
取扱説明書（保証書付）

ご使用の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

ソウイジャパン株式会社

保　証　書

１年間

品名：エアーレッグケア 品番：SY-101
販売店名・住所・電話番号・ご注文番号（ネット購入者）お買い上げ日

保証期間（お買い上げ日から）

様
客
お

お名前

電話番号：

ご住所：（〒　　　ー　　　　）

※ 購入日を証明するレシートまた送り状などを必ず添付してください。

【保証規定】
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、
無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、ソウイジャパン株式会社までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan） 

保証書は再発行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償修理をお約束するものです。したがってこの保証書
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。

お客様の個人情報は、本製品にかかわる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、
弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

【お問い合わせ】

受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く）10：00～17：30
〒141-0031　東京都品川区西五反田1-24-4 タキゲンビル10F

　　

品番：SY-101

エアーレッグケア

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。
本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された
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。 また、一度お読みになった
後も必要時いつでもご確認できるように、すぐに取り出せる場所で大切に保管してください。
治療を受けている場合はこの製品をご使用する前に医師にご相談してください。

A5サイズ　白黒印刷



安全上のご注意
ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いくだ
さい。お読みになったあとはいつでも見られる場所に必ず保管してください。
安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産
への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

警告　誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意　誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

この記号は、禁止される行為を表しています。

警告（症状について）
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禁止

禁止

禁止

分解禁止

修理、改造、分解しないでください。 
火災、感電の原因になります。
内部の点検・修理は販売店にご依頼くだ
さい。

交流 100V 以外では使用しないでくだ
さい。 
火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントに根元まで確
実に差し込んでください。また抜くと
きはコードを引っ張らずプラグを持っ
て抜いてください。

お手入れや点検・移動の際は必ず電源
プラグをコンセントから抜いてください。
また、ご使用後は必ず電源スイッチを
切り電源プラグをコンセントから抜い
てください。

禁止

本体を水につけたり、水をかけないで
ください。水回り、風呂場など湿気の
ある場所では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

可燃性スプレーを本体にかけたり、引
火性のもの、可燃性のもののそばで使
用しないでください。
火災の原因になります。

異常、故障時にはすぐに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。
火災、感電の恐れがあります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しをし
ないでください。
感電・やけど・けがの原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり
熱くなったり、コンセントの差し込みが
ゆるい場合は使用しないでください。
感電やショート、火災の原因になります。

禁止

たこ足配線や延長コードなどの定格を
超える使い方をしないでください。
火災の原因になります。

禁止

必ずお守りください

※ 次の人は使用しないでください

※ 医師の治療を受けているときや下記の人
　は必ず医師と相談のうえ使用してください

①血栓（寒栓）症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症＜皮
　下組織の炎症を含む＞など）
②骨粗鬆症の人、脊椎を骨折している人、捻挫、肉離れなどの急性疼痛疾患の人、
③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
    機器を使用している人
④妊娠中や出産直後の人
⑤脚部に重度の血行障害のある人
⑥自分で意思表示ができない人または操作できない人に使わせないでください。

①悪性腫瘍のある人
②心臓に障害のある人
③糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
④施寮部位に創傷のある人
⑤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＞の強い時期、衰弱しているとき）
⑥安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
⑦上記以外に身体に特に異常を感じているとき

※使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれ
　ない場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

（事故やけがの原因になります）

※ お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感覚が弱い方は使用直後に肌に赤みが
　出る場合があります。１時間程経過しても赤みが消えない場合は医師
　にご相談ください。

①足裏用パッドは指定部位以外に使わない。また骨に当てないでください。
②使用中に立ったり歩いたりしないでください。
③お子様には使わせないでください。また商品の上で遊ばせたりのせたりしない
　でください。
④商品を布団やコタツの中に入れて使わないでください。
　※事故やけがの原因になります。
⑤商品にピンや針を突き刺さない、または刃物で傷つけないでください。
　（火災や感電やけどの原因になります。）
⑥改造したり分解しないでください。（発火したり異常動作したりして、けがをする
　原因になります。）

①使う前には必ず商品が破れていないか確認してください。
　※どんな小さな破れでも直ちに使用を中止し、アダプターを抜き修理を
　　依頼してください。（けがや感電の原因になります）
②初めて使用する人や、使い慣れるまではエアー圧力を弱めてご使用くだ
　さい。（けがや体調不良の原因になります）

警告（お使いのときは）
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エアーパイプ
差込口 エアーパイプ

差込口

エアーパイプ（ 3種類 ）

アダプター

電源 ボタン

安全上のご注意

① ②

③

注意

・本品のご使用により発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれ場合は、ご使用
　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になります）

①浴槽など湿気の多い場所では使わないでください。（感電の原因になります）
②商品に水をこぼさないようにしてください。
③ご使用中に眠らないでください。
④飲酒後のご使用はおやめください。（事故やけがの原因になります）
⑤ご使用中にアダプターをコンセントから抜かないでください。
⑥エアーパイプを抜くときはパイプを引っ張らないで、接続部を持って優しく抜
　いてください。（破損や故障の原因になります）
⑦収納時に電源コードを商品に巻きつけないでください。
⑧エアーパイプを折ったり商品に巻きつけないでください。（断線、ショートによ
　る火災・感電の原因になります）
⑨アダプターは指定されたものを使ってください。
⑩停電時はだだちにアダプターを抜いてください。

＜症状について＞

＜商品について＞

各部の名前

コントローラー

足裏パッド

コントローラー底

エアーパイプ
プラグ差込口

アダプター
プラグ差込口

足・ふくらはぎ
エアーパッド 太もも

エアーパッド

エアーパイプ
プラグ

エアーパイプ
プラグ

エアーパイプ
プラグ

表示窓

電源ボタン

-（マイナス）ボタン

＋（プラス）ボタン

※妊娠中や出産直後の人は使用しないでください。
※脚部に重度の血行障害のある人は使用しないでください。
※１日の使用回数は１回です。（約15分で自動的に電源が切れます）
　１回の使用が15分未満の場合、複数回の合計使用時間を１日15分以内に
　 してください。（長時間の使用は筋肉や神経に必要以上の刺激となり、逆効
　 果になることがあります。）

注 

意
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使用方法

1. アダプターを接続します。

※肌に使用跡がつく場合があります。使用跡が気になる場合は、ソックス
　やズボンの上から装着してください。
※ふくらはぎや足に使用跡がつき、すぐにとれない場合がありますのでお
　出かけ前の使用にはご注意ください。
※装着時に洋服やストッキングにファスナーや面ファスナーがつかないよ
　うにご注意ください。

注 

意

・エアーパッドに破損などがないかご確認ください。
・エアーパイプに破損がないかご確認ください。

・アダプターのプラグをコントローラーの底にあるアダプタープ
　ラグ差込口に繋げ、アダプターをコンセントに接続します。

使用方法

コントローラー底

アダプター
プラグ差込口

2. エアーパイプを繋げます。
・使用するエアーパイプのエアーパイププラグをコントローラーの
　エアーパイプ差込口に差込み、パッドのエアーパイプ差込口にパ
　イプを繋げます。
※エアーパイプは１つでも差込口がエアーパッドに接続されていな
　いと、接続されていない差込口からエアーが抜けて正常に使うこ
　とができません。ご注意ください。

エアーパイプ（ 3種類 ）/ 差込図

③

②

①
・エアーパイプ①は太ももエアー
　パッド２個を繋げて使用します。

・エアーパイプ②は足・ふくらは
　ぎエアーパッド２個を繋げて使
　用します。

・エアーパイプ③は太ももエアー
　パッド２個と、足・ふくらはぎ
　エアーパッド２個を繋げて使用
　します。

まずご確認ください
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使用方法 使用方法
3. エアーパッドを装着します。

4. 電源を入れます。

○太ももエアーパッドは太ももが固定されるように面ファスナー
　で調節しながら固定して装着します。

　※太ももに強く巻きつけないでください。使用時にエアーが入
　　るので固定されている程度に装着してください。電源を入れ
　　てからエアーの量で微調整ができます。

○足・ふくらはぎエアーパッドは、まずファスナーを全て開け足
　を中に入れてファスナーを閉めて装着します。
※かかと部分が合うように足を入れて装着してください。

・電源ボタンを押すと電源が入りケアが開始されます。
 ※電源を入れてから15分間自動で動き、15分経過すると自動的に
　 電源が切れます。（時間の経過は表示窓よりご確認できます。）
※ケア途中でも電源ボタンを押せば電源が切れてエアーが抜けます。

5. エアー圧力を調節します。
・強さ（エアー圧力）は９段階あり、ご使用開始は強さ（エアー圧力）
　「５」で設定されています。ですので、お好みに合わせて  ＋（プ
　ラス）と  －（マイナス）ボタンを押してエアー圧力を調節してく
　ださい。
※強さ（エアー圧力）はボタンを押した際に表示窓でご確認できます。

足裏パッドを使用する
○付属の足裏パッドを使い足裏を刺激しながらケアができます。
　※足裏パッドを使用するときは必ず電源を切った状態で、足・ふく
　　らはぎエアーパッドのファスナーを開け、足裏パッドの突起部を
　　足裏に合わせるようにセットし、ファスナーを閉めてください。

-（マイナス）ボタン ＋（プラス）ボタン

表示窓

電源ボタン

表示窓

強さ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

エアーが入る時間

20秒

25秒

30秒

35秒

40秒

45秒

50秒

55秒

60秒

停止時間

10秒

10秒

10秒

10秒

10秒

10秒

10秒

10秒

10秒

エアーがぬける時間

8秒

10秒

12秒

14秒

16秒

18秒

20秒

22秒

24秒

エアー圧力/ 9 段階

※強さ（エアー圧力）は＋/－ボタンを押した際に表示窓でご確認ください。



保証とアフターサービス
1. 保証書（本書裏表紙）に必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容
などをよくお読みいただき、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げ日より１年間です。
3. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。
手を加えずに、弊社までご連絡ください。

4. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。
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故障かな？と思ったら
使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認
してください。※ご自分での分解・改造はおやめください。

●それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

症状

空気（エアー）が
入らない

空気（エアー）が
抜けない

空気（エアー）の
量が多く痛い

考えられる原因・対応方法
・
・
・ 

エアーパイプが破損、抜けていないかご確認ください。
エアーパイプの差込口が全て接続されていることをご確認ください。
エアーパイプが奥まで差し込まれているかご確認ください。

・
・
－（マイナス）ボタンで調節してください。
エアーパッドをゆるく巻き直してください。

 

・

 

電源を切りエアーパイプを抜いてください。

 

 

 

製品仕様

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

品 番 SY-101
 

定 格 消 費 電 力 10 W 

DC 12 V　 1Aア ダ プ タ ー

電　　　　　　　　　　　源

エ　　ア　　ー　　圧　　 力

AC100 V　50/60 Hz

9 段階

15 分間（自動で15分間経過すると電源が切れます）

質 　 量 （ 重 量 ） 約 1.5 kg

コ ー ド 長

足・ふくらはぎエアーパッド、太ももエアーパッド、
エアーパイプ（ 3種類 ）、足裏パッド、アダプター、
取扱説明書兼保証書

約 1.5 m

付 属 品

生 産 国 中国

連 続 使 用 時 間

お手入れ

使い終わったら

※必ず電源を切りアダプターを抜き、お手入れください。
※水で直接商品を洗わないでください。
※研磨剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。

※エアーパイプを抜く際は必ず根元を持ち、ゆっくり抜いてください。
※収納時にアダプターや、エアーパイプをコントローラーやエアーパ
　ッドに巻きつけないでください。

※小さな子供の手の届く所に置かないでください。
※温度・湿度の高い所や直射日光のあたる所に置かないでください。

・柔らかい布に水を含ませ固くしぼり拭いてください。汚れがひどいとき
　は水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ固くしぼり拭いてください。
・面ファスナーにゴミや髪の毛などがからまった場合は、つまようじなど
　で取り除いてください。

【エアーパッド】

※トラッキング現象とは・・・
コンセントへ長期間差し込み続けることにより、コンセント接続部にほこり
などが堆積し、空気中の湿気を吸収し微小な漏電スパークによる発熱で電源
プラグが炭化し、最悪の場合は発火に至る現象。

○アダプター
・乾いた布で拭いてほこりを取ってください。

○コンセント接続部
・コンセントを含め、電源プラグとの間にほこりが溜まっている時は
　電源プラグをはずしてほこりを取り除いてください。放置するとト
　ラッキング現象の発生原因になります。

【アダプター、コンセント接続部】

○必ず電源を切ってからエアーパッドを外してください。
○エアーパッドを外してからエアーパイプ、アダプターを抜いてください。

注意

保管


