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取扱説明書
［保証書付］

アクティブ・パッド EMS

品番：SY-081-N

この度はSouyi ®「アクティブ・パッドEMS」をお買上げいただきありがとうございます。この取扱説明書は、本製品使用上の
注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内
容を十分に理解された上で、事故が起こらぬように記載内容に従って正しくご使用願います。本製品は一般家庭用に開発さ
れた商品です。事故や故障の原因となりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになった後
も必要時にいつでもご確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。
製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。
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警告

警告

・小さなお子様、ご自分で取扱
説明書の内容を理解できない
方は使用しないでください。事
故や肌・身体のトラブルのお

それがあります。
・分解、改造、修理はしないでください。事
故やケガのおそれがあります。
・落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないで
ください。破損のおそれがあります。そのま
ま使い続けると、事故やケガのおそれがあ
ります。
・電極部に金属を接触させないでください。
感電のおそれがあります。
・他の電気製品・美容機器などとは併用し
ないでください。気分が悪くなったり、体
調不良をおこすおそれがあります。

・胸部および肩甲骨などの心臓の周辺部位や首から上の部位（頭、
顔など）
・傷口や目、口、陰部などの粘膜部位
・当日、脱毛処理をした部位
・整形手術をした部位
・金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
・背骨（脊椎）
・刺青（タトゥー）を入れている部位
・生理中の腹部

次のような部位には使用しないでください。事
故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

次のような方は使用しないでください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

修理技術者以外の人は、
絶対に改造、分解、修理を
おこなわない

本体を丸洗いしたり、
水に浸けたり、水や熱湯を
かけたりしない

本書で指定している部位以外には使用しないでください

・心臓疾患のある方　・妊娠中の方、出産直後の方

●発火や異常動作によるけがの恐れがあります。
※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。

●ショートによる感電や変形の原因になります。

分解
禁止 禁止

①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。
    絶対におやめください。

②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。

③故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。

④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。

安全にご使用いただくために

安全上のご注意［必ずお守りください］
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警告

注意

危険

・本体やジェルパッドを電子レンジなどで温めたり、
火気に近づけたりしないでください。
・用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法
以外で使用しないでください。
・小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、
小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにして
ください。
・本体に液体をこぼさないでください。
・運動中や自動車などの運転中は使用しないでくだ
さい。
・浴室など湿度の高いところでは使用しないでください。

・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
・心電計などの装着型医用電気機器

・破損や劣化したり、汚れたジェルパッドは使用しない
でください。
・ジェルパッドは曲げたり折ったりしないでください。ジェ
ルパッドが破損します。
・ジェルパッドは皮ふに密着させてください。貼った部
分に隙間があると、ジェルパッド全面で電気が均一に
流れないため、刺激を強く感じることがあります。
・ジェルパッドを取り外すときは本品の電源を切ってく
ださい。
・必ず電極部にジェルパッドを貼って使用してください。
電源が入っているときは、電極部を直接触らないでく
ださい。

次の注意事項を守って、使用してく
ださい。事故やケガ、感電、破損、汚
れなどのおそれがあります。

次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。
事故や医用電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。

ジェルパッドを取り扱うときは、
次のことを守ってください。
痛みややけどのおそれがあります。

次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。
・アレルギー体質の方
・皮ふに知覚障害や異常（感染症、皮ふ炎や傷
など）のある方
・血行障害のある方
・薬を服用中の方
・悪性腫瘍のある方
・脳神経に異常を感じている方（てんかんなど）

・発熱（38℃以上）している方
・安静を必要とする方
・骨粗しょう症など、骨に異常のある方
・ジェルパッドが肌に合わない方
・特に身体に異常を感じている方
・その他医療機関で治療中の方

・使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症などの
異常があらわれたりしたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用を続けると症
状の悪化につながるおそれがあります。
・本品から異臭、異音がする場合、または内部に水などの異物が入り込んだ場合は、ただちに電源を
切り使用をやめてください。ショートや故障、発火のおそれがあります。
・ジェルパッドは他の人と共有しないでください。感染症のおそれがあります。

上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。



3

各部の名称・付属品
アブス10極パッド（表）

アブス10極パッド（裏）

本体

シングル2極パッド（表）

シングル2極パッド（裏）

電極部
（ジェルパッドを
貼付けます）

ここは
はがさない！

電極部
（ジェルパッドを貼付けます）

USBケーブル

Model:SY-094LX
Made in China

RECYCLE
input voltage:DC3.7V 500mA

souyi japan Co.,Ltd
Designed by Souyi Japan
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付属品

　詳細は、P14「消耗品」を参照ください。

・取扱説明書（本書）＝1冊  ・専用貼り付け用ボード＝1枚
・高電導ジェルパッド＝本体専用PAD14枚（大2枚、小12枚）
・充電用USBケーブル＝3本  ・本体3個   ・収納袋＝1枚
※ジェルパッドは消耗品です。粘着面（ジェル面）が傷んだときは、
　別売品をお求めください。

【ジェルパッド公式販売サイト】
ご購入はこちらのQRコードから

USBケーブル
差し込み口

本体
側面

USB
ケーブル

電源スイッチ
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本製品をご使用の際は下記の内容をよくお読みください。

・使用する部位に本体を貼り付けてから、電源を入れてください。使用後は必ず電源を切ってから本
体を身体から剥がしてください。強い衝撃を受けるおそれがあります。
・身体や肌に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不
良の原因となるおそれがあります。
・むやみに強くしたり、長時間使用すると、筋肉疲労や、皮ふの違和感、赤みの原因となるおそれがあ
ります。
・本品を使用するときは、アクセサリー類（ネックレス、ピアス、ベルトなど）を外してください。事故や
ケガ、破損などのおそれがあります。
・使用中に電子機器（腕時計、歩数計、携帯電話など）を本体に近付けないでください。電子機器
が誤作動するおそれがあります。

・使用の際は、化粧水やボディクリームなどを使用すると粘着が弱くなるおそれがあります。
・ご使用部位の体毛は処理されていたほうが、ジェルパッドがより良く肌に密着します。ただし、
脱毛当日の使用はお控えください。
・変形などのおそれがあるため、冷やしたり、温めたりした状態で使用しないでください。また、
熱湯をかけたり、サウナで使用したりなど本製品に急激な温度変化を与えるような使用はし
ないでください。
・使用する部位は清潔にしてください。
・本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所や湿度の高い場所では使用しないでください。

ジェルパッドは消耗品です。次のようなときは新品と交換してください。

ジェルパッドを取り扱うときのご注意

・開封後1ヶ月以上経過したもの、またはご使用回数（肌への着脱）が30回程度になったとき
・粘着力の低下、粘着面（ジェル面）の乾燥・えぐれや取り除けない汚れなどが生じたとき
・詳しくはP14「別売品」を参照してください。

・直射日光・高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。
・ジェルパッドを放置したり、汚れが付着したものと一緒に保管したりしないでください。ジェル
パッドに汚れがつくと粘着力や電気刺激が低下したり、痛みややけどをおこしたりするおそれ
があります。
・お手入れの頻度や肌の状態、保管状態などによっては、ジェルパッドが15～25回で剥がれ
やすくなる場合がありますが、お手入れすることで長持ちします。詳しくは、P10「お手入れ方法」
を参照してください。
・誤って衣服などに貼り付いたときは、無理に剥がさず、ジェルパッドが貼り付いた衣服の裏側
からわずかな水で湿らせると、簡単に剥がれます。

使用上のご注意

ジェルパッドの取り扱い方法

USBケーブル



本体を約1時間充電します。1

アブス10極パッド（シングル2極パッド）
を平らなところ（机の上など）に裏面が
見えるように置きます。

2

ジェルパッドを袋から取り出し 、ジェル3

アブス10極パッド（シングル2極パッド）を
表面にして充電した本体をパッドの真ん中
部分のホックにセットします。*図3

アブス10極パッド（シングル2極パッド）を
裏面にして、全てのジェルパッドの透明フ
ィルムを剥がします。*図4

全てのジェルパッドを貼ります。

パッドに付いている保護フィルム（青色）
を片方だけ先に剥がします。* 図1

4 ジェルパッド粘着面にできるだけ触れ
ないように電極部にジェルパッドを半
分貼り、その後もう片方の保護フィル
ム（青色）も剥がし残りの半分も貼
ります。*図2

5

6

7

8 準備完了。

※電極部に貼ったジェルパッドは新品と交換するとき
まで剥がさないでください。

※本体の文字が下になるように合わせ「 カチッ 」と
しっかりセットします。

本体充電は出力1A以下の電源を使ってください。高出
力の充電バッテリー等で充電すると故障の原因となります。

・破損や劣化していたり、汚れたジェルパッドは使用しないでください。やけどのおそれがあります。

・必ず全ての電極部にジェルパッドを貼り付けてください。電極部が肌に当たると痛みややけどのおそれがあります。

・必ず本体はアブス10極パッド・シングル2極パッドのいずれかに装着してから電源を入れてください。
電源が入った状態で本体裏の金属部分を触るとピリピリと痛みを感じるおそれがあります。

※間違った方法で貼り付けると、肌への粘着が弱くなり、正しく機能しなかったり、使用目安よりも早く消耗する可能性があります。

保護フィルム
（青色）

ジェルパッド
透明フィルム

透明フィルム

ジェルパッド

※充電時は赤色LEDが点灯します。
充電完了約1時間後に消灯します。

※気泡ができないように貼ってください。透明フ
ィルムの上からジェルパッドを指の腹で押し空気
を抜いてください。

※電極部を覆うようにしてジェルパッドを貼っ
てください。電極部が直接肌に触れると痛みを
感じる場合があります。ご注意ください。

（図1）

（図2）

（図3）

（図4）

Model:SY-094LX
Made in China

RECYCLE
input voltage:DC3.7V 500mA

souyi japan Co.,Ltd
Designed by Souyi Japan
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電極部

正しい
貼り方

間違った
貼り方

○

×

ジェルパッド

電極部

5

ご使用前の準備
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電源を入れる。1

お好みで＋と－でレベルを設定しEMS運動を開始する。2

EMSは約20分動作して自動的に電源がoffに。3

ご注意

ご注意

・刺激のレベルは全部で15段階（レベル1～15）あります。
・初めてお使いになるときは弱いレベルに設定して使用してください。
　弱いレベルに慣れましたら、レベルの調節を行ってください。

・電源が入っている状態でジェルパッドが肌に密着していないと、「ピッ、ピッ」
と警告音が鳴ります。そのままの状態が約1分続くと自動的に電源が切れます。

トレーニングプログラム

・効果的なトレーニングのために、体感が自動的に切り替わります。
・開始から終了まで、約20分です。

本体操作とEMSレベルについて

［ 電源ボタン：オン］＝押す

［＋ボタン］→刺激レベルアップ

［－ボタン］→刺激レベルダウン

体感の変化
（約20分）

刺激のテンポが
次第に加速します

「ピー」という音が鳴り、
電源が入り青く点灯します。

ボタンを押すと
「ピッ」という音が鳴り
刺激が強くなります
ボタンを押すと
「ピッ」という音が鳴り
刺激が弱くなります

刺激のあいだに
休止をはさみます

刺激のテンポが
次第に減速します様 な々強弱を繰り返し刺激を与えます

4分30秒 4分30秒4分30秒 4分30秒ウォームアップ クールダウン

体感が切り替わる前に約30秒間「ウォームアップ」に似た刺激があります［1分］ ［1分］

刺激の強さの初期設定はレベル0（刺激なし）です。
※電源を入れても＋ボタンを押すまでは刺激は始まりません。

［弱］ ［強］1→2→3 13→14→15

［本体側面］［本体］
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アブス10極パッド、シングル2極パッドを身体から剥がす。4

途中で電源を切る場合

●正しい剥がし方 ●誤った剥がし方
図のように全体を持つようにしてゆっくり
と剥がしてください。

無理に引っ張ったり、一部だけを持って
剥がそうとしたりしないでください。破損
するおそれがあります。

［電源ボタン：オフ］＝押す
「ピー」という音が鳴り
電源が切れます。

［本体側面］［本体］

・必ず電源を切ってから、本体を身体から剥がしてください。
・粘着面（ジェル面）はなるべく指で触らないでください。

・使用後は毎回、台紙に貼り付け、収納袋に入れてください。ジェルパッドにほこりなどが
付着すると、粘着力や電気刺激が低下したり、痛みややけどをおこしたりするおそれがあ
ります。詳しくはP.11「保管方法」を参照してください。
・肌にジェルのかけらが残った場合はきれいに取り除いてください。身体に貼り付けたまま
にしていると、肌荒れのおそれがあります。
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ご注意

重要

ご使用の目安は下記のとおりです。
・使用箇所は1箇所につき、1日1回までとしてください。
・強度を下げれば使用可能回数が多くなり、強度を上げれば使用可能回数が少なくなります。
・本製品を初めて使用する際は必ずレベル1（強度を一番弱く）にして、だんだんと身体
を慣らしてください。
・初めから強度を上げて使用すると運動による疲れを起こす原因となります。

・使用したい部位の汗を拭き取ってから貼り付けてください。
・粘着面（ジェル面）はなるべく指で触らないでください。
・ジェルパッドは肌に密着させてください。ジェルパッドと肌に隙間があると全面で電気
が均一に流れないため、強い刺激や痛みを感じることがあります。

アブス10極パッドを使用する部位

刺激を感じにくい場合は、本体を貼る位置を1～2センチずつ上下に移動させてください。
貼る位置をかえる場合は、電源を切ってください。

本製品の使い方の目安と身体の部位

腹部
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重要

・二の腕は、比較的弱いレベルでもトレー
ニングすることができます。レベルを上げす
ぎないで使用してください。

・シングル2極パッドを使用する時は必ず本体を取り付けてご使用ください。

ご注意

シングル2極パッドを使用する部位

肩肩

二の腕二の腕

腿腿
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重要

・長時間、頻繁にお手入れをしないでください。粘着面（ジェル面）が傷んで
寿命が短くなるおそれがあります。

・本体は水洗いしないでください。
・シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。
・ジェルパッドは必ず清潔な手で取り扱ってください。

ご注意

お手入れは、電源が切れていることを確認してから行ってください。電源が入った
ままお手入れすると、衝撃などを受ける場合があります。

ジェルパッドを取り外すときは本品の電源を切っ
てください。痛みややけどのおそれがあります。

本体のお手入れ

ジェルパッドのお手入れ方法

ジェルパッドの取り外し方

①本体が傷付かないよう柔らかい布で汗や湿気を丁寧に拭き取ってください。
②30～40℃程度のぬるま湯に中性洗剤を少量（3～5%程度）入れたものを柔らかい
布に湿らせ、固く絞ってから表面の汚れを丁寧にふき取ってください。
③水で濡らした布をよく絞り、洗剤を拭き取ってください。
④風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

ジェルパッドの粘着面（ジェル面）が汚れて貼りつきにく
くなったら、下記の手順でお手入れしてください。
①指先に水滴をつけてジェルパッドの粘着面（ジェル面）
をこすり、汚れを取り除いてください。

②充分に水をきって、粘着面（ジェル面）を上にし風通
しの良い日陰で自然乾燥させてください。

③表面の水気がなくなるまで自然乾燥させてから、本体
を台紙に貼り付けてください。

めくるようにゆっくりとジェルパッドを剥がします。
・電極部に残ったジェルは全て取り除いてください（剥がしたジェルパッド
に、残ったジェルのかけらを付着させると、簡単に取り除けます）。

お手入れ方法

ジェルパッド



パソコン

廃棄方法

11

ご注意
・台紙・収納袋は清潔に保ってください。 ・高温・多湿の場所（車中など）を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
・湿気の少ないところに保管してください。湿気が原因で本体内部で結露やサビが発生する原因になります。
・使用しない時は、つまづいてケガをしないよう、安全な場所で保管してください。
・ちいさなお子様の手の届くところやペットの近くに保管しないでください。 ・火気の近くで保管しないでください。

台紙に貼る。1

収納袋に入れる。2

・本体を折り曲げるなどして、ジェル
パッド同士を接触させないでください。
・台紙に強く押し付けないでください。
粘着面（ジェル面）が傷むおそれがあります。

・専用の台紙にイラスト通り貼付けるときれ
いに収納できます。

・各自治体が指定している破棄方法に従ってください。
・長期使用にともない、本体に傷や亀裂が入った場合は使用を中止し廃棄してください。

保管方法
※USBアダプター別売り品

（全ての家庭用のUSBアダプターで充電できます。）　 

パソコンに繋げても充電できます。

充電方法

＜USBアダプターで充電＞

台紙

（表面）

（裏面）
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Q1

A 1

毎日使用しても大丈夫ですか？
毎日ご使用できます。ただし1箇所につき1日1回（20分以内）までとしてください。
同じ箇所への繰り返しの使用は筋肉疲労を起こすおそれがあるためお控えく
ださい。また、身体や肌に異常を感じた場合はただちに使用を中止し、医師に
必ず相談してください。

Q2
A 2

浴室で使用してもよいですか？
使用しないでください。本製品は防水仕様ではございません。

Q3
A 3

どのレベルを使えばよいですか？
初めてお使いになるときは弱いレベルに設定して使用してください。弱いレベ
ルに慣れましたら、レベルの調整を行ってください。

Q5
A 5

妊娠中や出産直後に使用してもよいですか？
使用しないでください。産後・授乳中の方は、かかりつけの医師にご相談ください。

Q6
A 6

睡眠中に使用できますか？
睡眠中は使用しないでください。

Q7
A 7

本品を使用して筋肉に痛みは生じるものですか？
他のトレーニングと同じで、筋肉痛が生じる可能性があります。筋肉痛がある
場合は、使用をお控えいただくか、レベルを下げて使用してください。

Q8
A 8

ジェルパッドの交換時期はいつですか？
P.4に記載されている「ジェルパッドの取り扱い方法」を参照してください。

Q9
A 9

電極部が黒くなってきましたが、支障はありませんか？
支障はありません。使用回数や使用状況により電極部が黒く変色することが
あります。これは電極材質の変色によるものです。カビや汚れのような不衛生
なものではなく、また、本品の性能を劣化させるものではありません。

Q4

A 4

使用できない部位や、使用できない場合はありますか？
首から上の部位（頭、顔など）、背骨（脊髄）、胸部および肩甲骨などの心臓
周辺部位には使用しないでください。また、心臓に疾患がある場合は使用しな
いでください。詳しくは、P.1「安全上のご注意」を参照してください。

Q&A
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状態 考えられる原因 対処方法

電源が入らない

充電がされていない。 付属のケーブルにて充電する。

操作部を押す時間が短い。 「ピー」の音が鳴るまで、電源ボタンを長押し（2
秒）する。

低温・高温の環境下で使用した。 推奨使用環境温度（10～35℃）で使用する。
「ピッ、ピッ」
という音がする

ジェルパッドが肌に密着していない。 全てのジェルパッドを肌に密着させる。
電池残量が少なくなっている。 充電をする。

電気刺激を
感じない

電源が入っていない。 「ピー」の音が鳴るまで、電源ボタンを長押し（2
秒）する。

ジェルパッドが肌に密着していない。 全てのジェルパッドを肌に密着させる。
ジェルパッドの粘着面（ジェル面）が
傷んでいる。

P.4「ジェルパッドの取り扱い方法」を参照して、
新しいジェルパッドに交換する。＊1

ジェルパッドの粘着面（ジェル面）が
ゴミやホコリなどで汚れている。

P.10「ジェルパッドのお手入れ方法」を参照して、
ジェルパッドを清掃する。

電気刺激が弱い

レベル設定が低い。 ＋ボタンを押し、レベルを上げる。
電池残量が少なくなっている。 充電をする。
ジェルパッドの粘着面（ジェル面）が
傷んでいる。

P.4「ジェルパッドの取り扱い方法」を参照して、
新しいジェルパッドに交換する。

ジェルパッドの粘着面（ジェル面）が
ゴミやホコリなどで汚れている。

P.10「ジェルパッドのお手入れ方法」を参照して、
ジェルパッドを清掃する。

電気刺激が強い
レベル設定が高い。 電源ボタンを長押し（2秒）して、電源を切る。

その後、再度電源を入れ、レベルを選びなおす。

ジェルパッドが肌に密着していない。 ジェルパッドと肌の間に隙間がないように貼り
付ける。

電気刺激が
途中で止まる 電池残量がない。 充電をする。

ジェルパッドが
貼り付かない

粘着面（ジェル面）のフィルム（透明）
を剥がしていない。 フィルム（透明）を剥がす。

粘着面（ジェル面）が汚れている。 P.10「お手入れ方法」を参照して、お手入れする。

粘着面（ジェル面）が傷んでいる。 P.10「ジェルパッドのお手入れ方法」を参照して、
ジェルパッドを交換する。＊1

肌が赤くなる・
チクチクする

ジェルパッドが肌に密着していない。 全てのジェルパッドを肌に密着させる。
粘着面（ジェル面）が汚れたり、乾い
たりしている。 P.10「お手入れ方法」を参照して、お手入れする。

粘着面（ジェル面）が傷んでいる。 P.10「ジェルパッドのお手入れ方法」を参照して、
ジェルパッドに交換する。＊1

その他、異常がある場合はただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または、ソウイジャ
パン株式会社お客様相談室までお問い合わせください。

＊1　ジェルパッドは消耗品です。別売品をお求めください。詳しくは、P.14「別売品」を参照してください。

故障かな？と思ったら
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品名
品番
重量 80g
サイズ 380mmｘ205mm（アブス10極パッド）　50mmｘ186mm（シングル2極パッド）
電源 USB電源充電式 充電時間 約1時間

電池の種類 リチウムポリマー電池3.7V 連続使用時間 約20分
※20分後に自動的に電源が切れます。

推奨使用
環境温度 約10～35℃ 連続使用回数 満充電時：1セットEMSレベル7　

約20分間使用で約15回可能です。
材質 ABS樹脂、PET樹脂、PU樹脂
ヘルツ周波数 5～50Hz

付属品 本体3個、充電用USBケーブル3本、専用貼り付け用ボード1枚（両面用）、
収納袋1枚、本体専用PAD14枚（大2枚、小12枚）、取扱説明書兼保証書

Abs-EMS Gel Pad (本体専用　高電導ジェルパッド）

枚数 14枚（大2枚、小12枚）
材質 アクリル系ポリマー
本品の性能向上のため、仕様の一部を予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

ジェルパッドは消耗品です。粘着面（ジェル面）が傷んだときは、別売品をお求めください。
純正品以外のジェルパッドを使用すると、以下のトラブルが発生するおそれがあります。
・製品本来の性能を発揮できない
・製品の一部が破損し、故障する
・刺激を強く感じたり、やけどや肌荒れを起こす
純正品以外を使用して発生したトラブルについては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

製品仕様

別売品

本体専用PAD14枚（大2枚、小12枚）　

【公式販売サイト】
ご購入はこちら
QR コード から

アクティブ・パッドEMS
SY-081-N

EMS Gel Pad  /品番：SY-081-N-PAD
 (本体専用　高電導ジェルパッド）



お客様サポートセンター

アクティブ・パッド EMS SY-081-N


