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ようこそ 
 
フレックスベルト製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ボディトーニング製品は、様々なフレックスベルト装具に兼用できるコントローラーで、
ボディの様々な個所を鍛え、引き締めることができます。 
 
腹筋を鍛えるには、このコントローラーをフレックスベルトに接続し、ウエスト回り
に巻いて、毎日30～40分腹筋を運動させましょう。腕を鍛えたいなら、代わりにフ
レックスアームに接続し、10～15分運動しましょう。または、コントローラーを
フレックスミニに接続し、毎日15～30分間ヒップを鍛えることで、理想のボディラ
インを手に入れることができます。 
 
フレックスベルト製品をご利用いただき、皆様にご満足いただける結果が得られ
ましたら幸いです。  
 
本マニュアルは、本製品を安全かつ効率的に使用するための注意とガイドラインを
示したものです。本マニュアルと製品保証書を必要な時のために保管してください。 
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本製品を安全に使用するために 
 
ここでは、本製品を安全にお使いいただき、他の人に危険を及ぼしたり物損事故を
避けたりするために必要な重要事項を説明します。本マニュアルを読む前に、以下
の内容をご確認ください。また、必ずここに記載されている指示に従ってください。
本製品を他の目的や本マニュアルに記載されていない方法で使用しないでください。

警告マーク  
不正使用から生じうる危険や損害の程度を、以下の通り分類しています。 

コントローラーの取り扱い 

警告 
以下の場合は本製品を使用しないでください。 
• あなたが18歳未満の場合 
• 発熱している場合や疲れている場合 
• 気分が悪い場合や怪我をしている場合 
• 治療中または治療が必要な場合 
 （高血圧、心臓病、がん、発作、意識障害、静脈血栓塞栓症、高周波外科装置に
接続されている場合、ホルモン治療中、注入による化学治療中、または糖尿病の
インシュリン治療中） 

• 腰痛がある場合 
• 慢性の病気がある場合 
• 運動により症状が悪化しうる骨や関節の病気がある場合 
• 医師に運動を止められている場合 
• 薬を服用中の場合 
• 妊娠中または妊娠の可能性がある場合 
• ペースメーカーなどの電気医療インプラントを使用している場合 
• 運動中気分が悪くなったり、胸が痛くなったりしたことがある場合 
• 目眩がしたり、バランスを崩したり、気を失ったりしたことがある場合 
• 運動前、運動後、運動中に喫煙や飲酒をする場合 
• 使用中に炎症や皮膚障害、過敏症などの副作用が生じた場合 
• 使用中に気分が悪くなったり、不快感が生じたりした場合  

危険死亡や重傷の差し迫ったリスクがある 
警告死亡や重傷の可能性がある 
注意人身事故や物損事故の可能性がある 

は “一般的警告”を示す。
は “感電のリスクの警告”を示す。
は “可燃性の警告”を示す。
は “破裂する可能性の警告”を示す。
は “一般的な禁止”を示す。
は “触るな”を示す。
は “濡れた手で触らない”を示す。 
は “濡らすな”を示す。
は “分解するな”を示す。
は “一般的な警告”を示す。
は “コンセントから抜く”を示す。

重要
• メーカーや販売者は、顧客の過失により生じた如何なる損害、負傷、事故
または火災にも責任を負うものではありません。

• メーカーや販売者は、本マニュアルに記載の指示に従わないことにより生じた
如何なる損害にも責任を負うものではありません。

DANGER
WARNING
PRECAUTIONS
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以下に該当する場合は必ず医師に相談してください。 
• 6週間以内に出産した場合 
• 3ヵ月以内に帝王切開その他の外科手術を受けている場合 
• 運動に慣れていない場合 
 （運動を始める前に健康診断を受けることをお勧めします） 
 
以下の場合できるだけ使用はご遠慮ください。 
• 1ヶ月以内に子宮内避妊具（コイルなど）を装着した場合 
• 月経中の出血がひどい場合 
 
自動車の運転中、機械の運転中、自転車に乗っている時、または睡眠時には
使用しないでください。 
 予期しない事故を引き起こす可能性があります。 
 
短周波やマイクロ波を使用する医療機器の近く(1m以内)では使用しないで
ください故障の原因となる可能性があります。 

警告  
幼児やペット（動物）に触らせないでください。 
予期しない事故や負傷を引き起こす可能性があります。

以下の部分にジェルパッドや装具を装着しないでください。 
• 胸や心臓の周囲 
 （例えば、心臓を挟むように胸に1つのジェルパッドをもう一つのジェルパッド
を背中に配置させるなど） 

• 首の前後 
• 生殖器やその周囲、または亀頭部 
• 開放創、負傷、または炎症を有している皮膚 
• 感染や内出血を起こしている部分 
• 負傷している部分 
• 骨折や捻挫で動きが制限されている部分 
 予期しない事故や症状悪化の原因となる可能性があります。

ジェルパッドや装具の装着前に以下の点に注意してください。 
• 本マニュアルに記載の指示に従ってジェルパッドや装具を装着してください。 
 目の近くや目に触れる場所に本製品を装着しないでください。 
• 本製品が目や開放創に触れた場合は、目や傷をすぐに洗ってください。 
• 肌の状態が悪い場合や本製品が怪我に触れる場合は本製品を使用しないで
ください。 

• へそにピアスをしている場合は、腹部ベルトを使用する前に取り外して
ください。 

 予期しない事故や症状の悪化を引き起こす可能性があります。

使用前に製品を点検してください。破損やひび割れ、故障がある場合や製品が
濡れている場合は、使用を停止し、本マニュアルの最後に記載されている
カスタマーサービスセンターに連絡してください。  
そのような状態で使用すると、故障や感電、火災、または負傷を引き起こす
可能性があります。 
 
使用時に焦げ臭い匂いがしたり煙が出たりした場合は、直ちに使用を止め、 
本マニュアルの最後に記載されているカスタマーサービスセンターに連絡して
ください。 
そのような状態で使用すると、故障や感電、火災、または負傷を引き起こす
可能性があります。 

本マニュアルに記載のボディパーツ（弊社が推奨または販売しているパーツ）以外
のパーツには使用しないでください。 
故障や負傷の原因となる可能性があります。 
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警告  
本製品を濡らしたり、水に晒したりしないでください。本製品の内部パーツが
濡れた場合は、使用前にカスタマーサービスセンターに連絡してください。
 故障や感電、火災を引き起こす可能性があります。

本製品は乾いた清潔な場所に保管してください。以下のような場所に設置したり、
保管したりしないでください。  
• 極度に高温または低温の場所 
• ヒーターやその他の暖房機器など熱源の近く 
• 浴室など濡れやすい場所 
• 埃っぽい場所や、湿度が高い場所 
• 屋外や直射日光が当たる場所 
• オイル混じりの煙や蒸気に晒される場所 
• 危険物の近く 
 故障や感電、火災を引き起こす可能性があります。 
 
本製品を分解、修理または改造しないでください。 
故障により負傷や火災が生じます。本製品が故障した場合は、本マニュアルの最
後に記載のカスタマーサービスセンターに連絡してください。 
 
コンセントに接続した状態で、濡れた手で本製品に触らないでください。
感電する可能性があります。 
 
各装具ともインターバルを開けて運動してください。 
健康を損ねたり、皮膚障害や予期しない事故を引き起こしたりする可能性があります。 
腹筋ベルトやヒップ装具は6時間、腕の装具は48時間以上間隔を開けてください。 
 
以下の事態が発生した場合は運動を直ちに止め、症状が回復しない場合はすぐ
に医者の診断を受けてください。 
• 皮膚が真っ赤になった場合 
• 皮膚に炎症、損傷、過敏が生じた場合  
• 目眩 
• 失神しそうになった場合 
• だるさ、胸の痛み、背中の痛みなど異常な症状が生じた場合  

注意   
以下の場合はすぐに使用を止めてください。 
• 本製品に不具合があると感じた時 
• 本製品が故障した時 
• 他の人やペット（動物）が近づいて来たとき 
 
運動しすぎないようにしましょう。 
逆効果になり、身体機能の低下や適切な回復の阻害につながる可能性が
あります。 
 
保護者の観察が必要な方はこの製品を使用しないでください。 
予期しない怪我や事故を引き起こすことがあります。 
 
本製品を不特定多数の人が使用するビジネス目的に使用しないでください。 
故障や感染症のリスクにつながります。 
 
本製品を合理的でない姿勢で使用したり、過度の力を掛けたりしないでください。 
本製品が変形や故障をする可能性、また負傷につながる可能性があります。 
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本製品を叩いたり、重いものを載せたり、過度の力をかけたりしないで
ください。パーツを強く引っ張るなど本製品を乱暴に取り扱わないでください。
変形や損傷、故障などの原因となる可能性があります。 
 
ベンゼン、シンナー、液体洗剤、スプレー洗剤、アルコール系洗剤、洗濯洗剤、
摩耗剤、腐食防止剤、潤滑剤などを使用しないでください。 
故障の原因となる可能性があります。 
 
高温の場所や火の近くで本製品を使用しないでください。 
変形や故障の原因となる可能性があります。 

充電式バッテリーとバッテリーパックの取り扱い 

危険    
バッテリーの取り扱い時には以下に注意してください。  
• 火や高温の中に置かないこと 
• 釘などで穴をあけないこと 
• 衝撃を与えないこと 
• 分解したり改造したりしないこと 
• +極と-極に金属を触れさせないこと（ショートすることがあります）  
• ネックレス、ヘアピンなどを着用したままバッテリーを運んだり、しまったり
しないこと 

• 火の近くや直射日光が当たる場所で充電したり、使用したり、放置したり
しないこと 

 加熱、火災、爆発、漏れなどを引き起こします。

バッテリーパックは本製品専用です。本製品以外の目的に使用しないでください。   
加熱、火災、または爆発の原因となる可能性があります。 

警告    
バッテリーから液体が漏れている場合、素手で液体に触れないでください。
液体が皮膚や衣服に付いた場合は、きれいな水で洗い流してください。
皮膚の炎症や負傷を引き起こす可能性があります。
   
液体が目に入った場合は、すぐに流水で洗い流してください。 
目を擦ると失明する恐れがあります。 
 
濡れた手でバッテリーパックを触らないでください。 
感電したり、故障したりする可能性があります。 
 
本製品を破棄するときは、バッテリーパック（ニッケル-金属ハイブリッド
バッテリー）をコントローラーから取り外してください。
バッテリーをテープで巻いて絶縁させたのち、ニッケル-金属ハイブリッド
バッテリーを回収してリサイクルする業者までお持ちください。  
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充電式バッテリーとバッテリーパックの取り扱い 

警告   
マルチタップ延長コードなどを使用する際には、ソケットや電線機器の過負担
を避けてください。
過熱による火災の原因となる可能性があります。

AC 100 Vコンセントに本製品を接続して使用してください。 
故障や過熱による火災の原因となります。 
*充電器はAC  100～240 V (50～60Hz)で使用可能です（その他の電源は使用できません)。この製品
を海外で使用する場合は、現地のコンセントの形状に適合した市販のアダプターを使用してください。 
 
充電器のプラグが曲がった場合は本製品の使用を止め、本マニュアルの最後に
記載のカスタマーサービスセンターにご連絡ください。 
そのような状態で使用すると、故障や感電の原因となる可能性があります。 
 
充電器はしっかりと挿入してください。 
充電器が故障していたり、コンセントが外れかけている状態で使用しないで
ください。完全に挿入しないと、電気ショックや過熱などのために火災を
引き起こす可能性があります。 
 
定期的に乾いた布で充電器を拭いてください。 
埃や湿り気により絶縁性が損なわれ、火災を引き起こすことがあります。 
 
充電器本体をもってプラグを外してください。 
コードを引っ張って充電器のプラグを外さないでください。 
 
濡れた手で充電器のプラグを外さないでください。 
感電する恐れがあります。 

注意    
充電が済んだら、充電器をコンセントから抜いてください。 
コンセントをさしたまま放置すると、火災や故障の原因となる場合があります。

本製品の充電を浴室や湿度が高い場所で行わないでください。 
感電や故障のリスクがあります。 
 
充電端末から金属を離してください。 
感電や故障のリスクがあります。 
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本製品を正しく使用するために  
 
本セクションには、本製品を長くご愛用いただくために従っていただくガイド
ラインを記載しています。必ず下記のガイドラインに従ってください。

コントローラーの取り扱い 

運動について 
 
• 装具とは、腹筋ベルト、アーム装具、ヒップ装具を指します。 
• 衛生上の理由により装具（腹筋ベルト、アーム装具、ヒップ装具）は、一人専用
として使用し、他の人と共有しないでください。 

• 本製品は玩具ではありません。子供の手の届かないところで使用してください。
本製品を子供に対して使用したり、子供の近くで使用したりしないでください。 

• 最初にEMS機器を使用すると少し目眩を感じることが稀にあります。刺激に慣れる
まで本製品の使用は座ったまま行うことをお勧めします。 

• 本製品を最初に使用すると、腹筋の刺激を感じることがあります。最初に弱い
刺激に対する感覚に慣れ、それから徐々に低周波信号の強さを上げていきましょう。 

• 過度に運動をしないようにしてください。必ず、痛みを感じないレベルで運動して
ください。 

• 運動時のガイドラインとして本マニュアルに記載の運動プログラムに従って
ください。自分のペースで運動し、無理はしないようにしてください。 

• ジェルパッドの接触エリアや圧力が変化すると、突然筋肉が収縮することが
あります。 

• 運動中に身体を動かすと、局地的な筋肉の収縮が起こることがあります。 
• 運動中はコントローラーを手に握るか、装具のポケット（ポケット付きの装具の場合）
にしまってください。 

• コントローラーがオンの時はジェルパッドやボタン電極を触らないでください。 
• 運動を始めるときには、食事面も考慮するように心がけてください。 
• 本製品を屋外で使用すると雨により故障することがあります。本製品を濡らさない
でください。 

• 運動をしていないときには装具（腹筋ベルト、アーム装具、またはヒップ装具）
を装着しないでください。 

   

重要
• 本マニュアルやパッケージに関するすべての権利は著者に帰属し、著作権者や
販売権者の許可なく上記以外の目的で使用（貸出、複製、改編等）を行う
ことは法律により禁止されています。違反すると刑法または民法による処罰の
対象となることがあります。
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重要

ジェルパッドの取り扱い  
 
• 該当するフレックスベルト製品用のジェルパッドを必ず使用してください。 
• 他の人と使用済みのジェルパッドを共有しないでください。感染のリスクが
あります。 

• 清潔な手でジェルパッドを取り扱ってください。皮膚をきれいにした後にジェル
パッドを貼ってください。劣化する可能性があります。 

• ジェルパッドは冷所に保管し、直射日光や高温、高湿度を避けてください。 
• ジェルパッドには使用期限が記載されています。期限切れのジェルパッドを
使用しないでください。 

• 使用期限が切れてなくても、何か問題があればジェルパッドを使用しないで
ください。 

• ジェルパッドは使い捨てです。40回使用後には必ず交換してください。（使用して
なくても、開封後ひと月以内には交換してください） 

• 使用環境により本製品は短時間で劣化することがあります。変色など何か異常が
あった場合はすぐに使用を停止し、交換してください。 

• ジェルパッドの裏側の保護シートは、剥がした後も破棄せず、保管時に使用して
ください。 

• ジェルパッドが既に貼り付けられている装具を保管するには、ジェルパッドを
保護シートでカバーし、装具を冷暗所に保管してください。 

皮膚障害の可能性について
• 稀に、ジェルパッドがアレルギー、長期の赤み、アザなどの皮膚障害を引き起こす
ことがあります。異常を感じたら使用を止め、医師の診断を受けてください。

*デザインは異なる場合があります。 

 
ジェルパッドの使用期限表示 
例：未開封で2024年1月まで使用可能

使用後は保護シートで覆って
ください。 

• ジェルパッドの接着剤は、服などに接触すると
取れない可能性があります。気を付けて取り
扱ってください。 

• 使用後に接着剤が皮膚に残っているときは、
しっかりと拭い取ってください。接着剤が長時間
皮膚に接していると、肌荒れの原因となることが
あります。

9



Lorem 

Lorem 

フレックスベルト製品の同梱物    
 
以下のアイテムが各フレックスベルト装具に同梱されています。 
*コントローラーは、すべての装具に接続して使用可能です。（運動プログラムは接続された装具によって異なります）

 コントローラー

 コントローラー

充電器

充電器
ポーチ 

ポーチ 

マニュアル 

*使用には装具が必要です。 

*使用にはコントローラーが必要です。 

*使用にはコントローラーが必要です。 

コントローラーの同梱物 
（使用マニュアルについてはP11を参照）

フレックスベルトの同梱物 
（使用マニュアルについてはP18を参照）

フレックスミニの同梱物 
（使用マニュアルについてはP29を参照） 

フレックスアームの同梱物 
（使用マニュアルについてはP25を参照） 

腹筋ベルト マニュアル 腹筋ジェルパッド
 （大1、小2） 

ジェルパッド

二頭筋&三頭筋トーニング装具

ポーチ 

ジェルパッド

マニュアル

マニュアル

ヒップアップ装具

10



① ②

コントローラーの使用方法   
 
1. キットの同梱物を確認してください。 
コントローラーには以下のアイテムが含まれています。 

① コントローラー 
接触している筋肉に低周波信号を
送ります。 
② 充電器 
コントローラー内のバッテリーを充
電します。 

2. パーツの名称 

電源ボタン 
電源のオン/オフや運動の
一時停止をします。 

ディスプレイ 
ディスプレイは運動の強度や時間
など運動を行う上で必要な情報を
表示します。指先一つで簡単に
運動の進捗状況が確認できます。  

強度調整（弱）ボタン 
低周波信号の強度を下げます。
右側のボタンが装具の右側を
調整し、左側のボタンが左側を
調整します。 

強度調整（強）ボタン 
低周波信号の強度を
上げます。右側のボタン
が装具の右側を調整し、
左側のボタンが左側を
調整します。

情報ボタン 
このボタンを押すと、
運動についての情報が
表示されます。P17参照。

プログラムボタン 
プログラムを選択
するのに使用します。
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3. コントローラーの充電 
初めてコントローラーを使用する場合や、バッテリーの充電が少ない場合は、
マークが点滅している時があります。この場合、以下の手順でコントローラーを
充電してください。（充電は2～3時間かかります） 

❸ コネクターの横の金色の部分を抑え
ながら(②)、コネクターをまっすぐ丁寧
に引き抜いてください(①)。  
• コントローラーのコネクター部分には、
抜け落ち防止用のタブが付いています。 

注意 
充電が完了したら、充電器とコントローラーをコンセントに接続したままに
しないでください。 

重要
• 長時間使用していない場合や最初に充電する場合は、充電に長時間かかる
ことがあります。

• バッテリーの特性上、最初に充電する際にはより長い時間がかかったり、
使用回数が少なかったりする場合があります。数回充電すると正常に戻ります。

• バッテリーの残量がない場合は充電することをお勧めします。
 バッテリーが残っている状態で充電すると、メモリー効果によりバッテリーを
フルに充電する能力が劣化する場合があります。

• バッテリー充電器の充電回数は、正常に使用すれば約500回です。充電頻度が
上がったらバッテリーを交換することをお勧めします。（P34参照）

• 充電器はAC 100～240 V（50～60 Hz)用です。
 （他の電源では使用できません）
 海外で使用する際には、電気コンセントの形に適合した市販のアダプターを
使用してください。

正しい方向を向いているか
確認してください。

❶ コントローラーを充電器に接続し、
充電器を電気コンセントに接続してください。 
• 充電器のコネクターの金色のマークを
上向きにして、カチッと音がするまで差し
込みます。 

• 充電が開始されると、ディスプレイに
充電中のマーク     が表示されます。 

 * バッテリーマークが点滅し、進捗バーが徐々に
増えていきます。 

 

❷ 充電が終了したか確認し、充電器をコンセントから抜いてください。 
• 充電が完了すると、ディスプレイ上でマーク       が点滅します。 

注意 
コントローラーを充電器から取り外す際には、力を入れすぎないようにして
ください。 
力を入れすぎるとコネクターの抜け落ち防止用のタブを壊してしまう恐れが
あります。押しながらゆっくり取り外してください。 

向きに
注意 
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押しながらゆっくり抜いてください。 

正しい方向を向いているか確認してください。
図示するように装具の金色の部分を上方向に
してコントローラーに接続してください。 

4. コントローラーの接続 
コントローラーは、使用するどの
装具にも接続できます。 
（運動プログラムは接続された装具
によります） 
 
[1] コントローラーの接続 
❶ コントローラーを装具の接続端末
に接続してください。 

❷ カチッと14音がするまで挿入して
ください。 

[2] コントローラーの取り外し 
❶ コントローラーの横の金色のパーツ
を押さえながら(②)、コネクターを
まっすぐ引き抜いてください。(①)  

❷ コントローラーのコネクターパーツに
は抜け落ち防止用のタブが付いて
います。 

重要
• コントローラーと装具が正しく
接続されていないと、コントロー
ラーの電源ボタンが押された
時にエラーメッセージが表示され
ます。この場合コントローラーが
正しく接続されているか確認して
ください。
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例）腹筋ベルト接続時 2秒間押す 

押す 

5. 基本操作 
ジェルパッドを付け、充電したコントローラーを接続して、ベルトを装着後、
以下のステップを行って運動を始めることができます。

❹ 運動する 
運動が始まります。プログラムの終わりまで運動して
ください。 
 

❺ 運動終了 
• 運動が終わったら、電源ボタン(   )を長押し(約2秒間)
して電源をオフにしてください。 

 * 運動が終わると、低周波信号は自動的に止まり、しばらくすると
自動的に電源はオフになります。 

重要
• 装具に適切に接続されていない状態で電源がオンになると マークが
表示されます。

❶ 電源をオンにする 
• 電源ボタン( )を約2秒間押してコントローラーの
電源をオンにします。 

• 電源が初めてオンになる場合は、プログラムは自動的
に[1]に設定されています。

❷ プログラムを選択する 
• 通常はプログラムを変更する必要はありません。 
• プログラムを変更したい場合は、プログラムボタン(P )
を押して選択してください。（プログラムの数は接続
された装具により異なります） 

❸ 低周波信号の強度を調整する 
• 強度調整ボタン( )を押して強度を調整します。強すぎる
場合は、強度調整ボタン(    )を押して調整してください。
（運動中でも調整可能です） 
• 最初の強度は0になっています。 
• 強度は0～150に設定可能です。 
• 心地よく感じる最大値まで強度を上げてください。 
• バランス良く運動するため、フレックスベルトの左右の
強度は、10ポイント以上差が開かないように調整されます。

収縮時を表示
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• エラーメッセージが表示された場合 
 コントローラーに問題がある場合、エラー表示が
点滅し、運動が中断されます。 

 この状況が起こった場合は、ページP36の「問題が
生じたら」を参照ください。問題が解消されると、
コントローラーの電源がオフになりますので、オンに
入れなおしてください。 

 *エラーメッセージが消えない場合は、本マニュアルの最後に記載の
カスタマーサービスセンターに連絡してください。 

• 運動を一時停止するには 
 電源ボタン(    )を短時間押すと運動は一時停止します。
ディスプレイには一時停止であると表示されます。 

 運動を再開するには、電源ボタン(    )を再度短時間押
してください。 

• 実行中の運動を停止するには 
 実行中の運動を停止したい場合は、電源ボタン(    )を
少なくとも2秒間押して、コントローラーをオフにして
ください。 

 * 途中で止めたセッションは、終了済みセッションにカウントされません。
 （ “セッション”とは一回の運動を指します。) 

2秒間押す 

注意     
フレックスベルトの使用時に刺すような感覚や骨盤にくすぐったい感覚が
感じられたら、電源ボタン( )を押して運動を中断し、装具とジェルパッドの
位置を変えてください。位置を変えても収まらない場合、使用を停止して
ください。 
使用を続けても効果がないばかりか、皮膚障害を引き起こす可能性があります。 
高い強度で開始するのではなく、自分の筋肉の収縮が通常の運動レベルと
なるまでゆっくりと強度を上げてください。 
強度を上げすぎると、筋肉を傷めたり、副作用が生じることがあります。  

重要
• 最初に運動する場合は、プログラム[1]イニシエーションまたはビギナーから
始めてください。

• プログラムは、セッション中に変更できません。プログラムを変更するには、
コントローラーを一度オフにしてから、電源をオンに入れなおし、再度プログラム
を選択してください。

• セッション中にジェルパッドの位置を変更するときは必ず電源をオフにして
ください。

• 電源がオンの時にコントローラーを抜かないでください。（エラー表示
がディスプレイに表示されます。）
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使用中のプログラムの番号
を正しく表示します。 

運動が一時停止の時に
表示されます。 

コントローラーと、装具
またはジェルパッドと皮膚の
間の接触不良を示します。

現在のセッションの残り時間
を示します。 

装具の左側の運動の強度を
示します。

装具の右側の運動の強度を
示します。

エラーが発生したことを
示します。

筋肉が収縮時に表示され
ます。

バッテリーの残量を示し
ます。

サウンドがオフであること
を示します。

ボタンがロックされている
ことを示します。
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6. 様々な機能 
コントローラーには以下のような機能があります。 

情報 
コントローラーは、現在と過去のセッションについての
情報を保存します。情報ボタンでアクセス可能です。プ
ログラム実行中もこの情報にアクセスできます。 

ミュート 
• サウンドをミュート［ミュート機能］ 
 ビープ音をミュートするには、プログラムボタン(P )
を2秒間押してください。ミュート中は、ミュート記号
が(   )表示されます。 

 ビープ音をもとに戻したい時は（ミュート機能を解除）、
再度プログラムボタン(P )を2秒間押してください。 

 *エラーサウンドはミュートされません。

ロック  
• 信号強度をロック[ボタンロック機能] 
 情報ボタン（ i）を2秒間押すと強度がロックされ、
 設定された強度を誤って変更することがなくなります。 
  が、ボタンがロックされている間に表示されます。
この機能はセッション中のみ可能です。 

 セッション中に強度を変更したいときは、情報ボタン
( i )を2秒間押せば、ロック機能を解除できます。 

現在の強度レベル 
情報ボタンを一回押すと現在のプログラムの強度が表示されます。

平均強度レベル 
情報ボタンを2回押すと最後のセッションで達成した平均強度を
確認することができます。

最高強度レベル 
情報ボタンを3回押すと、最後のセッションで達成した最高強度が
示されます。 

現在のプログラムのセッション数 
情報ボタンを4回押すと、現在のプログラムレベルで実行された
セッション数を見ることができます。これは新しいプログラムを
選択した時や、セッション数が99に達すると0にリセットされます。

セッションの総数 
情報ボタンを5回押すと、これまで完了したセッションのトータルが
表示されます。1000セッションに達すると0にリセットされます。

装具タイプ 
情報ボタンを6回押すと使用中の装具のタイプが表示されます。
（E-10 = フレックスベルト; X-60 = フレックスアーム; 
E-30 = フレックスミニ) 

情報ボタンを7回押すと、コントローラーは通常に戻ります。 

2秒間押す 

押す 

2秒間押す 17



コントローラー接続端末 マジックテープファスナー 

コントローラー収納ポケット 

ボタン電極 

ジェルパッド
貼付ガイド (大) 

マジックテープ
ファスナー 

ジェルパッド貼付ガイド (小) 

腹筋ベルトの使用方法（男女兼用） 
フレックスベルトで、腹筋を鍛える運動ができます。このベルトを毎日20～40分
使用するだけで腹筋を引き締める効果が期待できます。ベルトを腹部に巻くだけで、
空き時間に他のことをしながら運動することができます。 

1. キットの同梱物を確認してください。 
フレックスベルトには以下のものが同梱されています。

本ベルトは、ウエスト周りの運動用です。
腹筋ベルトにはコントローラーを収納するポケットがあります。 
サイズ調整：61-95cm 

腹筋ジェルパッド（大1、小2） 
ジェルパッドは、コントローラーから腹筋に
低周波信号を伝達するためのものです。 

腹筋ベルト

前 

後  
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61～80 cm
70～90 cm
80～95 cm

*貼り付ける場所はガイドが
示す場所のみとなります。 

2. ジェルパッドの貼り付け 
腹筋ベルトを、ボタン電極側を上にして平らな場所に置き、ジェルパッド(大)
1つとジェルパッド(小)2つを付けます。 

❶ ジェルパッド(大)の貼り付け（1枚） 
• 格子模様側から保護シートを剥がし、
ジェルパッド(大)を腹筋ベルトの
中央のジェルパッドガイドに貼り
付けます。 

 *ジェルパッドには接着剤が付いているので、
他の表面に貼り付くことがあります。 

❷ ジェルパッド(小)の貼り付け（2枚） 
• 格子模様側から保護シートを剥がし、
ジェルパッド(小)を左右のウエスト
サイズのジェルパッドガイドに貼り
付けます。 

 ジェルパッドガイドとジェルパッドの
縁の位置を合わせて貼り付けて
ください。

❸ ジェルパッドの貼り付け  
• 3枚のジェルパッドがボタン電極を覆っていること確認し、ジェルパッドを腹筋
ベルトに対して押し付けて適切に貼り付けてください。 

ウエストサイズとジェルパッド貼り付け位置 

重要
• 黒色側の保護シートは、皮膚に付ける
時まで取り除かないでください。 黒色側 格子模様側

重要 
腹筋ベルトにこのサイド
（格子模様）を貼り付けて

ください。 

重要 
腹筋ベルトにこのサイド（格子模様）

を貼り付けてください。  
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3. コントローラーの接続 
 

❶ コントローラーをベルトの
    接続端末に接続します。 
• カチッと音がするまで挿入して
ください。 

• 充電済みのコントローラーを
使用してください。

4. 腹筋ベルトの装着
腹筋ベルトを装着します。装着前に皮膚がきれいな状態で、コントローラーの電源
がオフになっていることを確認してください。 

正しい方向であることを確認してください。

皮膚に直接巻いてください。 

❶ ジェルパッドの黒色側から保護
シートを剥がします。 

❷ 腹筋ベルトをウエストに巻き、
皮膚に付けてください。 

• ジェルパッドが直接肌に当たる
ようにベルトを巻いてください。

重要
• 保護シートは、剥がした後も捨
てないでください。セッション
後にジェルパッドを保護する
のに必要になります。

重要
• ジェルパッドと皮膚の間に
隙間がないように製品を巻いて
ください。ジェルパッドと皮膚の
間に隙間があると効果があり
ません。

• ベルトを巻くときは、ベルトが
伸びる程にベルトをきつく引っ
張ってください。

肋骨 

腰骨 

*ベルトが長すぎる場合は、ベルトの端がジェルパッドに触れるように折り畳んでください。 

へそ 
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5. 運動プログラム 
 
BMRのフレックスベルトには、以下の表に挙げる10種類のトーニングプログラムが
あります。7つのパッシブプログラム（身体の動きが必要でないもの）と3つの
アクティブプログラム（身体の動きを伴うもの）があります。最初にコントローラー
を起動させるとプログラム1に設定されています。コントローラーは、自動的に
各プログラムを6まで進めます。プログラム7から10は、プログラムボタンを使って
手動で選択します。ディスプレイには現在選択されているプログラムが表示されます。 
 
プログラム9と10以外のすべてのプログラムにはウォームアップフェーズとクール
ダウンフェーズがあります。ウォームアップで、セッションのメインパートへ筋肉を
ほぐします。クールダウンで、運動をした時のように、セッション後の筋肉をリラックス
させます。 

プログラム8は低い強度で、速足やジョギング、ステッパーやエクササイズバイク
などを使用する時など、軽い有酸素運動とこの刺激とを組み合わせたい時に使用
するものです。 

1. パッシブプログラム: 身体の動きを伴わない 

2. アクティブプログラム: 身体の動きを伴う 

重要
• セッション中にプログラムを変更することはできません。電源をオフにしてから
オンに入れ直すと、プログラムボタンを押して別のプログラムを選択することが
できます。プログラム6は、スポーツ時のような負荷の高い腹筋の鍛錬になります。
プログラム7は強度が低く目で、軽めの腹筋の鍛錬のような負荷になります。

パッシブ 
プログラム 時間（分） トレーニングレベル セッション数 

1 : イニシエーション
2 : ビギナー 
3 : インターメディエート 
4 : アドバンス 
5 : エキスパート 
6 : プロ
7 : 腹筋 パワー

20
25
30
30
30
30
30

低
中
中
高
高
高
高

2
3
5
10
10
無制限
無制限

*セッションとは、運動1回を指します。 

アクティブ
プログラム 時間（分） 運動の種類 

8: 持久力 
9: ビギナークランチ 
10: アドバンスクランチ 

40
6
9

低
中
中 

軽い有酸素運動
 腹筋
側筋

トレーニングレベル 
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[1]

[2]

[3]

クランチ　プログラム9および10: 
 
腹筋クランチ運動をご存じないかたは、プログラム10に進む前にプログラム9から
始めてください。どちらのプログラムも、図[1]の姿勢から始めてください。 
 
ベルトを通常の位置に装着し、仰向けに寝ます。膝をおよそ90度の角度に曲げ、
両手を頭の後ろに回します。足の裏は床に付け、肩幅に開いてください。腹筋は完全
にリラックスさせてください。コントローラーの電源をオンにし、強度を上げます。

2. 収縮を2秒間維持し、それからスタート位置に戻ってリラックスします。刺激は
止まります。
　 
3. 2秒間のリラックス時間が終わると、刺激がまた始まります。 

4. 両側を10回クランチをすると、本製品は20秒間のリラックス時間を開始します。
コントローラーは、20秒間の最後の3秒ではビープ音を出し、クランチの
次のセットが始まることを知らせます。ステップ1～3を繰り返します。
 
注：20回（両側10回ずつ）3セットが終わると、プログラムは終了します。 

重要
• 腹筋の左側が刺激を受けているときは、右肩を丸めてください。
• 腹筋の右側が刺激を受けているときは、左肩を丸めてください。
• 必ず腰を床につけたままにし、上半身を強く捻らないようにしてください。

プログラム9 
ビギナークランチ[1]: 
1(a). 刺激が始まったら、ゆっくりと
腰を床に押さえつけ、腹筋を無理の
ない範囲で収縮させます。頭を床から
上げないようにします。首の筋肉は
できるだけリラックさせます。下記の
ステップ2、3、4も参照してください。

スタンダードクランチ [2]: 
1(b). 刺激が始まったら、ゆっくりと
肩を前に丸めます。腰を床に付けた
ままにしてください。頭を前に突き
出さないようにしましょう。頭を上げる
ときは、顎と胸の間にこぶしほどの
スペースを空けたままにして、首が
緊張する姿勢を避けてください。 
 
2. 曲げた/収縮させた状態で3秒間維持してください。そして、スタート位置に戻り
リラックスさせます。刺激は止まります。 

3. 3秒間のリラックス時間が終わると、刺激がまた始まります。 

4. 10回クランチをすると、本製品は20秒間のリラックス時間を開始します。コント
ローラーは、20秒間の最後の3秒ではビープ音を出し、クランチの次のセットが
始まることを知らせます。ステップ1～3を繰り返します。

注：10回3セットが終わると、プログラムは終了します。

プログラム10 
サイドクランチ [3]: 
1. 刺激が始まったら、片方の肩をゆっくり
体の中心線に向かって丸めます。肩が床
から約10センチ離れるくらいまで丸めて
離してください。腰が床から離れない
ようにしてください。  
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❶ 電源をオンにする  
• 電源ボタン(    )を少なくとも2秒間押す。2秒間押す。

❷ プログラムを選択する。  
• プログラムボタン( P )を押して、希望のプログラムを
選択してください。 

• 初めて使用する場合は、プログラム1が自動的に選択
されます。 

❸ 低周波数信号の強度を調整する   
• 強度調整ボタン(   )を押して 強度を上げます。強すぎる
場合は、強度調整ボタン(   )を押して調整してください。 

• 最初に本製品を使用する場合は、腹筋に収縮を感じ
るか確認してください。 

2秒間押す 

押す 

押す 

6. 運動の実行と終了 
 
運動の実行 
運動を実行する準備ができたら、以下の手順に従ってください。（詳細については、
ページ14「5．基本操作」を参照）  

運動の終了 
運動が終わったら、以下のようにベルトをしまってください。 
 
❶ 電源がオフになったことを確認 
• ディスプレイが消えたことを確認 
 電源がオンの状態であれば、電源ボタンを少なくとも2秒間押してディスプレイが
消えたことを確認してください。 

  
❷ ベルトを外す 
 
❸ 保護シートを被せる 
• ジェルパッドに保護シートを被せ、保管してください。 

運動について  
• 初めて運動する場合は、 [1] ビギナーから始めてください。 
• フレックスベルトを週5回使用することをお勧めします。必ず少なくとも
6時間は次の運動までに間隔を開け、筋肉疲労を回避してください。 

注意     
強度を上げすぎないようにしてください。筋肉の収縮を自分で腹筋運動を
するときより少し軽めになるように強度を調整してください。 
怪我をする可能性があります。 

23



ジェルパッドのお手入れ 
 
ジェルパッドの効果と耐久性は、適切に使用、保管、手入れをすることや、皮膚の
タイプ、セッションの長さと回数、そして使用する強度によります。（セッションとは一回
の運動を指します） 
• ジェルパッドは必ずきれいな手で取り扱ってください。ジェルパッドの面には
オイルや皮膚片などが付くことがありますので、装具の装着や取り外しの際には
できるだけジェルパッドの面を皮膚で触らないようにしてください。 

• ジェルパッドの接着強度は、繰り返し使用することにより低下します。
その結果、電気が伝わり難くなり、本製品が機能しづらくなります。  

• 一部剥がれたり丸まったりしたジェルパッドを使用すると効果が弱まります。
このような場合は新しいジェルパッドと交換してください。 

使用後 
保護シートで被う 

• ジェルパッドは、黒色側に保護シートを被せて
保管してください。 

• 新しいジェルパッドの接着は強いので、ベルトを
外しても皮膚に残ることがあります。 

 皮膚から剥がして、再度ベルトに貼り付けて
ください。 

 数回使用したら、ジェルパッドはベルトから外れ
にくくなります。 重要 
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アーム装具の使用方法（男女兼用）  
フレックスアームで、二頭筋と三頭筋を鍛え、引き締めることができます。 装具を腕に
巻き、10～15分運動するだけで、二の腕を鍛えたり、スリムにしたりすることが可能
です。   

これらの装具は二の腕用です。コントローラーは使用中手に持っていてください。 
調整可能サイズ: 25.5～49.5cm 
 

注意    
• 本製品を使用する際には、必ずリラックスして座った状態で、腕を少し曲げて
太腿の上かテーブルの上に置いた状態で使用してください。 

• セッション中に腕をまっすぐに伸ばさないでください。セッションの効果が
薄れ、心地悪く感じることがあります。 

• 腕や手を使う活動をしながらフレックスアームを絶対に使用しないでください。 
• セッション中アームが勝手に動くことがあります。 
• 各セッション中は手でコントローラーを持ったままにしてください。 
• 腕の周りのストラップをきつく締めすぎないようにしてください。 
• 装具の端末が壊れたり、露出したりしたときは、すぐに交換してください。 

1. キットの同梱物の確認   
フレックスアームトーニングキットには以下のものが同梱されています。   

2. アーム装具   

外側 

内側 

装着用ストラップ 

ボタン電極  

ジェルパッド
貼付ガイド

コントローラー
接続端末 

アームジェルパッド 
コントローラーから二頭筋や三頭筋に低周波信号を
伝達するジェルパッドです。    
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2. ジェルパッドの貼り付け 
装具を、ボタン電極側が上になるように平らな場所に置き、4枚のジェルパッドを
貼り付けてください。

❶ ジェルパッドの配置  
• 保護シートを格子模様側から剥がし、
4枚のジェルパッドを装具の各部分
のジェルパッドガイド内に配置して
ください。

 *ジェルパッドには接着剤がついていますので、
他の表面に貼りつくことがあります。 

❷ ジェルパッドの貼り付け  
• ボタン電極をカバーしていることを
確認し、装具側にジェルパッドを
押し付けるようにし、適切に貼り
付けるようにしてください。 

❸ コントローラーの接続   
装具の接続端末にコントローラーを接続
する
• カチッと音がするまで挿入してくだ
さい。 

• 充電済みのコントローラーを使用して
ください。 

正しい方向を向いていることを確認 

重要
• 皮膚に貼り付けるまで黒色側の保護
シートを剥がさないでください。 黒色側 格子模様側

重要 
装具にこの側（格子模様側）

を配置  
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4. アーム装具の装着  
フレックスアームを装着します。装着前に皮膚がきれいな状態でコントローラーの
電源がオフになっていることを確認してください。

❶ ジェルパッドから保護シートを剥がす 

❷「R」とマークされている装具を手にとり、大きな方の
セクションを中心が「右腕」の三頭筋に被るように配置
してください。広い方が肘側になるようにしてください。

5. 運動プログラム 
フレックスアームには3つのプログラムがあります。: 
プログラム1は、腕の筋肉を鍛えスリムにするコンディショニングプログラムです。 
プログラム2は、最もハイレベルのプログラムで、腕の筋肉を強化し、かつスリムに
するプログラムです。 
プログラム3はパワープログラムで、短くパワフルな収縮で筋肉を大きくする
プログラムです。 

装具の内側の「L」と「R」
マークを確認してください。 

❸ ストラップを腕の外側に巻いて、小さい楕円形のセクションを
中心が二頭筋に被るように配置します。ストラップを腕に
しっかりと、きつくなりすぎない程度に巻いてください。

❹ ステップ1と2を繰り返して「L」とマークされた装具を左腕に
装着してください。

重要
• 剥がした後に保護シートを捨てないでください。運動終了後
にジェルパッドを保護するのに保護シートが必要になります。

重要
• 一旦プログラムを選択すると、変更されるまでコントローラーはそのプログラムを
使い続けます。

• 本製品を週に3回以上使用せず、セッション後少なくとも48時間間隔を開けること
をお勧めします。

重要
• セッション中はプログラムを変更できません。コントローラーの電源をオフに
して、オンを入れ直すと、プログラムボタンを押して、他のプログラムを選択で
きるようになります。

重要
• ジェルパッドと皮膚の間に隙間がないように装具を
装着してください。ジェルパッドと皮膚の間に隙間が
あると効果がありません。

三頭筋

二頭筋

プログラム 時間（分） トレーニングレベル 

1. コンディショニング 
2. 強化 
3. パワー

10
12
15

中
高
高
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❶ 電源をオンにする  
• 電源ボタン(    )を少なくとも2秒間押す。

❷ プログラムを選択する。  
• プログラムボタン( P )を押して、希望のプログラムを
選択してください。 

• 初めて使用する場合は、プログラム1が自動的に選択
されます。 

❸ 低周波数信号の強度を調整する   
• 強度調整ボタン(   )を押して 強度を上げます。強すぎる
場合は、強度調整ボタン(   )を押して調整してください。 

• 最初に本製品を使用する場合は、腕の筋肉に収縮を
感じるか確認してください。 

2秒間押す 

押す 

押す 

6. 運動の実行と終了 
 
運動の実行 
運動を実行する準備ができたら、以下の手順に従ってください。（詳細については、
ページ14「5．基本操作」を参照）  

運動の終了 
運動が終わったら、以下のようにベルトをしまってください。 
 
❶ 電源がオフになったことを確認 
• ディスプレイが消えたことを確認 
 電源がオンの状態であれば、電源ボタンを少なくとも2秒間押してディスプレイが
消えたことを確認してください。 

  
❷ 装具を外す  
 
❸ 保護シートを被せる 
• ジェルパッドに保護シートを被せ、保管してください。 

運動について  
• 初めて運動する場合は、[1]コンディショニングから始めてください。  
• フレックスアームを週3回使用することをお勧めします。少なくとも
48時間は次の運動までに間隔を開け、筋肉疲労を回避してください。  

注意     
強度を上げすぎないようにしてください。筋肉が収縮しすぎないように調整
してください。腕の筋肉の運動には身体の他の場所より低い強度で十分です。  
怪我をする可能性があります。 
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コントローラー接続端末 

ヒップ用装具の使用方法  
フレックスミニは、臀部の大きな筋肉を運動させ、ヒップをリフトアップし、整える
効果が期待されます。ベルトをヒップの周りに巻き、ストラップを太腿周りに締め、
１日15～30分程度運動させましょう。 

1. キットの同梱物の確認 
フレックスミニトーニングキットは以下のものを同梱しています。

この装具はヒップの筋肉の運動用です。本装具は、ヒップサイズ91.5-114cmに
フィットします。ヒップベルトにはコントローラーを収納するポケットがあります。 

ヒップジェルパッド 
コントローラーから臀部の筋肉に低周波信号を
伝達するジェルパッドです 

ヒップ装具 

ヒップベルト 

外側

内側 

マジックテープファスナー 

ジェルパッド
ガイド

太腿ストラップ 

ボタン電極 

洗濯ラベル 

コントローラー収納ポケット 

注意     
高い強度では、立った状態や横になった状態で本製品を使用する方がより
心地よいです。 
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2. ジェルパッドの貼り付け  
装具を、ボタン電極側が上になるように平らな場所に置き、4枚のジェルジェル
パッドを貼り付けてください。

❶ ジェルパッドの配置  
• 保護シートを格子模様側から剥がし、
4枚のジェルパッドを装具の各部分の
ジェルパッドガイド内に配置して
ください。  

 *ジェルパッドには接着剤がついていますので、
他の表面に貼りつくことがあります。 

❷ ジェルパッドの貼り付け  
• ボタン電極をカバーしていることを
確認し、装具側にジェルパッドを押し
付けるようにし、適切に貼り付くように
してください。

❸ コントローラーの接続   
 装具の接続端末にコントローラー
を接続する

• カチッと音がするまで挿入して
ください。 

• 充電済みのコントローラーを
使用してください。 

正しい方向を向いていることを確認 

重要 
装具にこの側（格子模様側）

を配置  

重要
• 黒色側の保護シートは、皮膚に付ける
時まで取り除かないでください。 黒色側 格子模様側
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❶ ジェルパッドから保護シート
を剥がす 

❷ ヒップベルトを、洗濯ラベルが
背骨の所に来るように後ろから
配置します。ベルトをヒップの
周りに巻き、皮膚に触れるように
します。   

• ジェルパッドが皮膚に直接触
れるようにベルトを巻いて
ください。 

❸ そして、ジェルパッドがヒップ
の折り目の下に来るようにスト
ラップを太腿に巻いてください。 

重要
• 剥がした後に保護シートを捨て
ないでください。運動終了後に
ジェルパッドを保護するのに保護
シートが必要になります。

重要
• ジェルパッドと皮膚の間に隙間
がないように本製品を巻いて
ください。ジェルパッドと皮膚
の間に隙間があると効果があり
ません。

• 巻くことでベルトが伸びるように
ベルトをしっかりと引っ張って
ください。

4. 装具の装着   
フレックスミニ装具を装着します。装着前に皮膚がきれいな状態でコントローラーの
電源がオフになっていることを確認してください。 

5. 運動プログラム   
フレックスミニには4つのプログラムがあります。最初にコントローラーを起動
すると、プログラム1に設定されています。コントローラーは、自動的にプログラムを
プログラム4まで進めていきます。 

4枚のジェルパッドを
図のように配置 

重要
• セッション中はプログラムを変更できません。コントローラーをオフにして、
再度オンにすると、プログラムボタンを押して他のプログラムが選択できるように
なります。

プログラム 

[1] ビギナー 
[2] インターメディエート 
[3] アドバンス 
[4] エキスパート 

時間（分）

20
25
30
30

トレーニングレベル

低
中
中
高

セッション数

2
3
5

無制限

*セッションとは、運動1回を指します。
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6. 運動の実行と終了 
 
運動の実行: 
運動をする準備ができたら、以下の手順に従ってください。（詳細については、
ページ14の「5. 基本操作」を参照） 

❶ 電源をオンにする  
• 電源ボタン(    )を少なくとも2秒間押す。

❷ プログラムを選択する。  
• プログラムボタン( P )を押して、希望のプログラムを
選択してください。 

• 初めて使用する場合は、プログラム1が自動的に選択
されます。 

❸ 低周波数信号の強度を調整する   
• 強度調整ボタン(   )を押して 強度を上げます。強すぎる
場合は、強度調整ボタン(   )を押して調整してください。 

• 最初に本製品を使用する場合は、臀部の筋肉に収縮を
感じるか確認してください。  

2秒間押す 

押す 

押す 運動の終了 
運動が終わったら、以下のようにベルトをしまってください。 
 
❶ 電源がオフになったことを確認 
• ディスプレイが消えたことを確認 
 電源がオンの状態であれば、電源ボタンを少なくとも2秒間押してディスプレイが
消えたことを確認してください。 

  
❷ 装具を外す   
 
❸ 保護シートを被せる 
• ジェルパッドに保護シートを被せ、保管してください。 

運動について  
• 初めて運動する場合は、[1]ビギナーから始めてください。  
• フレックスミニを週5回使用することをお勧めします。必ず少なくとも6時間は
次の運動までに間隔を開け、筋肉疲労を回避してください。   

注意     
強度を上げすぎないようにしてください。筋肉が収縮しすぎないように調整して
ください。  
怪我をする可能性があります。 
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注意      
フレックスベルトとフレックスミニの手洗い
内蔵の電源が故障することがあります。手洗い
 
フレックスアームは洗濯不可 
内蔵の電源が故障することがあります。
 
装具を漂白しないでください。  
内蔵の電源が故障することがあります。  
塩素漂白 

装具をドライクリーニングしないでください。 
内蔵の電源が故障することがあります。  
乾燥 

装具を乾燥機に入れたり、ヒーターなどの熱いもの
の上で乾燥させたりしないでください。 
内蔵の電源が故障することがあります。 
乾燥時には必ず平らな場所に置いてください。
 
装具にアイロンをかけないでください。 
内蔵の電源が故障することがあります。 

装具をねじらないでください。 
内蔵の電源が故障することがあります。 

洗剤、アルコール、スプレー洗剤または強力な溶剤を
装具に使用しないでください。 
内蔵の電源が故障することがあります。 

装具を長時間直射日光に晒さないでください。 
内蔵の電源が故障することがあります。 

7. 製品のお手入れ 
 
装具のお手入れ  
下記の方法で装具をお手入れして、常にきれいな状態に保ってください。 
• コントローラーとジェルパッドを装具から取り外す。 
• 薄い石鹸水で軽く湿らせた柔らかい布で定期的に拭いてください。 
• もし汚れがひどい場合は、内蔵の電源が故障しないように、通気を良くした
平らな場所で軽くぬるま湯で手洗いしてください。アームベルトを洗うことは
できません。 
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コントローラーのお手入れ  
コントローラーが汚れたら、装具から取り外して、乾いた布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、水に浸した柔らかい布を使い、拭きとってください。

バッテリーの交換   
通常の使用では、バッテリーの充電回数は約500回です。充電頻度が上がった
場合は、以下の手順で充電式バッテリーを交換してください。（新しい充電式
バッテリーは、本マニュアルの最後に記載のカスタマーサービスセンターから
購入可能です）

❶ コントローラーの裏側のカバーからゴムのプラグを取り外す。 
❷ ネジを外し、カバーを取り外す。 
❸ コントローラーからバッテリーパックコネクターを外す。 
❹ コントローラーに新しいバッテリーパックコネクターを接続する。 
❺ カバーを再度取り付け、ネジで留める。 
❻ カバーのネジ穴にゴムプラグを挿入する。 

8. 保管と破棄 

保管 
子供の手の届かないところに保管してください。本製品を以下の場所に保管しない
でください。 
• 非常に高温または低温の場所 
• 屋外または直射日光が当たる場所 
• 埃っぽい場所や、湿度が高い場所 
• オイル混じりの煙や蒸気に晒される場所 

破棄 
• 本製品を破棄する際には、国や地方自治体などの規制に従って破棄してください。 
• 本製品の充電式バッテリー（ニッケル̶金属ハイブリッドバッテリー）は
リサイクル可能です。使用済みのニッケル-金属ハイブリッドバッテリーは、端末に
テープを貼って絶縁し、ニッケル-金属ハイブリッドバッテリーのリサイクルを
行う業者までお持ちください。 

重要
• コントローラーが故障した場合は、使用を止め、本マニュアルの最後に記載の
カスタマーサービスセンターにご連絡ください。

バッテリーパック

ゴムプラグ

コネクター裏側 ネジ 

 コントローラー
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よくあるご質問 
 
Q. 従来のタイプのEMS機器よりこの製品がより便利な点は何ですか？ 
A. ジェルパッドを使用するので、従来のEMS製品のように毎回ジェルを塗る
必要がなくなりました。充電式バッテリーによりバッテリー交換の手間やコストが
なくなりました。 
 
Q. 睡眠中に使用できますか？ 
A. 睡眠中は使用しないでください。 
 
Q. サウンドをミュートにできます？ 
A. はい、ミュート機能があります。 
 
Q. 腹筋や腕などの所定以外のエリアに使用することはできますか？ 
A. 各装具は所定の筋肉に対してのみ使用してください。各部分には専用の装具を
使用してください。 
 
Q. どれくらいの頻度で使用すべきでしょうか？ 
A. 頻度は各装具によって異なります。フレックスベルトについては、P23を、
フレックスアーム装具についてはP28を、フレックスミニについてはP32を参照
ください。 
 
Q. 一回の充電でどれくらい使用できますか？ 
A. 1回の充電でだいたい10セッション（約5時間）使用できます。バッテリーの
使用と使用頻度は、プログラムにより異なります。 
*バッテリーの充電は2～3時かかります。  
 
Q. 本製品で筋肉痛になりますか？ 
A. 筋肉痛はどの運動でも起こりえます。もし酷い筋肉痛になった場合は、回復する
まで使用しないでください。 
 
Q. 出産後の運動に使用できますか？ 
A. 医師にご相談ください。出産後少なくとも6週間は本製品を使用しないで
ください。帝王切開をされた場合は、使用まで3ヵ月待ち、医師の許可を受けて
ください。 
 
Q. EMSを使用するとどのような感覚になりますか？ 
A. 筋肉が収縮する時は、筋肉がぴくぴくしているように感じ、ジェルパッドの
間の筋肉と皮膚がこわばります。筋肉が収縮し、数秒間緊張した後、ゆっくりと
弛緩します。これまで経験したことのない感覚かと思いますが、心地よいと感じて
頂けると思います。 
 
Q. どのようにしたら効果的に運動できますか？ 
A. 通常の運動の時と同じくらい筋肉が収縮する程度まで強度を上げてください。
翌日に軽い筋肉痛があるぐらいが理想的です。 
 
Q. 治療や治療後のリハビリに利用できますか？(心臓手術、椎間ついかん板
ヘルニア、喉頭がん、腰痛、腰部損傷、胃腸症状の悪化などの後) 
A. 治療中や治療直後などの場合医師にご相談ください。本製品は健康な方が
使用するように設計されています。 
 
Q. いつジェルパッドを交換したらよいですか？ 
A. 低周波信号の伝達が劣化したと感じた場合や、バッテリーの充電が残っているの
に信号がこれまでより弱くなったと感じた時は、ジェルパッドを交換してください。
ジェルパッドの交換の目安は４０回程度ですが（約２０時間）、使用環境や運動の
強度にもよります。 
 
Q. 腹筋ベルトを適切に装着できません。どうしたらよろしいでしょうか？ 
A. 腹筋ベルトを締める前に、背中に腹筋ベルトを当て、中央のジェルパッド(大)の
位置を決め、それからベルトの両端をもってゆっくりと引いてください。 
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問題が生じたら（問題とトラブルシューティング）  

このセクションは、フレックスベルトの使用時に問題が生じた場合にどのように
対処するべきかを説明します。正しい対応をしたのに状況に変化がなければ、
このマニュアルの最後に記載のカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。 

操作について 

確認事項
（可能性のある原因） 
 
充電が少ない。

ボタンの押し間違い。 
 

強度が低い。

コントローラーが一時停
止中。
 
強度が低い。

コントローラーが一時停
止中。 
 
装具を未装着。

コントローラーが適切に
接続されていない。
 
新しいジェルパッドの接
着力が強いため。 
 
装具が適切に装着されて
いない。

ジェルパッドが不良。 
 
セッション中はプログラ
ム変更不可。 
 
 
ボタンが爪で押し込まれ、
引っ掛かった。 

 
ジェルパッドが表裏逆に
貼り付けられている。 

対処方法 
 
 
コントローラーを充電。

間違ったボタンから指を
離す。 
 
強度を上げる。

セッションを再スタート。 
 

強度を上げる。

セッションを再スタート。 
 

装具を装着。

コントローラーを適切に
接続。 
 
数回使用すると改善します。
 
 
本製品を適切に装着して
いるか確認。

ジェルパッドを交換。 
 
電源をオフにしてから
再度オンにし、それから
プログラムを選択。 
 
爪で引き出してボタンを
戻す。*指先で行ってください。
 

ジェルパッドの裏面を身体
に向けて貼る。 

発生しうる問題 

コントローラーが起動
しない。

 
 
ディスプレイはオンに
なったが、低周波信号が
来ない。 

 
セッションは始まったが、
低周波信号が感じられ
ない。 
 
 
電 源をオンにすると
エラーメッセージが表示
される。 

ベルトを外すとジェルパッド
が体に接着している。 

強度が上昇しない。 
* “ディスプレイとサウンド”を確認
ください。
 
 
プログラム変更ができない。
 
 
 
ボタンがへこんだまま
返ってこない。

新しいジェルパッドが
貼り付かない。  
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充電式バッテリーについて 

確認事項
（可能性のある原因） 
 
バッテリーの特性。
（初回の使用） 
 
 
 
 
 
 

使用期間を超えて使用。
 
バッテリーのキャパシテ
ィが残っている状態で繰
り返し充電。 

 
充電レベルが少ない。  

対処方法 
 
 
バッテリーを再充電し、
充電がなくなるまでバッテ
リーを使用する。使用時間
は徐々に向上する。 
* 使用できなくなってからバッテ
リーを充電する。 
まだ充電が残っている状態
で充電すると、メモリー
効果によりバッテリーの
能力が劣化する場合が
あります。 
 
新しいバッテリーと交換。
 
充電がなくなってから
バッテリーを充電し、
数回繰り返してください。
それでも解消されない
場合は、充電式バッテリー
を交換してください。 
 
バッテリーを充電。 

発生しうる問題 

バッテリーマークがフル
充電を示しているが、
バッテリーの充電がすぐ
になくなる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

強度調整ボタンを押して
強度を上げると、電源が
オフになる。

ディスプレイとサウンド 

確認事項
（可能性のある原因） 
 
装具の装着が不適切。 
 
保護シートがジェルパッド
に残っている。 
 
ジェルパッドがボタン
電極を覆っていない。 
 
 
ジェルパッドが不良。 
 

コントローラーの接続が
不適切。 
 

充電レベルが少ない。 
 
 
 
ミュート機能がオン。   

対処方法 
 
 
装具を適切に装着。 
 
ジェルパッドから保護
シートを剥がす。 
 
ボタン電極を適切に覆う
ようにジェルパッドを
貼り直す。 
 
新しいジェルパッドと
交換。
 
コントローラーを適切に
接続。 
 

コントローラーを充電。 
 

ミュートを解除。 

発生しうる問題 

マークが表示される。 
*右または左の強度表示と共に
マークが表示される。(例: ‒ ‒) 
*左右両方の強度表示が表示
される場合は、中央のジェル
パッドもしくは３枚すべての
ジェルパッドに問題があること
を示します。

 
 
ディスプレイにエラー
メッセージしか表示され
ない。 
 
バッテリーマークが
点滅し、コントローラーが
ビープ音を発する。 
 
コントローラーは動いて
いるが、ビープ音がしない。
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刺激について 

確認事項
（可能性のある原因） 
 
強度を上げていない。 
 
ジェルパッドが不良。 
 
充電レベルが低い。 
 
ジェルパッドの位置が正
しくない。 
 
強度を上げていない。 
 
ジェルパッドの位置が
正しくない。 
 
皮膚下の血行が良くなる。 
 

装具をきつく締めすぎ。 
 

（敏感肌には）強度が高
すぎる。
 

肌荒れ

ジェルパッドの位置が正し
くない。 
 
過度に続けて運動。 
 

ジェルパッドと皮膚の
接触不良（ジェルパッドが
皮膚に接触していない） 。
 
装具の装着が不適切。 
 
 

強度を上げていない。  

発生しうる問題 

刺激を感じない。 
 
強度を上げても、収縮が
非常に弱い。 
 
 
 

低周波信号の強度が左右
の間で違う。 
 
 
 
運動の後に皮膚が赤く
なる。 
 

 

ジェルパッドが触れると
皮膚に不快感を覚える。 
 
 
 
 

（腹筋ベルトのみ） 
足がチクチクする。 
 

（腹筋ベルトのみ） 
中央のジェルパッドの
周りに刺激がない。  

対処方法 
 
 
強度を上げる。 
 
新しいジェルパッドと交換。 
 
コントローラーを充電。

ジェルパッドの位置を
修正。 

強度を上げる。 
 
ジェルパッドの位置を
修正。 
 
異常ではないので、すぐに
通常に戻ります。 
 
異常ではないので、すぐ
に通常に戻ります。 
 
使用を停止。症状が改善
しないなら、医師の診断
を受ける。 
 

改善するまで本製品を
使用しない。 
 
ジェルパッドの位置を
修正。 
 
推奨された使用方法に
従う。 
 
ジェルパッドを皮膚に
強く押さえつけ、正しく
接触させる。 
 
小ジェルパッドの位置を
上側または内側に移動
（体の中心方向） 
 
腹 筋が収縮するまで
強度を少し上げる。左右
ジェルパッドと中央の
ジェルパッド間の刺激の
感覚は異なります。左右
のジェルパッドからの刺激
を感じる場合、製品は正常
に作動中です。 

軽い怪我や肌荒れの場合は、

38



カスタマーサービス 
 
フレックスベルト製品について何かご不明な点等ございましたら、以下の連絡先ま
でご連絡ください。 
 
フリーダイヤル： 
国際：
Eメール： 
ウェブサイト：
 

付属品  
 
バッテリーやジェルパッド等の付属品は、カスタマーサービスにてご購入いただけます。 

製品の保証 

購入後２年以内にフレックスベルト製品が故障した場合は、以下の条件で、BMR
ジャパン株式会社は無償で製品や故障したパーツの交換または修理を致します。 
もし購入から２年以内にフレックスベルトが故障した場合は、*以下の条件でBMR
ジャパン株式会社が製品や故障した部品の交換を無料で行います。 
• 意図した目的のために使用されたこと 
• 不適切な電源に接続されていないこと 
• 不適切な使用や不注意で故障したものでないこと 
• BMRジャパン株式会社の代理店により承認されていない者により改造または
修理されていないこと   

本保証は国の保証義務に基づいたものであり、お客様の消費者としての権利に影
響するものではありません。 
 
*ただし、通常の使用で摩耗したり、破れたりした消耗品（ジェルパッド、ベルトなど）を除く。 

0800-080-4412 
050-3066-4394 
info@theflexbeltjapan.com 
www.theflexbelt.co.jp 
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