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一般家庭用

保証書付き
保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

取扱説明書

お買い上げありがとうござい

ました。

ご使用になる前に、この取扱説

明書を必ずお読みいただき、正

しくご使用ください。
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安全上のご注意

誤った扱いをすると、死亡または重傷

を負う可能性が想定される内容を示し

ます。

誤った扱いをすると、人が傷害を負う

可能性や物的損害のみの発生が想定

される内容を示します。

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々

への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

●注意事項は次のように区分しています。

　
		記号は、「してはいけないこと」

の内容をお知らせするものです。

		記号は、「しなければならないこと（強

制）」の内容をお知らせするものです。

（左図の場合は分解禁止）

絵表示の例

（左図の場合は電源プラグ
をコンセントから抜く）

電源プラグ
を抜く

	 使用後は必ず「電源スイッチ」を押し、
電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。

必ず守る

	 定格電流�0A以上のコンセントを
単独で使う。

他の器具とコンセントを併用する
と、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流�00Vで使う。
（日本国内専用）

火災・感電・やけどの恐れがあります。

ベルトを締めるときは苦しくない
程度に締める。また、体の具合に合
わせてスピードを調節する。

気分が悪くなったり、体に異常が発
生する恐れがあります。	

必ず守る

	

次の人は、使用前に医師に相談する。

・	ペースメーカーなどの電磁障害の影響
を受けやすい体内植込み型医用電気機
器を使っている人。

・	悪性腫瘍（しゅよう）がある人。

・	心臓に障害がある人。

・	月経中の人。

・	糖尿病などのために高度な末梢（まっしょ
う）循環障害による知覚障害のある人。

・	この商品を使用する部位に怪我などの
問題がある人。

・	手術後など安静を必要とする人。

・	体温38℃以上（有熱期）の人。

	 例：	急性炎症症状（けん怠感・悪寒・血圧変
動など）が強いとき・衰弱しているとき。

・	骨粗しょう症の人、脊椎（せきつい）の			

骨折・急性疼（とう）痛性疾患がある人。

・	捻挫や肉離れなど炎症性疾患がある人。

・	その他、異常が感じられる人。

体調不良・けがをする恐れがあります。
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安全上のご注意

必ず守る

	 気分が悪くなったり、体に異常を感
じたらすぐに使用を中止する。

けが・体調不良の恐れがあります。

禁		止

	 次の人は使わない。

・	妊娠中・出産直後の人。

・	健康上不安のある人。

・	医師と相談し、使用を禁止された人。

けが・体調不良の恐れがあります。

電源コードや電源プラグが傷んだ
り、コンセントの差し込みがゆるい
ときは使わない。

火災・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。（無理に曲げ
ない・ねじらない・引っ張らない・重い
ものをのせない・熱いものに近付けない・
束ねない・挟み込まない・加工しない）

火災・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・
やけどの恐れがあります。

子供・乳幼児に使わない。幼児の手
の届く所で使わない、保管しない。

感電・けがの恐れがあります。

食前食後の�時間以内は使わない。

気分が悪くなる恐れがあります。

他の製品と併用しない。

けが・体調不良の恐れがあります。

固い装身具（ベルトやボタンなど）
の上からベルトを巻かない。

けがや布が破れる原因になります。

水場禁止

	 浴室や湿気の多い所で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ
禁止

	 水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止

	 体がぬれた状態で使わない。

ショート・感電・故障の恐れがあ
ります。

分解禁止

	 改造はしない。修理技術者以外の
人は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

電源プラグ
を抜く

	 コンセントから電源プラグを抜く
ときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショー
ト・発火の恐れがあります。

禁		止

	

本製品の用途以外には使わない。

やけど・火災・故障の恐れがあり
ます。

落としたり、ぶつけたりしない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

同じ部位に�0分以上連続して使わ
ない。

筋肉や神経に対して必要以上の刺
激になる原因になります。
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各部のなまえとはたらき

フック
ベルトを通します。

操作パネル

接続コード
アダプターを接続します。

保護パッド

電源スイッチ	
押すと電源が入り、再度押すと
電源が切れます。

マーカー
動きの方向を確認
できます（→P.7）

プログラムスイッチ	
運転モードを選びます。

（→P.7）

方向スイッチ
（→P.7）

遅スイッチ
振動を遅くします。

（→P.7）

タイマースイッチ
運転時間を調節します。

（→P.8）

ベルト（短）

ベルト（中）

ベルト（長）

キャリーバッグ

アダプター

電源コード
速スイッチ
振動を速くします。

（→P.7）

本体

開く
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使いかた

1 アダプターに接続コードと、

電源コードを最後まで

確実に差し込む。

2　ベルトを使って、本体を体の部位にあてる。

TIHイラスト03�a

■ベルト（長）の場合 ■ベルト（中）の場合 ■ベルト（短）の場合

ベルトを巻く部位に合わせて使うベルトを選んでください。

※部位によっては、両側のフックを直接持って体にあててください。

腰 太もも 背中 お尻

お腹 二の腕 脇腹 ふくらはぎ

★アドバイス

締める
③

通す
② フック

④
貼り付ける

通す②
フック

①通して
　締める

ベルト（中）

ベルト（短）

②
貼り付ける フック①貼り

　付ける

④
貼り付ける

③締める

ベルト（長）

①貼り
　付ける

アダプター

電源コード
本体

接続コード
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使いかた

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

「ピッ」と鳴ります。

4 操作パネルを開いて、電源スイッチを押す。

「ピッ」と鳴ります。

5 運転モード・時間を選ぶ。

運転モード・時間の設定のしかた→P.7・8

6 操作パネルを閉じると、運転が始まります。

運転を止めるときは、電源スイッチを押す。
このとき選んだ運転モード・時間・速度は消えます。

※	使用中や使用後にかゆみを感じることがあり
ます。

	 血液の循環がよくなるためで、気になる方は使
用時間を調節したり、休憩をはさむなどしてく
ださい。

コンセント

電源プラグ

閉じる

電源スイッチ

①開く

②

電源スイッチ

操作パネル
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7 タイマー（運転）終了後は、

電源プラグをコンセントから

抜いてからベルトを外す。

（運転を途中で止めるときは、

電源スイッチを押し、電源プラ

グをコンセントから抜く。）

※タイマー終了後は、自動的に電源が切
れます。
再び電源スイッチを押すと、運転が始
まってしまいますのでご注意ください。

ご 注 意

●	ベルトをつなぎ合わせて使わない。使用中にベルトが外れてけが・破損の恐れがあります。

●	ベルトを巻いてから電源プラグをコンセントに差し込む。また、ベルトを外す前に電源プラ

グをコンセントから抜く。ベルトを巻かずに電源が入ると、けが・故障の恐れがあります。

●	使用中に操作パネルを開かない。けが・故障の恐れがあります。

●フローリングやテーブルの上などで運転させない。振動によって傷がつきます。

　

使いかた

電源スイッチ
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速スイッチ、または遅スイッチ

を押すと、マニュアルモードに

なり、速度を選択（�段階）できま

す。運転パターンは、連続運転に

なります。

※		方向スイッチで運転方向を変え

ることができます。（上記参照）

プログラムモードを設定する

運転モードの設定のしかた

運転モードには「プログラムモード」と「マニュアルモード」があります。
TIHイラスト03�a

マニュアルモードを設定する

最速運転時 最遅運転時

速スイッチ

遅スイッチ

プログラムスイッチを押すと、スリミックス 	→

ポイントビート → ヒートアップ の順に
モードが切り替わります。

マーカー

■運転方向の変えかた

ポイントビート 	モードと

	ヒートアップ 	モードのとき、
方向スイッチで運転方向を変える

ことができます。

※		運転方向は、本体のマーカー

で確認できます。（操作パネ

ルには特に表示は出ません

が、「ピッ」と音が鳴ります。）

プログラムスイッチ

　　　　スリミックス 	モード

ポイントビート 	モード

ヒートアップ 	モード

運転パターン

右回り 左回り
約3秒
運転

左回り 止まる
約6秒
運転

左回り
強く
なる

弱く
なる

繰り
返す

約28秒間方向
スイッチ

マーカー

※		運転方向は、本体のマーカー

で確認できます。

運転パターンは

右図参照。

※		運転中にプログラムスイッチを

押すと、モードが切り替わります。
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乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき
「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸

した柔らかい布をよく絞って拭き取る。

本体から外して、「水で薄めた中性洗剤」で

手洗いし、陰干しする。

ご 注 意

同じ部位に20分以上連続して使わない。筋肉や神経に対して必要以上の刺激になる原因に

なります。

　

時間の設定のしかた

タイマースイッチを押すと、

�0分→�0分→�0分の順に

切り替わります。

TIHイラスト03�a

本体・ベルト・キャリーバッグ

保護パッド

ご 注 意

●	本体・ベルトを水洗いしない。

●	保護パッドを洗濯機で洗わない。

　

外す

保護パッド

外す

タイマースイッチ

時間

必ず本体からアダプターを外した後、お手入れをしてください。

お手入れのしかた
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仕　

様

品名 スリミングベルト

付属品

キャリーバッグ・
ベルト（長）・ベルト（中）・
ベルト（短）・保護パッド・
電源コード・アダプター

形名 TSB�000

電源 AC�00V	�0-�0Hz

消費電力
（最遅運転時）

��W

電源コード長さ �.�m（アダプターを含む）
本体寸法

高さ��×幅��0×
奥行き��0mm	重量 約��00g

故障かな？と思ったら

こんなときは 考えられる原因 こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

モーターによる加熱のため、
多少のにおいがすることが
ありますが、故障ではありま
せん。

そのままご使用ください。

電源コードを折り曲げた
り、電源コードを回転さ
せると、通電したり、しな
かったりする。

電源コードが断線しかけて
いる。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。

（→P.�0）
こげくさいにおいがする。

その他の異常・故障が
ある。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの差し込みが
ゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。
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�.保証書について	―――――	保証期間はお買い上げ日より１年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・
お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

�.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は
製造打ち切り後�年としております。

�.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での
分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

�.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店か、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販
売店にご相談ください。

●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「テス
コム支店・営業所」にお問い合わせください。

�.修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容
にそって修理いたします。

●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場
合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●部品・修理についての
　お問い合わせ

●その他のお問い合わせ

0120-343-122
0120-106-018受付時間：平日	�時～��時

アフターサービスについて
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〈無料修理規定〉

本社／東京都品川区西五反田5ー5ー7

工場／長野県松本市筑摩4ー1ー20www.tescom-japan.co.jp

保………証………書

お買い上げ年月日より

『長年ご使用のスリミングベルトの点検を！』
●ご使用前に必ず電源コード・本体に傷などがないかお確かめくだ

さい。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場
合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示
の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.…保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
⑤本書の提示がない場合。
⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.…ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3.…ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄り

の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
4.…本書は日本国内においてのみ有効です。（This…warranty…is…valid…only…in…Japan.）
5.…本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書
によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて
ご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を
ご覧ください。

●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し､それ以外の目
的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

●修理メモ

品　　名

保証期間

ご芳名
様

お電話

住所・店名

電話

ご住所（〒　　　　　　　　　）

★お買い上げ年月日1年間

スリミングベルト TSB1000形　名 保証対象 本体


