
●注意区分について

危険
誤った取り扱いをすると、
人が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。

警告 誤った取り扱いをすると、人
が死亡または重傷を負う可
能性が想定される内容です。

注意
誤った取り扱いをする
と、人が傷害を負ったり
物的損害※の発生が想定
される内容です。

※�物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペッ
トにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について
してはいけないことを示してい
ます。

しなければならないことを示して
います。

注意しなければならないことを示
しています。

禁 止

禁 止

使用者の
制限

用途以外
禁止

分解禁止

異臭・ 
異常発熱時
使用禁止

発火注意

落下禁止

破裂注意

必ず守る

禁 止

必ず守る

傷んだ 
コードプラグ 
使用禁止

プラグを抜く

水かけ禁止

無理な扱い
禁止

必ず守る

電源 /モードボタン

シリコーン�
ブラシヘッド

充電端子

アタッチメント取付部
※�梱包時はリラック
スアタッチメント
が取り付けられて
います。

ACアダプター※

※�形状はイメージです。�
付属していません。お手持ち
のものをご使用ください。

家庭用コンセント

ご注意



•�長期間使用しないときは、本体のお手
入れをしてから保管してください。
•�使用しないときは充電ケーブルを、AC
アダプターやパソコンから抜いて保管
してください。
•�火のそばや直射日光の下、浴室など高温多
湿の場所や、不安定な場所に放置せず、風
通しの良い清潔な場所に保管してください。
•�子供の手の届かない場所に保管してく
ださい。

保守・点検について
•�長期間使用しなかったときは、使用する
前に必ず本製品が正常かつ安全に動作す
ることを確認してから使用してください。
•�本製品の動作に不具合が生じた場合
は、修理を依頼される前に「故障かな？
と思ったら」を参照して、症状につい
てご確認ください。それでも解決しな
い場合は、お買い上げの販売店、また
は購入明細をご用意のうえヤーマン
コールセンターまでご相談ください。
•�本製品が故障、損傷した場合はお買い上
げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ
故障かな？と思ったら
本製品をご使用中に異常を感じたら、修
理を依頼する前に以下をご確認ください。

電源が入らない
電源/モードボタンを短く1度押してくだ
さい。長押しでは電源が入りません。
電池残量がありません。充電してください。
充電ケーブルを抜いてください。充電ケー
ブルを差し込んだまま使用はできません。

充電しても数分しか使えない
電池残量が少なくなっています。充電して
ください。
電池の寿命です。販売店またはヤーマン
コールセンターにご連絡ください。

充電が開始されない
ACアダプターのプラグを壁面コンセント
に差し込んでください。
USB端子とパソコンを正しく接続してく
ださい。
充電ケーブルのプラグを本体にしっかり
差し込んでください。

よくあるご質問

使用時間の目安はありますか？

以下の使用時間を目安にご使用くだ
さい。
•�1 度の使用で1部位につき5分まで
•�スクラブアタッチメントは 2週間に
１回程度の間隔でご使用ください。
※�あくまでも目安です。お肌の状態を
見ながらご使用下さい。使いすぎは
お肌を傷めるおそれがあります。

力を入れてこする方が良いですか？

力を入れすぎるとけが・故障の原因
になります。力を入れずにやさしく
滑らせるようにしてください。
ご自身が心地よく感じる強さで滑ら
せてください。

お風呂で使用できますか？

本体は防水仕様ですので、お風呂・
シャワー時にご使用いただけますが、
充電端子に水をかけたり、水中に沈
めないでください。故障の原因とな
ります。

サウナや岩盤浴で使用できますか？

サウナや岩盤浴など、本体が高温に
なる場所ではやけどの危険がありま
すので絶対に使用しないでください。

お肌が乾いた状態でも使用できます
か？

リラックスアタッチメントは乾いた
お肌や服の上からでも使用できます。
その他のヘッド、アタッチメント使
用時は必ずお肌を濡らしてご使用く
ださい。

敏感肌なのですが使っても大丈夫で
すか？

使い始めは目立たないところへご使
用いただき、お肌の様子を確認して
ください。お肌に異常がなければご
使用いただけます。
お肌に異常を感じた場合は、すぐに
ご使用を中止してください。

肌に発疹、炎症、かゆみが出たので
すが？

お肌にトラブルが起こった場合は、
直ちに使用を中止し、医師にご相談
ください。

違和感や疲労感があるのですが？

お肌に違和感が無くなるまでしばら
く使用を控えてください。

日焼け直後、剃毛した直後に使用で
きますか？

炎症の原因になる場合があります。
お肌にトラブルが起こった場合は、
直ちに使用を中止し、医師にご相談
ください。

製品表面のシリコーンゴムが劣化し、
気泡ができたり、粘着性があるので
すが？

使用を中止してください。シリコー
ンゴムの耐久は比較的高いですが、
特定の条件下で劣化します。ヤーマ
ンコールセンターへご相談ください。

製品仕様
電　源 DC5V�1A
消費電力 約 4W
使用電池 リチウムイオン蓄電池
充電時間 約 2時間半～ 3時間半

※�充電環境によって、充電時間は
前後します。

防水機能 IPX6
外形寸法 本体：約W59xD74xH254(mm)
製品質量 本体：約 253g
材　質 本体：シリコーン、ABS 樹脂

ウォッシュアタッチメント：ナ
イロンネット
スクラブアタッチメント：ABS
樹脂、マイクロ石仕上げ
リラックスアタッチメント：
ABS樹脂（アルミニウムメッキ）

製造国 中国
付属品 •�充電ケーブル　1本

•�ウォッシュアタッチメント　1個
•�スクラブアタッチメント　1個
•�リラックスアタッチメント　1個
•�取扱説明書（保証書付）

無料修理規定
1.�取扱説明書、本製品添付ラベル等の注
意書に従った正常な使用状態で故障し
た場合は、お買い上げ販売店が無料修
理いたします。

2.�保証期間内に故障して無料修理を受け
る場合は、本製品と本保証書をご持参
ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼
してください。

3.�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。

4.�ご贈答品で本書に記入してあるお買い
上げ販売店に修理が依頼できない場合
は、ヤーマンコールセンターにご相談
ください。

5.�保証期間中でも、つぎの場合は有料修
理になります。
（イ）使用上の誤りや不当な修理・改造

による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の転倒・落下などに

よる故障および損傷。
（ハ）火災・地震・水害・その他の天災

地変、公害や異常電圧による故障
および損傷。

（ニ）接続する他の機器の異常により生
ずる故障及び損傷。

（ホ）電池や消耗品、付属品などの部品
交換の場合。

（ヘ）一般家庭以外（例えば業務用の長
時間）に使用された場合の故障及
び損傷。

（ト）車輌・船舶等に搭載された場合に
生じる故障および損傷。

（チ）お買い上げ後の輸送・移動・落下
等による故障および損傷。

（リ）保証書のご提示がない場合。
（ヌ）保証書のお買い上げ年月日・販売

店名欄の記入または押印がない場
合、あるいは字句を書きかえられ
た場合。

6.�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.

※�本書はこれに明示した期間・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。保証期間経
過後の修理等についてご不明の場合は、お買
い上げ販売店にお問い合わせください。
※�ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は
有料となります。

No. 保証書 持込修理

品名 家庭用美容器
型番 PM20001
形名 PMD�Clean�Body
無
料
修
理
保
証

対象部分 期間

本体のみ
（ストラップは除く）

お買い上げ日から
１年間

※
販
売
者
名

店名・住所・電話

ご購入日のわかる明細を貼付
または本保証書とあわせて
保管してください。

販売店様へのお願い　必ず※印欄をご記入・
ご捺印の上お客様へお渡しください。
本書は本書記載内容により無料修理を行な
うことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生
した場合は、本製品と本書をご持参・ご提
示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼
ください。
●�所定記入欄が空欄のままだったりお買い
上げ年月日・販売店名がわかるレシート・
明細書がございませんと、本書は有効と
はなりません。
●�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。
■�補修用性能部品の保有期間�
当社は本製品の補修用性能部品を製造終
了後、最低 3年間保有しています。�
※�性能部品とは、その製品を維持するために
必要な部品です。

•�個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホーム
ページ（https://www.ya-man.com/
shop/app/page/privacy-policy/）をご
参照ください。
•�利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきまし
た修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の
安全点検活動のため、記録を残すことが
あります。
これらの記録は正当な理由がある場合を
除き、第三者へ提供しません。

見
本

発売元

ヤーマン株式会社
〒 135-0045�東京都江東区古石場 1-4-4
©2021�YA-MAN�LTD.�ALL�RIGHTS�RESERVED.
無断複製および転載を禁ず。 PMDCleanBody-2-001

ご注意

ウォッシュ (Lo) →ウォッシュ (Hi)�
→リラックス (Lo) →リラックス (Hi)

ウォッシュモード
•�一定のリズムで振動し続けます。
•�Hi のほうが強く振動します。
•�シリコーンブラシヘッド、ウォッシュ
アタッチメント、スクラブアタッチメ
ントにおすすめのモードです。

リラックスモード
•�脈打つようなリズムで振動します。
•�Hi の方が細かく振動します。
•�リラックスアタッチメントにおすすめの
モードです。

電源 /モードボタンが
点灯し、ウォッシュ（Lo)
モードになります。

ご注意

持込修理

見
本

発売元

ヤーマン株式会社
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