを押し、レベルを下げてください。

電気刺激を感じない

電源は入っていますか？
電源ボタンを押してください。

ジェルシートが肌に密着していますか？
左右の粘着面を肌に密着させてください。
ジェルシートの粘着面が傷んでいませんか？
新しいジェルシートに交換してください。
ジェルシートの粘着面がゴミやホコリで汚れていませんか？
ジェルシートのお手入れに従って粘着面を洗浄してください。

ジェルシートが本体から外れていませんか？
2ヶ所の電極を確実に取り付けてください。

電気刺激が弱い
レベル設定が低くありませんか？
＋ボタンを押し、レベルを上げてください。

ジェルシートの粘着面が傷んでいませんか？
新しいジェルシートに交換してください。

電池残量が少なくなっていませんか？
新品の電池に交換してください。

製造番号

ルルド シェイプアップリボン
AX-KXL5200

取扱説明書 保証書付

保管用

このたびはAX-KXL5200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。

AX-KXL5200品番
約30g（本体＋ジェルシート＋電池1セット分）重量
（約）W120×L70×H10（mm）サイズ
コイン形リチウム電池 CR2032電池の種類
DC3V電源電圧

約120分連続使用時間
約10分自動オフタイマー
モード1：3Hz（ヘルツ）
モード2：30Hz（ヘルツ）

出力周波数

本体：ABS樹脂
ジェルシート：PET、カーボン

素材

中国生産国

販売名 ルルド シェイプアップリボン

仕様故障かなと思ったら保管・お手入れのしかた
電源が入らない
電池が正しく取り付けられていますか？
電池交換のしかたに従って、正しく取り付けてください。

収納ケースに貼る
・ジェルシート同士を接触させ
ないでください。

指定された電池を使っていますか？
コイン形リチウム電池CR2032を使用してください。

電池が消耗していませんか？
新品の電池に交換してください。

保管方法

①本体が傷付かないよう柔らかい布で汗や湿気を丁寧に拭
き取ってください。
②汚れた場合はぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布
をひたし、よく絞ってから表面の汚れを丁寧に拭き取っ
てください。

注意

お手入れは必ず電源を切ってから行ってく
ださい。
本体を水洗いしないでください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用
しないでください。
ケース内は清潔に保ってください。
高温・多湿な場所で保管しないでください。
小さなお子様やペットが触れられる場所に
保管しないでください。

・

・
・

・
・
・

注意 ジェルシートは消耗品です。粘着面が傷ん
だ時は、別売品をお求めください。

・

お手入れ方法

本体のお手入れ

ジェルシートの粘着面が汚れて貼りつきにくくなったら、
下記の手順でお手入れしてください。
①指先に水滴をつけてジェルシー
トの粘着面をこすり、汚れを取
り除いてください。
②十分に水をきって、粘着面を上
にし、風通しの良い日陰で自然
乾燥させてください。

ジェルシートのお手入れ

①ジェルシートを押さえ、本体を
引っ張って取り外す。
②ジェルシートの電極と、本体にある
2ヶ所の電極をはめて取付ける。
※電極が確実にはまっているか
確認してください。

ジェルシートの交換

ジェルシート

粘着面

保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定
事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保
管してください。
保証期間は、お買上げ日より3ヶ月です。保証期間中に修理
を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販
売店に修理をご依頼ください。
保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能
が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いた
します。
弊社は「ルルド シェイプアップリボン」の補修用性能部品の
最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。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。
保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明
な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しております
カスタマーサービス課までお問い合わせください。

1

2

3

4

5

アフターサービス

使用済みのコイン形リチウム電池は地球環境保護のため、
廃棄する時は各自治体の取り決めに従ってください。

リサイクルについて

ジェルシートは消耗品です。粘着面（ジェル面）が傷んだときは、
弊社別売品をお求めください。
純正品以外のジェルシートは使用しないでください。
純正品以外を使用して発生したトラブルについては、一切の責
任を負いかねますので予めご了承ください。
純正品の購入に関しては、お買い上げの販売店、または（株）ア
テックスお客様ご相談窓口（裏表紙参照）まで、お問い合わせく
ださい。

別売品
この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵してお
り、使用形態や使用環境、保存環境などによって、電池が漏
液、発熱、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となるの
で次のことを必ず守ること。

硬貨を電池カバーの
溝に当て、「OPEN」
の方向に回す1

STEP

電池の取り扱いについて

電池カバーをかぶ
せ、硬貨を使って
図のように閉める4

STEP

電池交換のしかた

OPEN

硬貨

電池の⊕マークが
見える向きに新し
い電池を入れる3

STEP

OPEN

電池カバー

古い電池

電池カバーを取り
外し、古い電池を
取り出す2

STEP

新しい
電池 ⊕マーク
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※本製品は医療機器ではありません。

危険
・電池を乳幼児の手に届く所に置かない。
　飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直
ちに医師に連絡し、指示を受ける

警告

・充電、分解、変形、加熱、火に入れるなどしない。
・向きを逆に入れない。
・電池の液が目に入った場合には、すぐにきれ
いな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
・電池から漏れた液をなめた場合には、すぐに
うがいをして医師に相談する。
・ショートさせたり、ネックレスなど金属製のも
のと一緒に携帯したり保管しない。
・この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた
液に引火するおそれがあるので、すぐに火気
から遠ざける。

注意

・直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
・長期間機器を使用しない場合には、機器から
電池を取り出す。
・電池を水などで濡らさない。
・電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、
投げつけたりしない。

AX-KXL5201rb AX-KXL5201ｂｐ
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必ずお読みください。

人が死亡又は重傷を負う可能性が
想定される内容。

●次の人は使用しないでください。
・使用部位の肌に傷など異常のある人
・体内埋（植え）込み型および装着型の医用
電気機器（ペースメーカー、心電計など）
を使用している人
・幼児や小さいお子様
・自分で意思表示のできない方や身体の不自由な人
・医師に運動を禁じられている人
●次のような部位には使用しないでください。
・首、顔、頭の部分
・胸部及び心臓の近く
・粘膜、ひじ、ひざなどの関節
・傷口や傷跡、整形手術をした部位や当日に
脱毛処理をした部位
・にきびや吹出物で皮膚炎症を起こしている部分
・生理中の腹部
●他の治療器や美容機器、電気製品とは併用しな
いでください。
●運動目的以外の使い方はしないでください。
●改造や分解、修理はしないでください。
●故障を発見したり、身体に異常を感じた時は使
用しないでください。
●通電中、ジェルシートに金属を接触させないでく
ださい。
●１日に２回（20分）以上使用しないでください。

●次の人は使用前に医師に相談してください。
・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から出産直後までの人
・糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環
障害による知覚障害のある人
・体温38度以上（有熱期）の人
・安静を必要とする人
・脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性〔とう
（疼）痛性〕疾患の人
・血圧に異常のある人
・アレルギー体質、皮膚病およびアトピー性皮膚炎、
敏感肌や接触性皮膚炎など、皮膚に既往症のある人

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守って
ください。

電源ボタン

ジェルシート 本体
操作部

電極
（ジェルシート）

付属品

5200-01-170207

安全上のご注意

各部の名称

人が障害を負う可能性及び、
物的損害の発生が想定される内容。

●浴室などの湿度の高いところで使用しないで
ください。
●高温下や火気の近くで使用、保管しないでく
ださい。
●本体に水などの液体をかけないでください。
●本体を曲げたり、落としたり、強いショックを与
えないでください。

禁止

ご使用方法

禁止

必ず
守る

本体 …………………………………………………
ジェルシート※ ………………………………………
コイン形リチウム電池CR2032（おためし用）…
収納ケース …………………………………………
取扱説明書 …………………………………………

2個
2枚
2個
1個
1枚

※ジェルシートは消耗品です。粘着面が傷んだ時は、別売品を
お求めください。

収納ケースから取り出し、フィルムをはがす1
STEP

2
STEP

注意
貼る前に電源を入れないでください。指先に
通電すると強い痛みを感じます。
貼る部位の汗をふき取ってください。

・

・

お肌に異常が生じていないかよく注意して
ご使用ください。
本品の使用によって発しん、発赤、かゆみ
などの症状があらわれた時は直ちに使用
を中止し、医師に相談してください。

・

注意

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に
記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束い
たします。
修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

保証規約

保 証 書

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL：06-6799-8100（代）　FAX：06-6799-8118

1 保証期間中であっても以下の理
由またはこれに準ずる理由により
生じた故障などについては本保証
書は適用されません。
・取扱上の不注意、誤った使用方法
・天災、火災などによる故障また
は損傷

・ お買上げ後の転居等による輸
送、移動、落下など

・ 保存上の不備
・ 弊社または弊社の指定した事業
所以外で行われた修理、改造

・ 本製品本来の使用目的以外の使用
・ 一般家庭以外（例えば業務用の
長時間使用、車両、船舶への搭
載）に使用された場合の故障ま
たは損傷

2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様
にてご負担願います。

3 無料保証期間はご購入の日から
3ヶ月です。

4 保証の適用されない破損および保
証期間経過後の故障については、
有料で交換いたします。

5 保証書の再発行はいたしません。
6 本書のご提示がない場合や無料
保証期間を過ぎた場合は、有料交
換になります。

7 本書は日本国内においてのみ有効
です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って本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。

品名／型番 ルルド シェイプアップリボン／
AX-KXL5200

お買上げ年月日

販
売
店

欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入
の有無をご確認ください。

年 月 日

保証期間 お買上げ日より3ヶ月　本体

お
客
様

お名前
様

TEL:(　　　　)　　　　－

ご住所

ご使用方法 ご使用方法

強度レベル1

強度レベル6

電源ボタン

LEDランプ

・強度レベル1を表すLEDが点灯します。
・モード1、強度レベル1の状態からスタートします。

電源を入れる
電源ボタンを押してください。

・ジェルシートは左右の粘着面全面を皮膚に密着
させてください。
・新品のコイン形リチウム電池CR2032を使用し
た場合、約120分間使用できます。

使用部位（４頁参照）に貼る
ジェルシートを使用部位に貼りつけます。

3
STEP

・約10分後にタイマーが作動し、自動的に電源が
切れます。

電源を切る
電源ボタンを押してください。

・初めてお使いのときは強度レベル1からお試しく
ださい。

トレーニングモード、強度レベルを選ぶ
本体のボタンを押すと下記のように変化します。

5
STEP

注意
必ず電源を切ってからはがしてください。
指先に通電すると痛みを感じます。
ジェルシートを無理に引っ張ったり一部だけ
を持ってはがさないでください。

・

・

ジェルシートを身体からはがす6
STEP

4
STEP

モード1
モード1に切り換えます

強度レベル＋

モード2
モード2に切り換えます

強度レベル－

押すごとにレベルが上がります
レベルは最大が6で段階に応じて
LEDが点灯します

押すごとにレベルが下がります
レベルは最小が1で段階に応じて
LEDが点灯します

ウエスト
くびれに

太ももの
たるみに

バスト
アップに

ヒップ
アップに二の腕に

下腹ぽっこり
お腹に

使用部位

絶縁シート

電極（本体）

収納ケース

電池カバー

コイン形
リチウム電池
CR2032

本体裏側

（ご使用前に絶縁シート
を外してください）

アテックスお客様ご相談窓口
修理・使い方・お手入れなどのご相談、お問い合わせは

よくある質問、メールでのお問い合わせは
ホームページを活用ください
http://www.atex-net.co.jp/

0120-48-6505  

携帯・PHS・IP電話からは06-6799-8100

土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く

株式会社アテックス 大阪物流センター 〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

受付時間 平日9：00～17：00

1 2 3 4 5


