
※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
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このたびはAX-BNL806をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この
取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

管理医療機器：家庭用電位治療器

品番 AX-BNL806
ルルド メディカルハグピロー



警告表示の意味

禁止を促す記号

強制を促す記号

1

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫
して生じることが想定される」内容です。危険

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害
が発生する可能性が想定される」内容です。注意

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想
定される」内容です。警告

安全上のご注意
ご使用前には必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。
お読みになった後は必ず大切に保管しておいてください。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で示しています。

次のような医用電気機器と併用しないでください。
・ペースメーカー、植込み型除細動器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

・心電計などの装着形の医用電気機器
医用電気機器が誤作動することがあり危険です。
心臓病と診断された方や、日常の過激な運動を制限されている方は使用しないでください。
事故の原因になります。

危険

次の方は医師と相談して使用してください。
・急性疾患の方
・悪性腫瘍のある方
・体温38℃以上（有熱期）の人
例1：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧

変動など］の強い時期
例2：衰弱しているとき

・心臓に障害のある方
・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方
・安静を必要とする方

症状について

・せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れ
など、急性［とう（疼）痛性］疾患の方

・糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害
からくる知覚障害のある人

・高血圧の方
・不整脈のある方
・睡眠時無呼吸症の方
・ぜん（喘）息の方
・その他、医師の診断を受けている方や体に異常
を感じている方

警告
本製品は充電式電池を内蔵しています。
火中投入、加熱、高温・低温下での充電、使用、放置をしないでください。
発熱、発火、破裂の原因になります。

子供には使用させない（保護者、医師又は専門家の監督下で使用する場合は除く）、本体の上
にのせたり、遊ばせたりしないでください。
事故の原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。
急激な刺激を受けたり、体調を損なう原因になります。
本品には付属の外カバー以外使用しないでください。
事故、故障の原因になります。
金属繊維などの導電性物質を含む布団や衣類とともに使用しないでください。
事故の原因になります。
機器に故障が発見された場合には、直ちに使用を中止して電源を切ってください。
事故・やけどの原因になります。

2

ご使用について

電源について
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ
たりしないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
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や充電口がゆるいときは使用し
ないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
お手入れの際は必ずACアダプターを本体から抜いてください。また、ぬれた手で抜き差し
しないでください。
感電やけがの原因になります。
ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター本体や端子部分を持って引
き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。
充電時以外はACアダプターをコンセントや本体から抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。また、付属のACアダプター
は他の商品には使用しないでください。

火災や故障の原因になります。

身体の自由が利かない方及び乳幼児には使用させないでください。
事故の原因になります。
使用中に身体に異常が表れたり、感じたときは使用を直ちに中止し、医師に相談してください。
本器を使用しても症状の改善や効果が表れない場合は、医師又は専門家に相談してください。

MODEL No. GQ07-050100-DJ

異常（故障）について
故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

その他
改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又
は製造販売元に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。
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3

安全上のご注意

3ヶ月に一度は充電放電を行ってください。
長時間ご使用にならないと機能が低下し、本体内の充電電池の故障の原因になります。

その他

浴室などの湿度の高い所では使用しないでください。
故障の原因になります。
本体や外カバーが濡れている状態で使用しないでください。
事故・故障の原因になります。
本器は一人用機器であり、複数の人が同時に使用しないでください。
事故の原因になります。
本来の目的以外の用途には使用しないでください。
故障の原因になります。
本体を傷つける、破損させる、折り曲げる、折りたたむなどはしないでください。
事故・故障の原因になります。
1日の使用は8時間を超えないでください。
体調不良の原因になります。
取扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意を厳守してください。
事故・故障の原因になります。
ご使用前に、各スイッチ、タイマーなどが正常に作動するか確認してください。
事故の原因になります。
本体に液体などをこぼした場合はそのまま使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
しばらく使用しなかった場合、各操作が正常かつ安全に作動することを確認してください。
事故の原因になります。

ご使用について

注意

電源プラグ 電源コード

USB-typeC

外カバーの付けかた ➡ P.7 絶縁シートの使い方 ➡ P.6

4

梱包内容と各部の名称

梱包内容の確認

•本体　　　•外カバー　　　•ACアダプター

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください

各部の名称

操作部

本体

電位ランプ

振動ボタン

充電口
（USB-typeC対応）

電源ボタン

本体カバー
（取り外し不可）

電位シート
（両側に入っています）

スリット 本体

外カバー（取り外し可） ACアダプター（充電用）絶縁シート

付属品
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ACアダプターをつなぐ
①ACアダプターのUSB端子を本体の充電口に

差し込みます。
②ACアダプターをコンセントに差し込みます。
・まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

2つの電位ランプが緑色で点滅します。
ランプの点滅が点灯に変わると充電が完了です。
●約3.5時間の満充電で、合計約6時間使用できます。
※使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。
※周囲温度が高温／低温の中では充電時に保護装置

が働くことがあります。常温で充電してください。
※使い始めや長時間使用しなかった時は満充電し

てください。
※充電中は使用できません。

充電を開始する

電位とはマイナスやプラスの電荷を持つエネルギーのことで、電位のある空間を「電界」と呼びます。
電位治療器は、人体に電位を与えて治療する機器のことです。
ルルド メディカルハグピローは「頭痛」「肩こり」「不眠症」および「慢性便秘」の緩解を目的に、
一般家庭での使用が認められている家庭用医療機器です。

頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解。一般家庭で使用すること。

使いかた

ご使用前の準備

1

2

充電する

電位治療を行う

5

●頭痛の緩解 ●肩こりの緩解●不眠症の緩解 ●慢性便秘の緩解

使用目的又は効果

電位ランプ

①

②

電位治療器について

電源ボタン　 を押す
・電位ランプが点灯して、－150Vで電位治療を開始します。
※電位治療開始から約2時間経過すると自動オフタイマーが
働き、自動的に停止します。

・電源ボタン　　を押すたびにモードが「－150Vモード」→
「－300Vモード」→「電源OFF」と切り替わります。
・電池の残量が少なくなると、使用中に2つのランプが点滅
します。充電してください。

振動モードを使う
振動ボタン　　を押すと本体が振動し、電位治療中をお知らせします。
※振動開始から約5分経過すると自動オフタイマーが働き、自動的に停止します。
振動ボタン　　を押すたびに振動の「ON」⇔「OFF」を切り替えます。

本体を抱えて体にあてる
・床面上ではなくベッドや布団、ソファーや椅子の上でお使いください。（身体を絶縁状態に置くため）
・本体の電位シート部をできるだけ身体に近づけるように抱えます。
・本体にあるスリットは、手を差し込んでお使いいただけます。

【使用例】

4秒間振動→3秒間止まる…をくり返します。

床に足をつけてご使用になる
ときは、絶縁シートを敷いて
ください。
（身体を絶縁状態に置くため）

6

1

2

切

点灯 点灯

－150V
モード

－300V
モード

押す 押す

押す

3

電源ボタン

振動ボタン

振動モード

絶縁シートの使い方横たわる 座る
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電位治療器は、人体に電位を与えて治療する機器のことです。
ルルド メディカルハグピローは「頭痛」「肩こり」「不眠症」および「慢性便秘」の緩解を目的に、
一般家庭での使用が認められている家庭用医療機器です。

頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解。一般家庭で使用すること。

使いかた

ご使用前の準備

1

2

充電する

電位治療を行う
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●頭痛の緩解 ●肩こりの緩解●不眠症の緩解 ●慢性便秘の緩解

使用目的又は効果

電位ランプ

①

②

電位治療器について

電源ボタン　 を押す
・電位ランプが点灯して、－150Vで電位治療を開始します。
※電位治療開始から約2時間経過すると自動オフタイマーが
働き、自動的に停止します。

・電源ボタン　　を押すたびにモードが「－150Vモード」→
「－300Vモード」→「電源OFF」と切り替わります。
・電池の残量が少なくなると、使用中に2つのランプが点滅
します。充電してください。

振動モードを使う
振動ボタン　　を押すと本体が振動し、電位治療中をお知らせします。
※振動開始から約5分経過すると自動オフタイマーが働き、自動的に停止します。
振動ボタン　　を押すたびに振動の「ON」⇔「OFF」を切り替えます。

本体を抱えて体にあてる
・床面上ではなくベッドや布団、ソファーや椅子の上でお使いください。（身体を絶縁状態に置くため）
・本体の電位シート部をできるだけ身体に近づけるように抱えます。
・本体にあるスリットは、手を差し込んでお使いいただけます。

【使用例】

4秒間振動→3秒間止まる…をくり返します。

床に足をつけてご使用になる
ときは、絶縁シートを敷いて
ください。
（身体を絶縁状態に置くため）
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1
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切

点灯 点灯

－150V
モード

－300V
モード

押す 押す

押す

3

電源ボタン

振動ボタン

振動モード

絶縁シートの使い方横たわる 座る



外カバーのファスナーを開き
本体にかぶせる
外カバーの窓部を本体の操作部に合わせます。

外カバーのしわを伸ばし、
ファスナーを閉じる

外カバー

ファスナー

外カバー

操作部

窓部

ファスナー
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お手入れ

外カバーの付けかた
本体の汚れが気になるかたは、付属の外カバーを付けてご使用いただけます。

外カバーは取外して洗濯できます。

外カバーのお手入れ方法

●やわらかい布でから拭きしてください。
●汚れがひどいときは、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。
●年に一度は電源プラグ（金属部分）をから拭きをしてください。
（絶縁劣化防止のため）
●3ヶ月に一度の目安で充電してください。
（長期間充電しないと、充電池の機能低下・故障の原因となります。）

●必ず電源が「切」の状態でACアダプターを充電口から抜いて行ってください。

警告

外カバーのファスナーを開けて、
本体からはずす

1

1

外カバーに縫い付けてある品質表
示タグの洗濯絵表示に従い洗う

2

2

しわをのばし形を整えてから、
日陰に干す

3
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保管について

故障かなと思ったら
修理に出す前に以下についてもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げ
の販売店に修理を依頼してください。
絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

充電が不充分、または充電が切れていませんか?
P.5を参考に正しく充電してください。

充電が不十分ではありませんか？
P.5を参考に正しく充電してください
充電開始まで時間がかかることがあります。
すぐにランプが点滅しない場合でも、そのままの状態で約10分間
充電を続けてください。 ランプ点滅が始まります。
長期間保管し電池が放電しきっていませんか?
完全放電すると使用できませんので3 ヶ月に 1度は充電してください。

振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

充電が不足しています。充電してください。

充電中ではありませんか?
充電中は使用できません。USBケーブルを抜 いてください。

電源が入らない
動かない

振動が弱い

充電できない

振動時に異音がする

電位が感じられない

まれに雑音が入ることがありますが、その時は本品を移動させるか
電源を切ってください。

電位治療器は身体を電界の中に置いて使うもので、人体への感覚が
ほとんどないと言われています。
効果には個人差がありますが、継続してお使いいただくことをお勧め
します。

電話やラジオに
雑音が入る

使用中に
電位ランプが点滅する

●汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
●長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてくだ

さい。
●保管の際は、変形しないよう、製品の上に物を置かないでください。
●子供の手の届くところには保管しないでください。
●保管の際は、製品に異常がないか定期的に点検してください。
●長期間ご使用にならないときは、フル充電の状態で、できるだけ常温（10℃～ 30℃）で

保管ください。
●コード類はねじれをほどいて保管ください。
●お使いにならない場合でも、3 ヶ月に一度の目安で充電してください。
（長期間の放置は、充電池の機能低下や故障の原因となります。）
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充電池
コード

ニッパー充電池ケースふた

ネジ

ネジ

樹脂ケース

②取り出す

③外す

④外す

⑤切断
⑥

取り外す
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廃棄について

下記の手順は、製品を破棄するためのものであり修理用のものではありません。
ご自分で分解した場合、機能が維持できず、故障または事故の原因になります。

警告

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池
はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協
力お願いいたします。本製品を廃棄する時は、お住まいの市区町村の
指示に従ってください。

•廃棄するときは、電池を分解しないでください。
•本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオ
ン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発熱の原因になります。

●充電残量がある場合は、電池を使い切ってください。
●ハサミ、ドライバー、ニッパーを用い、次の手順で分解してください。

●取り出した電池は、⊕と⊖の端子をショートさせないように、コネクターの端
子部にテープを貼り絶縁してください。その後リチウムイオン電池のリサイク
ル協力店などで回収を依頼してください。

Li-ion00

①本体カバー・ウレタンフォームをハサミで切る
②ウレタンフォームの中から円弧状の白い樹脂ケースを取り出す
③樹脂ケースから4本のネジを外す
④充電池ケースふたから2本のネジを外す
⑤充電池のコードをニッパーで切断する
⑥充電池ケースから充電池を取り外す

■リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。
■リチウムイオン電池の取り出しかた
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仕様

機械器具78 家庭用電気治療器
管理医療機器
家庭用電位治療器(70987000)
ルルド メディカルハグピロー
AX-BNL806
頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解
一般家庭で使用すること
DC5V/1A（充電時）、DC3.7V/0.2A（動作時）
入力：AC100V　50/60Hz　0.3A
出力：DC5V　1.0A
DC-150V、DC-300V
電位治療：約2時間、振動モード：約5分

（約）W550×L265×H140（mm）
本体：約1kg
本体表地：ポリエステル95％・ポリウレタン5%
本体中材：ウレタンフォーム（低反発）、基板ケース：ABS樹脂
操作部：シリコーンゴム、外カバー：品質表示タグ参照
絶縁シート：熱可塑性エラストマー
リチウムイオン電池（2000mAh）
約3.5時間
約6時間
中国
U Young Appliance Manufacturing(Xiamen) Co., Ltd.(中国)
株式会社 アテックス

類別
管理区分
一般名称
販売名
商品番号
使用目的または効能

電気定格
ACアダプター定格

出力電圧
タイマー
製品サイズ
製品重量
素材

内蔵電池
充電所要時間
連続使用時間
生産国
製造業者
製造販売業者
医療機器認証番号








