
リモート
コントローラー
足を乗せたまま簡単に
モードや強さレベルを
操作できます。
※ボタン電池式

ポイント

本体バッテリー/
コントローラー

※フル充電時、1日1回/15分ご使用いただいた場合

充電池式で経済的。
一回の充電で、約4日間連続でご使用
いただけます。※

商品の詳しい使い方
HOW  TO  U S EHOW  TO  U S E

マットを平らに置き、バッテリーをマットに取り付けてから、
足 (素足の状態 )をマットに置いてください。

バッテリーをマットに取り付け、バッテリーの電源・モード
切替ボタン（　）を約２秒間長押しして、電源を入れる。

電源・モード
切替ボタン

マット バッテリー

取り付ける

Step1

電源・モード切替ボタンを押すと、コントローラーから短い「ピピッ」と言う音が鳴ると同
時に、液晶画面に「1」と表示されます。

「　」ボタンを押すと、コント
ローラーがロックオン/オフ
されます。

バッテリーリモートコントローラー

短押しでモード変更

リモートコントローラーの、モード切替ボタン（　）を短押し
してモードを切り替える。
（※バッテリーの電源・モード切替ボタン（　）を短押しでもモードが切り替わります。）

Step2

モードは5種類から選択可能です。モードを切り替えるたびに、
強さレベルは「1」にリセットされます。

リモートコントローラー

EMS強さレベル変更
ボタン（＋/－）を
短押しで、レベル変更

リモートコントローラーの、EMS強さレベル切替ボタン
（　）（　）を、短押しし、レベルを変更する。

Step3

製品にロックをかける

リモートコントローラー及び、
バッテリーの「　」ボタンを
長押しすると、電源が切れま
す。

電源を切る

＊起動後 30 秒以内に操作がない場合、コントローラーがロックオンされます。また同時に、液晶画面に白い
点が表示されます。リモコンの ボタンを押すと、再操作できます。

＊電池消耗を節約のため、以下の場合は自動的に電源が切れます。①製品が 15 分連続で稼働したとき。②起
動後 2 分間肌と接触していないとき。

NIPLUX LEG RELAX な
ら面倒な運動は一切なし。
マットに足を乗せるだけ
で、EMSが筋肉をしっか
りと刺激します。

�����
乗るだけで、脚の筋肉にアプローチ�

����� 便利なコードレスリモコン�

心地よさを追求し、「揉み」「叩き」「カッサ」などの再現を目指し
た複雑に入り組むオシログラムを採用。
ピリピリするだけの単調な動きの低周波機器とは、まったく使用
感が違います。

�����色んなモードが楽しめる！
技の再現にこだわった5種のオシログラム�

<1~20Hz>モード１（叩きモード）

<30~65Hz>モード2（カッサモード）

モード3（鍼灸モード） <30~33Hz>

モード4 <1~50Hz>（揉みモード）

オートモード

※１minごとに１・２・３・4の波形を繰り返す

<1~65Hz>（叩き×カッサ×鍼灸×揉みの混合モード）

本体はわずか152ｇ。
くるっと丸めて収納＆携帯
できるから、使った後も省
スペースで場所をとりませ
ん。

�����くるっと丸めて収納可能！簡単 ”ながら” ケア！
軽くてどこにでも持ち運べる�

約152g

本体マット
＋バッテリー

約23g

リモコン

おすすめ！

ジェル不要で簡単に使える
従来の低周波機器のよう
に、別売りの専用ジェル
を買う必要はありません

拭き取り可能で衛生的
汚れが気になるときは、
さっと拭き取るだけでお
手入れ終了

15分自動ＯＦＦタイマー
起動から15分経過後、
自動的に電源がオフに切
り替わります

USB充電式
USB充電式だから、電池
の交換も必要ありません*
＊本体コントローラーのみ

操作はとっても簡単

充電口（Type-C）

電源・モード
切替ボタン

本体通電マット

液晶スクリーン
（1～16の数字が
  表示されます）

ロックオン・
ロックオフ
切替ボタン

モード切替ボタン

電
源
ボ
タ
ン

「＋/－」レベル
調整ボタン

リモート
コントローラー

16段階EMS
レベル調整

5種類の
選べるモード

15分オート
オフタイマー

EMSとは？
Electric（電気的）、Muscle（筋肉）、Stimulation（刺激）の頭文字
を取ったものであり、電気刺激によって筋肉を動かす技術です。
NIPLUX LEG RELAXは、しっかりとしたEMS技術であなたの脚の
悩みに真摯に向き合います。

家庭用 EMSリラクゼーション機器

商品名
型番
リモコン電池
本体充電池
連続使用時間

NIPLUX LEG RELAX
NP-LＲ21R/NP-LR21BL
CR2032コイン型リチウムイオン電池
85mAh
約4日（1日15分使用の場合）　

定格電源/消費電力
電源供給減
サイズ
重量

3.7V/0.43W( 充電時 )
モバイルバッテリー/PC等のUSBポート
（本体）３０ｃｍ×３０ｃｍ×0.35cm
（本体）約152g/（リモコン）約23g

お買い求め・その他ご不明な点等のご相談は当店へ

商 品 特 徴

あんしん１年保証

簡単拭き取り
いつでも清潔

ジェル不要で
経済的

クルッと丸めて
持ち運び可能

リモコン付きで
操作も楽々

充電式電池
※コントローラー部分

@NISSOPLUS@Niplux_o�cial@niplux_o�cial

※受付時間：平日 9:00~17:30
（土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く）

092-719-0756
��������������������

商品に対する詳しいご説明・お問合せは下記まで

NIPLUX公式お客様相談センター

〇安全に関する注意：取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。〇当社の製品は一般家庭用です。医療機
器ではありません。〇品質改良のため、価格・デザイン・仕様を一部変更する場合があります。〇本カタログの内容についての
お問い合わせは、本社にご連絡ください。〇印刷の色は商品とは多少異なります。〇このカタログは2021年12月時点のものです。

株式会社日創プラス
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目 23 -2 
Park  Front 博多駅前 1 丁目 8・ 9 階 - 公式サイト -

\  脚 だ け じ ゃ な い ！ /

気になる二の腕や、太ももにも使える！
\  脚 だ け じ ゃ な い ！ /

気になる二の腕や、太ももにも使える！

プランクしながら二の腕にEMS

CASE1

いつものワークアウトに
EMS をプラス

いつものワークアウトに
EMS をプラス

※太ももに使う場合、必ず素肌の状態で
マットの接着面にしっかりと太ももをつけ
てから、ご使用ください。

パソコンしながら太ももにEMS

CASE2

ネットサーフィンの間も、
楽して太ももにアプローチ

ネットサーフィンの間も、
楽して太ももにアプローチ

毎日の立ち仕事や 家 事で

脚がパンパンになったり、

重く感じたりしていませんか？

そんな 頑 張るあなたの 脚に

１日１５分 のリラクゼーションタイムを

N I P L U X からお届けいたします 。

※2022年1月現在時点での総合売上販売台数において

国立九州大学工学博士
Dr.Ben Han氏設計開発

あんしん１年保証

簡単拭き取り
いつでも清潔

ジェル不要で
経済的

クルッと丸めて
持ち運び可能

リモコン付きで
操作も楽々

充電式電池
※コントローラー部分

EMSで1日15分の
休脚リフレクソロジー
きゅうそく

＊製品購入後から１年間以内に自然故障した場合、
   当社が責任を持って交換・対応いたします。

あんしん
1年保証*NIPLUX

LEG RELAX
ニップラックス
レッグ・リラックス


