
保管用保証書付 製造番号取扱説明書

品番 AX-NBL504bk
ルルドフェイスメイク プラズマエステブラシ
PLASMA ESTHEBRUSH

このたびはAX-NBL504bk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。

目 次
お手入れ ･･････････････････････ 13
故障かなと思ったら･･･････ 13 ～ 14
保管について ･･････････････････ 14
仕様 ･･････････････････････････ 14
保証とアフターサービス ･････裏表紙

安全上のご注意 ･････････････ 1 ～ 5
梱包内容と各部の名称 ････････････6
使用前の準備 ･･･････････････ 7 ～ 8
お肌の準備 ･･････････････････････9
使い方 ･･････････････････ 10 ～ 12



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、「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

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

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

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。

次の人は使用しないでください。
•体内埋（植え）込み型および装着型の医用電子機器を使用している人
・ペースメーカー、神経刺激装置、インスリンポンプなど体内植込式医用電子機器
・人工心肺など生命維持用医用電子機器
・心電計などの装着型医用電子機器

次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
•知覚障害、熱さを自覚できない人
•ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
•接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人
•生理中や、授乳中、妊娠中の人（ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因）
•産後1ヵ月までの人
•成長期の子供
•金属アレルギーの人
•体調のすぐれないときや発熱中の人
•肌に傷や湿疹、はれものなどのある人
•アトピー性皮膚炎、皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある人
•交通事故などによる頭部および眼科的後遺症のある人
•出血性疾患、血友病など血液異常のある人
•紫斑になりやすい人
•黒皮症の人
•飲酒後や薬を服用中の人、疲労の激しい人
•睡眠を誘う薬の服用中の人
•有熱性疾患、伝染病疾患、内臓疾患のある人
※敏感肌の方がご使用になる場合、若干の接触性トラブルが生じることがあります。このような
症状が現れれば、2～ 3日一時中断してから再使用してください。

警告
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ご使用について

・急性疾患
・血圧異常時
・悪性腫瘍
・結核性疾患
・膨らんだホクロ
・整形手術部位
・まぶた、眼球

・のどぼとけ
・口内や陰部、粘膜など
・インプラントの上
・皮膚の薄い部位
（骨のすぐ上）　

・にきび 
・目のくぼみの周辺　

・心臓付近
・血液疾患
・有熱性疾患
・伝染病疾患
・内臓疾患
・切り傷
・ウイルス性のイボ

次に該当する場合や、または部位には使用しないでください。

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。
本製品は防水仕様ではありません。
●入浴中やシャワー中には使用しないでください。
●浴槽、シャワートレイ、洗面台、または湿気の多い場所の近くで使用しないでください。
●本体に直接水をかけたり、水洗いしないでください。
感電、故障の原因になります。

浴室や湿気の多い所で、保管しないでください。
感電や火災の原因になります。

本品を水没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。

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。

本体の充電差込口に浸水させないでください。
感電やけがの原因になります。

電極部分に金属をあてないでください。
故障やけがの原因になります。

お子様やペットに使用しないでください。また幼児やお子様の手の届くところやペット
の近くでの保管はしないでください。
事故やけがの原因になります。

高温のところで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。

LEDランプの光は直視しないでください。
使用前に製品に異常がないかを確認してください。
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電源について
充電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。

充電ケーブルを足などに引っ掛けたり首に巻き付けたりしないでください。
事故やけがの原因になります。

濡れる可能性のある場所で充電しないでください。
感電やけがの原因になります。

お手入れの際は、必ず電源を切り充電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。

「使用頻度」について
使用時間と回数が多ければ効果が期待できるものではありません。過度な使用は肌を傷める可能
性があります。週に3日を目安とし、1日のうちに同じ部位への複数回の使用は行わないでください。

ご使用について　つづき
次の人は医師に相談してから使用してください。
•使用に際して肌に不安のある人
•悪性腫瘍のある人
•心臓に障害のある人
•糖尿病などによる高度末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人
•体温38℃以上（有熱期）の人
例1　急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など］の強い時期
例2　衰弱している場合
•安静を必要とする人
•血圧に異常のある人、顔面神経痛の人
•重度血行障害のある人
•骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性疼痛性疾患のある人、骨に異常のある人
•手術を受けたことのある人
本体を使用中に本体に（プラズマ発生部を含む）付着した水滴をふき取りながらご使用く
ださい。
感電やけがの原因になります。

1回の使用は1部位5分以内にしてください。1日の合計は15分以内としてください。

安全上のご注意



注意
ご使用について
プレテストでお肌に異常を感じた場合は使用しないでください。
けがや肌トラブルの原因になります。

目・耳の周囲、眼球の付近、唇には使用しないでください。
けがや肌トラブルの原因になります。

にきびや吹出物がある部位、肌の炎症がある部位には使用しないでください。
けがや肌トラブルの原因になります。

使用する際に、唇や目などの粘膜部に使用しないでください。
けがや肌トラブルの原因になります。

まぶた、眼球、目のくぼみの周辺に電極部が直接触れないようにしてください。
けがや肌トラブルの原因になります。

本体を使用中、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。

美容目的以外に使用しないでください。
故障やけがの原因になります。

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。

化粧水、クリームなどが手に付いた状態で使用しないでください。
滑って本体が落下し、けがをするおそれがあります。

強すぎる力で使用しないでください。
無理な力を加えると、肌を傷めたり、本品が破損するおそれがあります。

スクラブ剤や硫黄成分配合のクリームなどとの併用はお止めください。
本体が変色、変質したり、キズが付いたりするおそれがあります。

異常（故障）について

その他
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。

使用前に本体や電極部分に異常がないかを確認してください。
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安全上のご注意
ご使用について
初めて使われる際は全てのモードで設定を弱で使用してください。また、必ずプレテス
トをおこなってから使用してください。
肌や身体へのトラブルの原因となるおそれがあります。

プレテスト時に、実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直
ちにテストを中止してください。
思わぬ事故やけがの原因になります。

使用時間を守ってください。
過度な使用は肌を傷める可能性があります。

プラズマ使用時、ケアは1箇所あたり10秒以内にしてください。
過度な使用は肌を傷める可能性があります。10秒で2，3箇所が目安です。

本品の使用により肌に異常を感じた時（身体の異常や肌に湿疹、発赤、かゆみなど）は、
使用を中止し、医師に相談してください。
不調を感じているときは、無理に使用しないでください。
肌や身体へのトラブルの原因となるおそれがあります。

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。
引っ掛かってけがをするおそれがあります。

髪の毛は束ねたり、ヘアバンドで固定してからご使用ください。
髪の毛を巻き込むおそれがあります。

電源について
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。
感電やショートによる火災などの原因になります。
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、ショートによる火災などの原因になります。
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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。

※本体、付属品のデザイン・仕様は
品質向上のため予告なく変更する
場合があります。

•本体　　•充電スタンド　　•充電ケーブル　　•取扱説明書

梱包内容の確認

各部の名称

充電スタンド 充電ケーブル

本体
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梱包内容と各部の名称

［ブラシ部］

操作部

プラズマボタン
ランプ

USB端子（TypeA）

USB端子（TypeC）

EMSスカルプボタン（30Hz）

EMSボディボタン（3000Hz）

強度レベルランプ電極ピン

LEDランプ
（フォトケア）

充電端子A

プラズマ発生部

充電端子B

充電口



1

●プラズマ　　●ＥＭＳ（スカルプ）

肌を清潔な状態にする
・腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどでふきとります。

2 以下のモードをプレテストする

肌トラブルを防止するため、初めてご使用になる際に必ず実施してください。

48時間以内にお肌に異常（赤みやほてり）を感じなければ、強度1（弱レベル）で使用できます。
強度レベル2や3を使用される場合は、同様にプレテストをしてください。

肌へのプレテスト

①素肌のまま使用してください。
②プラズマモードの強度レベル1（弱）に設定
してください。（P.10「ボタンの使い方」参照）
③ブラシ全体が肌にあたるように垂直に軽く
あててください。（約10秒）
④48時間経過後、肌に異常がないか確認して
ください。

プラズマ

①ジェルや化粧品または水を塗ってください。
②EMSスカルプモードの強度レベル1（弱）に設定して
ください。（P.10「ボタンの使い方」参照）
③ブラシ全体が肌にあたるように、ゆっくり動かして
ください。（約1分）
④48時間経過後、肌に異常がないか確認してください。

EMS（スカルプ）
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使用前の準備

注意 ●実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ち
にテストを中止する。
●お肌に異常を感じた場合は使用しない。

（P.11「使用方法」参照）

肌 肌

ブラシのあてかた

2㎜程度の
スペース



1

2

3

充電のしかた
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ランプ

LEDランプ
（フォトケア）

充電端子B

本体

強度レベルランプ

初めて使用する時や充電残量が減った時は充電してください。

●充電中：青色点滅（強度レベルランプ：白色点滅）
●充電完了：青色点灯（強度レベルランプ：白色点灯）
（充電所要時間：約2時間）
※所要時間は温度環境などにより変わります。
※パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーは使
用しないでください。
※3ヶ月に1度は充電してください。
完全に放電すると、内蔵電池が故障するおそれが
あります。

USBケーブルの
端子（TypeA）

市販の
ACアダプター

付属の充電ケーブルのUSB端子
（TypeC）を、本体の充電口に差し
込む
・USB端子はまっすぐ確実に差し込んでください。

付属の充電ケーブルの端子（TypeA）と、
市販のACアダプター（DC5V／2A以上）
を接続し、コンセントに差し込む
・ACアダプターは確実に差し込んでください。
※ACアダプターは付属しておりません。
必ず2A以上の市販のアダプターをご使用ください。

充電スタンドに本体を置いて、
充電する
・本体の充電端子Aと充電スタンドの充電端子B
が確実に合うようにセットしてください。

・充電を開始すると「ピピ！」と鳴ります。充電が
完了すると「ピーッ」と鳴ります。

合わせる

充電端子A

USB端子
（TypeC）

充電口

充電スタンド

●充電残量が少なくなると、使用していた強度レベルLEDランプが点滅します。
その場合はいったん使用を中止して、十分に充電をしてからご使用ください。

PO I N T



1 肌を清潔な状態にする
・メイクや香水、日焼け止めなどを洗い流して、素肌の状態にしてください。

プラズマ使用時
素肌にお使いください。使用後、いつものスキンケアを行ってください。
※プラズマ使用後は、肌の浸透率が良くなり、吸収しやすい状態であるため、すばやくスキンケア
を行うことをおすすめします。

2 肌にジェルや化粧水をつける（EMSモードのみ）
・肌が乾燥していると本体がすべらず、肌を傷つけたり、体感が得られない場合があります。
・本体をすべりやすくするような、ジェルや化粧水をお使いください。

・油分の多い乳液タイプ、オイルタイプのものはお避けください。
・すべりが悪くなったりEMSの体感が弱いときは化粧品の量を増やしてください。

・美容液
・ジェル、ゲルタイプ

・乳液
・オイル
・クリーム

注意 ●使用時は、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。
　アクセサリー類を巻き込むおそれがあります。
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お肌の準備



2

3

強度を調整する
・動作中に選択したモードボタンをもう一度押すことで、強度の調整が
可能です。押すたびに強度が下図のように1→2→3→2→1 …と切り替
わります。

・モードを切り替えたい時は、使用したいモードのモードボタンを押すと切
り替わります。強度はレベルは1（弱レベル）で開始されます。

ケアを開始する
次ページ以降の使い方を参考にケアをおこなってください。

強度1（弱レベル）

1 モードボタン
長押しで電源の
入／切、各モード
開始後は、押すた
びに強度レベルを
調整できます。

※複数のモードは
　同時に選択でき
　ません。

強度2（中レベル）

強度2（中レベル） 強度3（強レベル）
モードボタンを押す

モードボタンを押す モードボタンを押す

モードボタンを押す

使い方
ボタンの使い方
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青色
点灯 白色

点灯 白色
点灯

プラズマ EMSスカルプ EMSボディ

強度レベル
ランプ

強度レベル
ランプ

強度レベル
ランプ

強度レベル
ランプ

●選択した操作部のモード
ボタンと本体のランプが
点灯します。

PO I N T

使用する
モードボタン
長押し

（電源ON）

使用中の
モードボタンを

押す
（強度の調整）

モードを選択する
・使用したいモードのボタンを長押しして、
電源を入れます。

・プラズマ、EMSスカルプ（30Hz)、EMS
ボディ（3000Hz)の3モードがあります。

・それぞれ使用するケアや部位によって
モードを選択します。

・選択したモードのランプが点灯し、強
度1（弱レベル）で開始します。

プラズマ
ボタン

EMSスカルプ
ボタン

EMSボディ
ボタン



プラズマについて

注意 ●目・耳の周囲、眼球の付近、唇には使用しないでください。
●にきびや吹出物がある部位、肌の炎症がある部位には使用しないでください。
●ケアは1箇所あたり10秒以内にしてください。（10秒で2，3箇所が目安です。）
●本品の使用により肌に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
（身体の異常や肌に湿疹、発赤、かゆみなど）
　不調を感じているときは、無理に使用しないでください。

ケアしたい部位にあててください。
・ブラシ全体が肌にあたるように垂直に軽くあててください。
・約5分後、自動的に電源が切れます。

プラズマ発生時は下記のような「音」、「色」、「におい」が発生しますが問題ありません。
●ジ…ジジ…の音は、プラズマが発生しているサインです。
●オゾンが同時に発生しますので、プラズマ発生部と肌の間に紫色の光が見えます。
●オゾンの発生により、金属性のにおいを感じる場合があります。

プラズマの使い方

【あて方の例】
①→②→③→④→⑤……⑱へと
順番にあてます。
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使い方

①

⑦

⑬⑭⑮ ⑯⑰
⑱

⑧⑨ ⑩⑪
⑫

② ③ ④ ⑤ ⑥

プラズマ発生部

プラズマ発生部

2㎜程度のスペース

●プラズマ発生部は肌に密着させないように肌から
2mm程度離してください。
●プラズマ発生部を肌に強く押しあてるとプラズマ
が発生しません。

●プラズマ使用時、10秒ごとに「ピッ」と鳴りお知
らせします。
●1箇所に10秒以上使用しないでください。
●10秒で2、3箇所が目安です。

PO I N T

使用イメージ

肌



4 選択されたモードのボタンを長押しして停止する
プラズマ使用時は約5分、EMS使用時は約10分で自動停止します。

EMSスカルプ EMSボディ

ケア後の肌のお手入れ

頭 二の腕 おしり・ふともも顔 ボディ

おでこ・ほほ など デコルテ・おなか など

ふくらはぎ

側頭部の髪を
かきあげるように
斜め上に流す

ほほを下から上へ
引き上げるように
滑らせる

おへそ周りを
円を描くように
滑らせる

腕から脇に
一気に滑らせる

裏ももから
お尻に向かって
引き上げるように

足首からふくらはぎに
向かって引き上げるよ
うに360度全体に
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注意 ●EMSは電気刺激を直接筋肉に与えますので、ピリっとした刺激が特徴です。
　はじめて使われる方は「弱」でお使いください。
●本品の使用により肌に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
（身体の異常や肌に湿疹、発赤、かゆみなど）

　不調を感じているときは、無理に使用しないでください。
●使用時間を守ってください。過度な使用は肌を傷める可能性があります。
●使用する際に、唇や目などの粘膜部に使用しないでください。
●まぶた、眼球、目のくぼみの周辺に電極部が直接触れないようにしてください。

ケアしたい部位にあててください。
・ブラシ全体が肌にあたるように、ゆっくり動かしてください。
・優しく滑らすように動かします。
・濡れた髪や肌にも使用できます。（プラズマモードは除く）

濡れた髪や肌に使用した後、本体（プラズマ発生部を含む）に付着した水滴をふき取ってください。
・約10分後、自動的に電源が切れます。
※安全のため、浴室では使用しないでください。

・ジェルなどを拭き取った後、日頃お使いの化粧品でケアしてください。

EMSの使い方

お腹顔 ヒップ・膝裏・太もも頭皮 デコルテ・二の腕・脇
HOW TO 

動画

【使用例】



警告

●柔らかく、清潔で乾いた布で電極ピンを拭いてください。
●汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後

にから拭きしてください。
●お手入れにはベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

●使用後はプラズマ発生部を消毒用アルコール（77 ～ 82％）の含んだウェットティッシュやコットンな
どで、ふき取ってください。

※皮膚の老廃物、汚れ等が付着することもありますので、効果を発揮するためにもその都度お手入れし
てください。

●お手入れの前に、本体の電源を切ってください。

電極ピンのお手入れ

プラズマ発生部のお手入れ

修理に出す前にもう一度点検をお願いします。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。

動作スタート時はボタンを長押ししてください。（P.10参照）
充電中ではありませんか？
→充電中は使用できません。

プラズマ使用時は約5分、EMS使用時は約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。
ご使用のACアダプターによっては時間がかかる場合があります。
充電時の環境温度などにより所要時間は異なります。

動かない

使用中に停止する

充電に時間がかかる

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。プラズマ使用時に5分以上、
EMS使用時に10分以上
経っても電源が切れない

充電中ではありませんか？ 
→充電中は青色のランプが点滅します。
使用中に充電が不足すると青色のランプが点滅します。充電してください。

青色ランプが点滅する

お肌はしっかりと保湿されていますか？
→乾燥しているとプラズマやEMSを感じにくい場合があります。

電極ピンが肌にあたっていますか？
→密着するようにあててください。

EMSの電気刺激が弱い
EMSの電気刺激を
感じない

充電不足ではありませんか？
→充電してください。
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お手入れ

故障かなと思ったら



●充電ケーブルは必ず外してください。
●屋外に放置、保管しないでください。
●直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近く、多湿のところに保管しないでください。
●子供の手の届くところには保管しないでください。
●汚れがひどい場合はぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後に

から拭きしてください。
●長期間ご使用にならないときは、ケースなどに入れてホコリがつかないようにしてください。
●本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルール

に従って廃棄してください。
●3ヵ月に1度は充電してください。完全に放電すると、内蔵電池が故障するおそれがあります。

プラズマ発生時に起きる自然な現象です。異常ではありません。
本製品は空気中でプラズマを発生し同時にオゾンを作り出します。このと
き、オゾンの微細な金属性のにおいを感じる場合があります。
本製品使用時に温熱感が感じられるのは正常です。
肌のタイプおよび体感により感じられる温度差があり、過剰な温熱感で
不快に感じられる場合は、使用を中断してください。

使用中に金属性の
においがする

使用時に
温熱（発熱）感を
感じる

プラズマ発生部が肌に密着していませんか？
→肌に強く押しあてた状態ではプラズマは発生しません。肌から2mm程

度離してください。

プラズマが発生しない

ルルドフェイスメイク プラズマエステブラシ
（PLASMA ESTHEBRUSH）
AX-NBL504bk
本体：ABS樹脂（一部：樹脂メッキ）、電極ピン部分は24Kメッキ
充電スタンド：ABS樹脂（一部：樹脂メッキ）
本体：（約）W80×L220×H53（mm）
充電スタンド：（約）W98×L127×H205（mm）
約400g（本体＋充電スタンド）
プラズマ使用時：約5分自動オフ、EMS使用時：約10分自動オフ
1300ｍAh　3.7Ｖ
約2時間
約1時間
日本

販売名

商品番号
素材

製品サイズ

重量
タイマー
使用電池
充電所要時間
電池持続時間
生産国

保管について
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仕様



本製品の保証書は、下記に添付しています。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1年間です。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「ルルドフェイスメイク プラズマエステブラシ」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。

保 証 書
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。

504-01-220222

1

2

3

4

5

品名 / 型番 ルルドフェイスメイク プラズマエステブラシ / AX-NBL504bk
お買上げ年月日 保証期間 お買上日より1年　本体　　　　年　　月　　日

お名前
様

ご住所

TEL：（　　　　）　　　　－　　　

販
売
店

お
客
様

★

★ ★

★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。

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。

保 証 規 約
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、船舶への搭載）
　に使用された場合の故障および損傷

2
3
4

5
6

7

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。
無料保証期間はご購入の日から1年間です。
保証の適用されない故障および保証期間経過後の
故障については、有料で修理いたします。
保証書の再発行はいたしません。
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、有料修理になります。
本書は日本国内においてのみ有効です。

https://www.atex-net.co.jp/
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

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは
カスタマーサービス課
0120-486-505

受付時間　平日9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く）

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
株式会社アテックス

保証とアフターサービス


