
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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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 
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