
HAND MOMI

保管用
保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうこざいます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全
にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読み
になられた後も、大切に保管して下さい。
NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ（www.niplux.jp）
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この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。



��

ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一、セット内容に不足が
ございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

セット内容

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

本体 （ニップラックス ハンドモミ）
充電用USBコード
取扱説明書兼保証書

●
●
●

１台
１本
１部



安全上のご注意

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

視覚障害のある方は1人で使
用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

ケガや体調不良の原因になります。

他の機器と同時に使用しない。
ケガや体調不良の原因になります。

禁止

禁止 禁止

ペースメーカー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
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定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、
ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のまま
で使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。



次のような方は医師と相談して使用する。
事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に
不安がある方は医師に相談してください。

悪性腫瘍のある方
心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方
血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
薬を服用中の方、妊娠中の方、出産直後の方
糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
肌に傷や湿疹、はれものなど異常ある方
安静を必要とする方、体調が優れない方
発熱している方
体調不良、身体に異常を感じている方
骨折、骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性疾患(疼痛性)のある方
背骨に異常のある方、背骨が曲がっている方
医療機関で治療中の方
かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方
体力が極端に衰えた方
自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、ア卜ピー性皮膚炎、敏感肌の方

必ず守る

��
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故障を発見したときはすぐに使
用を中止し電源を切る。
事故やケガの原因になります。必ず守る必ず守る

使用中、身体に異常を感じたと
きは直ちに使用を中止し、医師
に相談する。
医師に相談のうえ指示に従って
ください。

禁止 事故やケガ、体調不良の原因に
なります。

乳幼児や自分で意思表示でき
ない方には使用しない。また、
乳幼児や子供の手の届くところ
で使用、保管しない。

事故やケガ、体調不良の原因に
なります。

禁止

子供に使用させない。本製品
で遊ばせない。ぺッ卜には使用
しない。

事故やケガ、体調不良の原因にな
ります。

禁止

医師からマッサージを禁じられ 
ている方は使用しない。

例：血栓［そく（塞）栓］症、重度の
動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、
皮膚感染症など

お手入れする際は必ず電源を
切ってください。
感電や故障の原因になります。必ず守る



USBコードや本体の差込ロ、
すきま、通気孔などに異物や水
分を付着させない。
感電やショー卜、発火の原因にな
ります。

禁止

本体および付属品が、異臭、異
常発熱したときは使用を中止
する。
破損·発火の原因になります。必ず守る

感電やショー卜、発火の原因になり
ます。

USBコードを抜くときは、先端 
部分を持ち、コードを引っ張ら 
ない。また、濡れた手で抜き差し 
はしない。

感電、ショー卜、発火、故障の原
因になります。

禁止

本体およびUSBコードを水に
つけたり、水洗いしない。また、 
ぬれた身体に使用しない。

感電やショー卜、発火の原因に
なります。禁止

USBコードが傷んだり、差し込 
みがゆるいときは使用しない。

布団の中や、毛布などをかぶせて
使用しない。
本体内部が高温になる場合があり
ます。

禁止

禁止
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本体およびUSBコードに水を
かけたり、浴室など湿気の多い
場所や屋外で使用しない。
火災や感電、ケガの原因になりま
す。

水場禁止

感電、ショー卜、発火、故障の原因
になります。

USBコードを破損、加工、束ねる
など無理に力を加えない。
また、重いものをのせ無理な扱
いをしたり、挟み込んだりしない。

禁止 発火や発熱、ヤケド、故障の原因に
なります。

高温になる場所(火のそば、こた 
つ、布団、炎天下の車内など)で、 
保管·使用しない。加熱したり、 
火中に投下しない。

必ず守る けむり·異音·においがするなど、異常
状態のまま使用しないでください。

万一、異常が発生したら、本体の
電源をすぐに切る。充電中の場
合は、USBコードををすぐに抜く。

発火したり、故障や事故の原因
になります。分解禁止

分解や修理、改造をしない。
電源が入らなくなるなどの故障の
原因となります。

定格電源DC5V2A以上のアダ
プターを使用しない。

禁止

禁止



強い刺激に慣れていないとけが
の原因になります。

はじめは短い時間で使用する。

必ず守る
必ず守る

1回の使用時間は10分以
内とする。また、同一箇所
への連続使用は避ける。

事故やケガ、故障の原因になります。

取扱説明書に記載されている
用途以外には使用しない。

禁止 ケガや本体が破損、故障する
原因になります。

不安定な場所で保管しない。
また、本体や付属品を落とし
たり ぶつけたりしない。

事故やケガの原因になります。
手以外には使用しない。

事故やケガの原因になります。

本製品は片手用です。両手を
入れて使用しないでください。

禁止 故障や事故の原因になります。

本体の上に物を置いたり、
荷重をかけたりしない。

長時間の連続使用は、必要以上
の刺激となりケガの原因になり
ます。

禁止

禁止

禁止
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禁止

ケガや故障の原因になります。

エアバックに故意に力を加えて
無理に止めないでください。

事故の原因になります。禁止

使用前に縫製破れがないか
を確認してください。破れて
いる場合は使用しないでくだ
さい。

次のようなときは使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因に
なります。

疲労が激しい時        飲酒後
食前、食後の1時間      睡眠中
皮膚に異常のある時

禁止

事故やケガの原因になります。

本製品を使用するときは、
アクセサリー類を外す。

必ず守る

故障や事故の原因になります。
禁止

本体に強い衝撃を与えない。

故障や事故の原因になります。禁止

USBコードは付属品を使用する。
また、他の製品には使用しない。

故障の原因になります。

平らな場所において使用して
ください。

必ず守る
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各部の名称とはたらき

①② ③

①  電源ボタン
②  加熱ボタン
③  加圧レベルボタン
④  指の差込口
⑤  充電端子

⑤④
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ご使用の前に（注意事項）

使用前の注意事項
・使用前に縫製破れがないか確認して
ください。破れている場合は使用しな
いでください。
・使用前に操作ボタンやランプの点灯
が正常に動作するかご確認ください。
・しばらく使用しなかった場合、再度説
明書をよく読み、機械が正常かつ安全
に動作することをご確認ください。

・手の鬱血・痺れや圧迫感など違和感を
感じた場合はすぐ使用を中止し、医師
にご相談ください。

縫製破れがないか確認

×



ご使用方法

本体に手を差し込む 使用したい手を指の差込部にしっかり差し込みます。

指の差込口

左手 右手

※側面の穴は右手、左手の
　親指専用となっております。
　小指を入れないようご注意
　ください。

��

指の差込口



ご使用方法

ボタンを押す モード・温熱・強さレベルの変更

・電源/モードボタンを長押しで電源が入ります。
・短押しでモードが切り替わります。
・電源/モードボタンを再度長押しで電源が切れます。

・加圧レベルボタンを押すたびに３段階のエアバックの加圧レベルが
選択可能です。

・温熱ボタンを押すたびに３段階の温熱が選択可能です。
・起動時はオフになっています。温熱レベル３の状態でボタンを押すと
温熱がオフになります。

お好みのハンドクリームを塗布する際は、汚れ防止
のため必ずビニール手袋をご着用ください。

��



ご使用方法

それぞれのボタンの点灯した色によってレベルやモードが変わります。

ボタンが赤色に点灯した状態でもう一度押すと白色に戻り、モードやレベルも戻り
ます。モードを切り替えるたびに、エアバックの空気が調整されます。
※電源を入れてから１０分間経過するとタイマー機能が働き、自動的に停止します。

ボタン色

白 手のひらモード①

全体モード②

加圧レベル①

加圧レベル②

加圧レベル③指先モード③

ピンク

赤

種類
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温熱レベル①
(約42℃)

温熱レベル②
(約45℃)

温熱レベル③
(約50℃)



バッテリー残量が不足しているときは　   ボタンが点滅します。

Type-C端子のUSBコードを差し込み、５Ｖ２ＡのＡＣアダプターから充電して

ください。

充電中、　 ボタンがゆっくり青色に点滅します。充電が終わると

    ボタンが青色に点灯します。

充電について

��

充電時間 動作回数

約3.5時間 約11回 ※

※使用するレベル・モードによって動作回数は異なります。

充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。

充電時には全てのボタンを押しても応答しません。USBコードを抜いた後、   

    ボタンを長押しして電源をオンにしてください。



お手入れ·保管方法

お手入れ方法

保管の仕方

本体、およびUSBコードは絶対に水洗いしないでください。
本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
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
後にから拭きをしてください。
変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したらUSBコードをACアダプ
ターや本体から抜いて保管してください。
火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保
管してください。
子供の手の届かない場所に保管してください。
長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1力月ごとに本品を動作させ
て、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。
長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

��



製品仕様
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NIPLUX（ニップラックス）
HAND MOMI（ハンドモミ）
DC 5V 2A
約5W
ACアダプタ一/モバイルバッテリー

195.5×110.2×186.7mm
215×114×208mm
710g
3.7V /2200ｍAh
温度5- 40℃、相対湿度≤80%RH
本体：ABS材質・スパンデックス /パッケージ：紙
中国

ブ ラ ン ド
品 名
定 格 電 源
消 費 電 力
電源供給元
セット内容
本 体 寸 法
化粧箱寸法
本 体 重 量
電 池
使 用 環 境
製 品 素 材
生 産 国

本体(1台) /  充電用USBコード（1本） /取扱説明書兼保証書（1部） 



動きません。 電源ボタンを長押しし、ランプが点灯したら再度電源ボタンを
短押しし、レベルを選んでご使用ください。
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Q A

充電ができません。

よくある質問

出力電圧が強すぎる可能性があります。
ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。

本体の電源がONになってないか確認してください。
充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切って
から充電してください。

充電口に付着物がないか確認してください。

USBコード又はACアダプターの故障の可能性があります。他
のACアダプターやUSBコードで充電をお試しください。

運転中に停止しました。 起動してから、約10分経過するとタイマー機能がはたらき、
自動的に運転が停止します。故障ではありません。


