
温冷ハンディガン™
取扱説明書



弊社はお客様の健康ライフを心より願っています。
製品をご購入いただきありがとうございます。
製品ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

温冷ハンディガンの紹介と使用目的について
温冷ハンディガンは、筋肉を深くリラックスさせるためのデバイスであり、
エクササイズや筋トレ後の筋肉の深層部へのケアに適しています。
身体の軟部組織（心臓・骨格以外の筋膜・腱・脂肪組織など結合組織）を改善し
血液循環を良くしてくれます。

目的
日常の身体のメンテナンスやスポーツ前後のボディケアに適しています。
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重要なお知らせ
故障、感電、けが、火災、死亡、装置などの危険を減らすため
すべての事項を注意深くお読みください。

1 よくある問題と対処法
1. けがをしている時、筋肉が痛い方はご使用前に医師へご相談ください。
2. 濡れた肌や汚れた肌にはご使用をお控えください。
上記の状態でご使用いただく際には、衣服を着用しご使用ください。
3. 製品を水に浸したりしないでください。水が製品の細部に入り込み故障の原因となります。
4. 製品の穴に物が入らないようにご注意ください。
5. 製品を火の中に入れたり、火源の近くに置いたりしないでください。
6. 意図的に製品を落下させないでください。 
7. 製品の解体及び修理はお控えください。
8. 製品を操作または充電する際に放置しないようにしてください。
9. 巻き込みを防ぐために指、髪の毛、その他の体の部分をヘッドの付け根近くから
遠ざけてください。
10. 8歳未満のお子様はご使用をお控えください。
11. 発熱するデバイスのため、熱に敏感な方は慎重にご使用ください。

3 使用上の注意
1. バッテリーが完全に充電されましたら充電器を引き出してください。
2. 充電状態で使用しないでください。
3. 取扱説明書に従って正しくお使いください。

2 安全にご使用いただくために
以下の条件のいずれかについて、医師にご相談の上、ご使用お願いいたします。
1. 妊娠中の方と癌を患っている方
2. 心臓病、心臓ペースメーカー、または除細動器を使用している方
3. 手術治療を受けている方
4. 動脈瘤、出血、抗凝固薬を服用中の方
5. 関節や骨格を含む敏感な領域に異常がある方
6. 他の病気（神経障害など）によって引き起こされる合併症をお持ちの方

温冷ハンディガンのヘッド未装着の場合、
指が巻きこれまないように、この部分に触れないでください。

温冷ハンディガンのヘッド装着の場合、
この部分に触れないでください。
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　製品紹介
温冷ハンディガンの各部名称およびヘッドをご紹介いたします。

　使用方法
操作について

充電インジケーター 冷却スイッチ
振動スイッチボタン

USB充電ポート

温熱スイッチ

ヘッドについて

ヘッド

駆動部

モーターコンパートメント

コントロールパネル

バッテリーコンパートメント

温冷ヘッド - 
お好きな部位を温め冷やし
ピンポイントにケア

ボールヘッド - 
太ももやお尻、背中など

大きな筋肉に

フラットヘッド - 
首や肩、二の腕などを

面で刺激

Uシェイプヘッド - 
手の平や足裏、脊柱や
アキレス腱に

ピンポイントヘッド - 
点で深く刺激したい部位に
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1.  製品電源がオフになっている状態で振動スイッチを短く押すと、
充電インジケーターが緑色に光り現在のバッテリー残量が表示されます。
この状況では製品は動きません。

2.  製品電源がオフの場合：振動スイッチを長押しすると、
3秒後に振動が低強度に変わり、インジケーターが青色に表示されます。
1回目、振動スイッチを短く押すと中強度に変化し、インジケーターが紫色に変わります。
2回目、振動スイッチを短く押すと高強度に変化し、インジケーターが赤色に変わります。
3回目、振動スイッチを短く押すと機能がオフになり初期状態に戻ります。
なお、振動中に3秒間長押しすることで製品電源をオフにすることも可能です。
初期状態に戻った状態で、10秒放置すると充電インジケーターの点灯がオフになります。

3.  製品電源がオフの場合：温熱スイッチを3秒間長押しすることで、
約34℃の加熱機能が開始され、インジケーターが青色に変わります。
1回目、温熱スイッチを短く押すと温度が約38℃になり、インジケーターが紫色に変わります。 
2回目、温熱スイッチを短く押すと温度が約42℃になり、インジケーターが赤色に変化します。
3回目、温熱スイッチを短く押すと機能がオフになり初期状態に戻ります。
なお、加熱中に1秒間長押しすることで温熱モードをオフにすることも可能です。
初期状態に戻った状態で、10秒放置すると充電インジケーターの点灯がオフになります。
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4.  製品電源がオフの場合：冷却スイッチを3秒間長押しすることで、
約11℃の冷寒機能が開始され、インジケーターが青色に変わります。
1回目、冷却スイッチを短く押すと温度が約8.5℃になり、インジケーターが紫色に変わります。 
2回目、冷却スイッチを短く押すと温度が約6℃になり、インジケーターが赤色に変化します。
3回目、冷却スイッチを短く押すと機能がオフになり初期状態に戻ります。
なお、冷却中に1秒間長押しすることで冷寒モードをオフにすることも可能です。
初期状態に戻った状態で、10秒放置すると充電インジケーターの点灯がオフになります。

5.   製品の電源がオンのときにいずれかのボタンを短く押すと、対応する機能が開始されます。 

6.  機能オフの状態でも、充電インジケーターが緑色に点灯していれば
各機能ボタンを短く押すと素早く動作を開始できます。
機能オフの状態で10秒間放置すると、充電インジケーターの点灯がオフになります。

 7.  上記の温熱モードまたは冷却モードについては、温冷ヘッドを取り付ける必要があります。
他のヘッドにはそのような機能がないためご注意ください。

8.  振動、温熱、冷却機能はそれぞれ独立して操作ができます。

9.  振動、温熱、冷却機能は15分の連続使用で自動的に停止します。（自動OFFタイマー15分）

ヘッドの組立に関して

温冷ヘッド

注意：図の黄色の実線は説明書上での記載であり、実際の製品には黒い線でマークされております。

ボールヘッド ピンポイントヘッド フラットヘッド Uシェイプヘッド

ヘッドの組立方法

充電方法

1.  ヘッドの交換・組立はプラグイン方式で行い、ねじ込む必要はありません。

2.  ヘッドのピストンに真っ直ぐはめ込みます。

3.  奥まできっちり挿入されていることをご確認ください。

※温冷ヘッドの組立方法
※ピストン切れ込み部分にある赤いラインを奥まではめ込んでください。

USB充電ポートは、製品のハンドルレバーの上端にあります。

1.  製品を最初にご使用いただく前に、約4時間充電してください。

2.  充電は製品側にUSB-Cケーブルを繋ぎ、ご家庭のUSB電源プラグに接続してください。

3.  充電インジケーターが点滅すると充電中であることが確認できます。
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　リサイクル

　メンテナンス・保管について

製品の耐用年数が終了しましたら、一般家庭ゴミと一緒に廃棄しないでください。
製品は、政府が指定する不燃物処理ルールに沿って廃棄処分する必要があります。
弊社までご返送頂きましたら、環境に配慮した処分方法にて製品を処分させて頂きます。
詳細に関しましては、カスタマーサポートセンターまでご連絡をお願いします。

1. 少し湿らせた布類でハンディガン本体を拭いた後に、
乾いた柔らかい布等で乾拭きします。

2. 長期間ご使用にならない場合は梱包箱に収納して保管してください。

3. 長期間ご使用にならない場合、少なくとも月に一回は充電をしてください。

4. 保管場所には、通気性が良く、地面に直置きとならない場所（地面から約30㎝以上
離れた高所）に保管するようにしてください。
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4.  充電インジケーターの点滅が停止し、点灯し続けると、充電が完了です。

5.  バッテリーは安全な環境条件下で、いつでも充電が可能です。

6.  バッテリー残量が25%以下になった際が充電目安になります。

7.  バッテリー残量が25％以下になるまで完全に使い切ることは推奨しておりません。
定期的な充電をお願いします。

8. 連続使用時間は機能によって異なり、下記の通りです。
振動モード：3-3.5時間、冷却モード:2.5-3時間 、温熱モード：8-8.5時間、
冷却＆振動モード：1-1.5時間、温熱&振動モード：2-2.5時間
※新品で満充電時、10回のテスト結果です。

製品名:STEADY 温冷ハンディガン™ 製品モデル: ST133

製品質量: 本体 620g (充電コードを除く) 入力: 5V / 2A

出力: 25W (最大35W) 容量：11.1V 2400mAh

強度レベル: 調整可能な3段階レベル 充電時間: 約4時間

使用環境：0-40℃ サイズ: 145×50×150mm

連続使用時間(目安):
振動: 約3-3.5時間 / 冷却機能: 約2.5-3時間 / 温熱機能: 約8-8.5時間
冷却＆振動モード：1-1.5時間、温熱&振動モード：2-2.5時間 

振動回数：Level 1: 2,800回/分 Level 2: 3,000回/分 Level 3: 3,200回/分
温熱温度：Level 1: 34℃ Level 2: 38℃　Level 3: 42℃
冷却温度：Level 1: 11℃ Level 2: 8.5℃　Level 3: 6℃
環境や使用条件により、上記値から±5℃の偏差が出る場合がございます。
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不具合と感じたら

症状 対応方法

電源が入らない

①40℃以下に温度を下げて、2時間静置してから
再始動してください。
ハンディガンの温度が40℃を超えた場合、正常に
動作しないことがあります。

②操作停止の状態でハンディガンを充電して
ください。
充電が完了したらUSBケーブルを抜いて、電源を
オン / オフに正常に動作するか確認してください。
バッテリーが切れた状態で長時間充電が行われ
ないと、過放電保護機能が起動し電源を入れても
正常に動作しません。

製品が異常に
熱く感じる

①ハンディガンが異常に熱く感じた場合、
40℃以下に温度を下げて、2時間静置してから
再度充電してください。
ハンディガンが異常に熱い ハンディガン本体が
高温になっている状態では正しく充電が行われません。 

②ACアダプターが異常に熱く感じた場合、
40℃以下に温度を下げて、2時間静置してから
再度充電してください。
 ハンディガンの温度が40℃を超えた場合、
ACアダプターはオーバーヒート保護機能が起動
するため、正常に充電することができません。 
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使用中15分経過すると
停止する

ハンディガンヘッド
 （アタッチメント）の
振動が停止する

5V2A以外のアダプターを
使用したい

ヘッド（アタッチメント）が所定の位置に
取り付けられているか確認してください
 （P8をご参照ください) 。

異常動作保護機能に自動的に切り替わるので、
 電源ボタンを押して再び起動してください 。

5V1Aや5V2.4Aなども使用可能です。
1Aよりも2Aの方が充電時間は速いですが、
2A以上を使用しても2Aと同等の速度の
充電時間となります。

症状 対応方法

充電ができない

USBケーブルやACアダプターが
所定の位置に正しく取り付けられているか
確認してください

ハンディガンヘッド
（アタッチメント）が滑り落ちる

ヘッド（アタッチメント）が所定の位置に
取り付けられているか確認してください
 （P8をご参照ください) 。
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