
◆ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく
使用してください。

◆必要なときはいつでも、すぐお読み頂けるように大切に
保管してください。

◆マニュアルに従って無理のないご使用をお願いいたします。
◆異常が発生した場合はただちに使用を中止し、修理を依
頼してください。

◆他の人に貸したり、譲渡する場合は必ずこの取扱説明書
もお付けください。

保管用（保証書付）

このたびは「ディープバーンローラー」をお買い上げいた
だきありがとうございます。
本製品は、ご家庭で気軽にトリートメントを行っていただ
くためのローラータイプ低周波トリートメント機です。

取扱説明書
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安全上のご注意
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。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってく
ださい。

絵表示の例

記号は、禁止の行為を告げるものです。

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるもの
です。

危　険
下記のような医療用電子機器をお使いの方は使用しないでくだ
さい。
●ペースメーカー等の体内埋込型医療用電子機器
●人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
●心電計等の装着型の医療用電子機器
→医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります。

守らないと生命や身体に重大な被害を負う危険の発生が
想定される内容

守らないと生命や身体に重大な被害を負う可能性が想定
される内容

守らないと軽傷程度の被害を負うまたは物的損害の発生
が想定される内容

危 険

警 告

注 意

禁止



  警　告
次のような人または部位には、絶対に使用しないでください。
事故やトラブルの原因になります。

〈人〉
●心臓に疾患のある人
●急性疾患／有熱性疾患／感染性疾患／結核性疾患の人
●顔面神経痛の人
●顔面黒皮症の人
●妊娠中の人
●ケロイド体質の人
●金属アレルギーの人（医師に相談の上ご使用ください）
●その他体調のすぐれない人
　（38度以上の熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛があるとき）
●皮膚に異常がある人
　〔アトピー性皮膚炎の人や、アレルギー体質で特にお肌が敏感な人・
化粧品による皮膚炎を起こしている人・ニキビが化膿し（黄ニキビ）、
炎症を起こしている人・カユミやホテリのあるシミや病的な（内臓疾
患などによる）シミのある人〕

●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛
細血管拡張を起こしている人
●血友病疾患の人　　　●飲酒中の人　　
●疲労が激しい人　　　●痛覚、知覚に障害（マヒ）のある人
●自分自身で意思表示のできない人
●幼児やご自分で判断ができない人
●悪性腫瘍の人

〈部位〉
●眼球部分（上まぶた）　　●耳　
●傷口　　　　　　　　●陰部
●心臓の上　　　　　　●口腔内等の粘膜部位
●脱毛・剃毛処理した直後の部位
●生理中の腹部　　　　●整形をされた部位
●体内に金属やプラスチック、シリコン等を埋め込んでいる部位
●喉仏の周辺上下左右 5cm以内
●膝前面（膝頭）、すね ●肘、くるぶし等の関節部
●過度の日焼けで炎症を起こしている部位

※通院中の方または、薬を服用中の方は医師にご相談の上、
ご使用ください。
※その他使用に関して心配な方、使用時に異常をきたした方は
ご使用を控え、医師に相談してください。
※12歳以下のお子様へのご使用は避けてください。
※身体に異常（気分が悪い・痛みを感じる）特に発赤、かぶれ
等の皮膚の異常を感じたら直ちに使用を中止してください。   
（体調不良を起こすおそれがあります）

禁止



  警　告

●充電台は防水仕様にはなっておりませんので、浴室内等の湿気
の多い場所や、水のかかりやすい所（洗面台の上等）での使用
や保管はしないでください。
●浴室内での充電は絶対にしないでください。
●本体を充電するときは、本体に水気がついたまま行わないでく
ださい。（感電・故障の原因となります）

●絶対に、改造・分解・修理はしないでください。
●改造電池は使用しないでください。

●異物を本体内部に入れないでください。異物が入ったまま使用
すると火災、感電、故障の原因となります。
●やけど、感電、火災など重大な事故を発生させる危険がありま
すので、お子様には触れさせないようにご注意ください。
　また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
●美容目的以外には使用しないでください。
●自動車を運転しながら使用しないでください。
　重大な故障やトラブルにつながるおそれがあります。
●高温多湿の場所での保管や、埃・油等の多い場所で使用・保管
をしないでください。　
●長時間直射日光に当てたり、熱気の近くに置かないでください。
　（変形や変色または故障の原因となります）
●通電したまま放置しないでください。
　（事故やトラブルの原因となります）
●本体やアダプターに重いものを載せたり、落としたり、ぶつけ
たりなど衝撃を与えないでください。　

　（事故やトラブルの原因となります）

●本体に異常を感じた場合（熱くなる・焦げるような臭いがする等）は
ただちに電源を切り使用を中止し、取扱店に連絡してください。
●本体を火中に投入しないでください。
　（充電池が破裂し事故やトラブルにつながるおそれがあります）
●ぬれた手でプラグやコンセントの抜き差し等はしないでください。
　（感電やショートの恐れがあります）

禁止

禁止

分解
禁止

水ぬれ
禁止

※ひどい肌荒れやひげ等の毛によって皮膚表面に凹凸がある部
分は刺激を感じる場合があります。その際にはその部分への
ご使用はお止めください。
※口周りのトリートメントの際、歯に金属をかぶせてある部位
は違和感を感じる場合があります。その際はその部位への
ご使用はお止めください。



警　告

●引火性のあるもの（アルコール、シンナー、除光液、ベンジン、
スプレー等）の近くで使用しないでください。
　（爆発や火災、機器の破損のおそれがあります）
●他の美容機器等との同時使用はしないでください。
●他の電気製品の近くでは、ご使用しないでください。
●お手入れをするときは、シンナー、ベンジン、灯油、アルコー
ル等の溶剤や薬品類・磨粉を使用しないでください。
●高い所から落としたり、強い衝撃を与えないでください。
　（故障・事故の原因となります。）

禁止

注　意

●使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を必ず守ってください。

●使いはじめなど慣れないときのご使用は、時間を短めにして

ください。

●浴用剤入りの浴槽で使用しないでください。

　（故障やトラブルの原因となります。）

●イヤリングやネックレス等の金属類、アクセサリー類、コン

タクトレンズははずしてからご使用ください。

●トリートメント直前の剃毛処理、パックはお止めください。 

●充電中に停電したときはただちにアダプターをコンセントか

らはずしてください。復帰したとき、事故の原因になる

おそれがあります。

●プラグをジャックやコンセントに抜き差しするときは、プラ

グ部分を持って確実に抜き差しをしてください。

●コードは極端に折り曲げたり引っぱったりしないでください。

●ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾かさないでくだ

さい。（本体の変形・故障の原因となります。）

●本製品（付属品を含む）は日本国内仕様であり、外国の規格

には準拠しておりません。必ず交流 100V にて使用してくだ

さい。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は責任を負

いかねます。

●充電台には必ず専用アダプターを使用してください。

●磁気や電波が発生する場所での保管は避けてください。

必ず
守る

　

　



操作方法の説明

●ＡＣアダプター

●本体

●充電台

各部の名称と付属品

LCDパネル

充電端子 スクエアローラー

充電端子

アダプタープラグ
差し込み口

アダプタープラグ

直角の場合

ＡＣプラグ

水平の場合

電極
ローラー

電源OFF
状態

P/L スイッチを押す毎にモードが切り替わります。
※下図のように電源OFFの状態から
　フェイス→ボディ１→ボディ２→電源OFFの順番で切り替わります。

1度押す 1度押す1度押す 1度押す

フェイス
モード

ピッ ピッ ピッ ピッピ
ー

 ピッピ
ー

ピッピ
ー

ボディ 1
モード

ボディ 2
モード

電源OFF
状態

LCD表示 LCD表示 LCD表示 LCD表示 LCD表示

P/L スイッチ
電源スイッチ
レベルスイッチ（ （



※この製品は充電タイプの製品です。
　ご購入後はじめてご使用になる場合は、必ず
充電を行ってからご使用ください。

●充電方法
下図を参考に、アダプタープラグを差し込み口に奥までしっかり
差し込み、ACプラグを直角または水平にして電源コンセント（家庭
用AC100V）に根元まで差し込んでください。
※プラグを差し込み口や電源コンセントに抜き差しするときは、プラグ部分
を持って確実に抜き差しをしてください。

※ぬれた手でのプラグの抜き差しは絶対にしないでください。

下図を参考に本体の充電端子が充電台の端子にしっかり
当たるように本体をセットしてください。

充電が開始されるとLCDパネルの電池マークが点滅します。

電池マーク
点滅＝充電中
点灯＝充電終了

※フル充電時間
　の目安は
　約８時間です

ご使用になる前に

ＡＣプラグアダプタープラグ

本体の
充電端子

充電台の
充電端子

差し込み口



フェイシャルトリートメント
①洗顔などであらかじめメークを落としてください。
②お肌に通電用ジェルまたは水を塗布してください。
　（市販の通電用ジェルをご使用ください）
③P/L スイッチを１回押して FACEモードにします。
　※BODYモードでは絶対に使用しないでください。
④MINが点滅し、自動的に出力を開始します。
⑤P8 のトリートメント方法を参考にトリートメントを行ってくだ
さい。
　※フェイシャルトリートメントは、１日１回、顔全体で５分を目安として

行ってください。

⑥両方の電極ローラーがお肌に密着するように転がしてください。
　※片方だけですと通電しません。また、傾けて使用すると皮膚をはさむ場

合がありますので、ご注意ください。
　※必ず動かしながら行ってください。電極ローラーを一箇所に止めたまま

のご使用はケガの原因となりますのでお止めください。

⑦タイマーの途中で終了する場合はP/L スイッチを３回押します。

※タイマー（15分）が切れると電子音（終了音）が鳴り、画面
の表示が消え、自動的に出力が止まります。

※電源を切った状態でのトリートメントも可能です。
※トリートメントを行っている際、お肌に違和感を感じたときは、
トリートメントをお止めください。

※高い所から落としたり、強い衝撃を与えないでください。
　（故障・事故の原因となります｡）

■効果的な使用方法
　※本体を動かすときは、下から上に持ち上げるように行って

ください。
　※トリートメントの際は、水より通電用ジェルを使用

した方がより効果的です。

P/L
スイッチを
1回押す

P/L
スイッチ

出力中は
ここが点滅します。

フェイスモード
LCD表示

お肌へのあて方

密着するように

電源OFF状態



※湯船で使用する際は浴用剤等の使用は絶対にしないでください。
故障の原因になります。
※湯船に入れた状態で追い炊きは絶対にしないでください。
※過度に力を入れて使用しないでください。肌トラブルの原因と
なります。

まぶた、のど仏には絶対に使用しないでください。

トリートメント方法

基本のトリートメント ポイントケア

ほほが気になる方

全体のたるみが気になる方

フェイスラインが気になる方

※トリートメントは、１日１回、顔全体で５分を目安として行ってください。



ボディトリートメント
①お肌に通電用ジェルまたは水を塗布してください。
　（市販の通電用ジェルをご使用ください）
②P/L スイッチを 2 回、または 3 回押して BODY１か BODY2
に合わせてください。

③MINが点滅し、自動的に出力を開始します。
④P10 のトリートメント方法を参考にトリートメントを行ってく
ださい。

　※ボディトリートメントは、各部位１日１回５分を目安として
行ってください。

⑤両方の電極ローラーがお肌に密着するように転がしてください。
　※片方だけですと通電しません。また、傾けて使用すると皮膚を
はさむ場合がありますので、ご注意ください。

　※必ず動かしながら行ってください。電極ローラーを一箇所に止
めたご使用はケガの原因となりますので、お止めください。

⑥タイマーの途中で終了する場合は P/L スイッチを２回または１
回押します。

■効果的な使用方法
※本体を動かすときは、下から上に持ち上げるように行っ
てください。

　　・ボディトリートメントの出力レベルは２段階から選
択可能です。トリートメントを行う際の出力は
BODY1 からスタートして、出力に慣れてきました
らBODY2で行ってください。

　※浴槽外でトリートメントする際は、水より通電用ジェ
ルを使用した方がより効果的です。

※タイマー（15分）が切れると電子音（終了音）が鳴り、画面
の表示が消え、自動的に出力が止まります。

※電源を切った状態でのトリートメントも可能です。
※トリートメントを行っている際、お肌に違和感を感じたときは、
トリートメントをお止めください。

※高い所から落としたり、強い衝撃を与えないでください。
　（故障・事故の原因となります。）

出力中は
ここが点滅
します。

ボディ１モード
LCD表示

ボディ２モード
LCD表示

2 回＝ボディ１ 3回＝ボディ２

P/L
スイッチを
２回または
３回押す

P/L スイッチ

電源OFF状態



※スネや関節部分（肘、膝、くるぶし等）には使用しないでください。

※トリートメントは、１日１回、各部位５分を目安として行ってください。

トリートメント方法

※湯船で使用する際は浴用剤等の使用は絶対にしないでください。
故障の原因になります。
※湯船に入れた状態で追い炊きは絶対にしないでください。
※過度に力を入れて使用しないでください。肌トラブルの原因と
なります。



●充電端子及び電極端子の掃除
　本体、充電台の充電端子を乾いた布や綿棒などで拭いてください。

●電極ローラーユニットの掃除
電極ローラーユニット及びスクエアローラーは取り外すことができます。
下図を参考に電極ローラーユニット及びスクエアローラーを取り外し、
水かぬるま湯で洗ってください。
その後は乾いた布などで丁寧に拭いてください。

本体 充電端子の掃除 充電台 充電端子の掃除

本体側 電極端子の掃除 電極ローラーユニット側電極端子

電極ローラーユニットのはずし方 スクエアローラーのはずし方

①

※電極ローラーは外れません。
※はめるときは向きを合わせ、はめます。
　きちんとはまるとカチッと鳴ります。

※はめるときは向きを合わせ、はめます。
　きちんとはまるとカチッと鳴ります。

お手入れ方法

②



故障かな？と思ったら

◆充電ができない
・充電台に電源アダプターのプラグが根元までしっかり差し込ま

れていますか？

・電源アダプターが家庭用コンセントに差し込まれていますか？

・本体の充電端子が汚れていませんか？

・充電台の端子にゴミが付着していませんか？

＊上記の接続部分をもう一度チェックしてください。
＊P11（お手入れ方法）を読んで掃除をしてください。

◆低周波が弱く感じる
・お肌が乾燥していませんか？

・両サイドの電極ローラーがしっかりとお肌に密着していますか？

・電極ローラーの表面が汚れていませんか？

・電極ローラーユニットをしっかりと本体にはめ込んでいますか？

＊P7～ P10（トリートメント方法）をもう一度お読みください。
＊P11（お手入れ方法）をもう一度お読みください。

◆電極ローラー・スクエアローラーの回転が悪い
・電極ローラーユニットと電極ローラーまたはスクエアローラー

の間にゴミが付着していませんか？

・落下させたり強い衝撃を与えていませんか？

・電極ローラー・スクエアローラーが歪んだりしていませんか？

＊P11（お手入れ方法）をもう一度お読みください。
＊落下させた等にて動作や回転が悪くなったときは販売店にご相談
ください。

上記の処理を行ってもなお異常がある場合は、ただちに使用を中止し、
販売店にご相談ください。



充電池についてのお願い
◆充電池の特性について
　本製品は、充電用のニッケル水素電池を使用しております。

　充電池の性質上、未使用の場合でも自己放電され充電量が低下してし

まいます。

　充電が満たされた状態でも 5 カ月以上放置されたり、電池の充電量を

使いきった状態で放置された場合は、充電ができなくなる場合がござ

います。

　充電池を効率よくご使用いただくため、月に 1 度は充電を行うように

してください。

　８時間充電しても使用できる時間が極端に短くなったときは充電池の

寿命と考えられます。

◆ニッケル水素電池の交換について
　安全にご使用いただくためにも製品を販売店へご送付いただいてニッ

ケル水素電池交換 (有料 ) を依頼してください。

◆製品の廃棄について
　使用済の充電池は資源有効利用促進法に基づき、当社にて回収いたし

ます。

　本体を廃棄する際は、分解せず発売元までお送りください。

　（送料はお客様負担となりますのでご了承ください）

　・充電池が完全に放電した状態でお送りください。

　・回収した製品はリサイクルのためご返却できません。

　・パッケージ等をゴミとして廃棄する場合は、お住まいの市町村の指

示に従ってください。

リサイクルにご協力を



保証規定
1. 取扱説明書の注意書きに従って使用した状態で保証期間内に故
障した場合、無償修理させていただきます。
　※無償修理をご依頼される場合、販売店に製品と保証書をご提示いただ

きお申し付けください。
　※ご送付の場合、誠に恐れ入りますが、送料はお客様にてご負担をお願い

いたします。

2. 保証期間内でも次の場合は原則として有償となりますのでご注
意ください。
　（1）取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障及び損傷
　（2）不当な修理や改造による故障及び損傷
　（3）お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
　（4）一般家庭以外（例えば業務用）に使用された場合の故障及び損傷
　（5）保証書のご提示が無い場合
　（6）保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所の記入が無い場合、

あるいは字句を書きかえられた場合
　（7）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
　（8）火災、地震、水害、落雷その他の天変地異、異常電圧、指定以

外の電源（電圧、周波数）などを使用したことによる故障及び
損傷

　（9）弊社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障及
び損傷

3. 保証書は、日本国内のみ有効です。

4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●保証書は、本書に明示した期間、条件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、お客様の権利を
制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご
不明な点は、販売店までお問い合わせください。

　製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造
終了から 5 年です。保有期間の終了をもって、保守対応は終了
いたします。

製品仕様
品　名 ディープバーンローラー 電源方式 充電式

本　体　サイズ 縦102×横72×高さ78(mm) 充電時間 約8時間

本　体　重さ 約190ｇ 使用電池 ニッケル水素

充電台　サイズ 縦103×横69×高さ52(mm)

充電台　重さ 約60ｇ

充 電 台 専 用
ACアダプター

入力 AC100V～240V 50/60Hz

出力 DC9V 0.5A

防　　水
IPX5

IPX7



ディープバーンローラー商 品 名

製造番号

保証期間

保証書

お買上日より１年間

この保証書はお買上日から上記期間中に故障が発生した場合
に本書裏面記載内容で無料修理をおこなうことをお約束する
ものです。上記保証期間中に故障が発生した場合は、商品と
本書をご持参ご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

お 客 様＊＊＊ ＊＊＊
お 名 前

ご 住 所

お買上日

電 話  （　　　 ）　　  　ｰ

年　　　月　　　日

販 売 店＊＊＊ ＊＊＊

所定事項をご記入して効力を発するものですから必ずお買上げ日
貴販売店名・ご住所・電話番号をご記入または捺印のうえお客様
へお渡しください。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

12.01

◆ 発売元 ◆

エステティックTBC
東京都新宿区西新宿１ー 25ー １
お客さま相談室　　0120ー80ー1272


