
品質保証書

注意

本品は医療機器ではありません。使用前にこの説明をよくお読みください。説明

書の使用写真は実際の製品と異なることがあります。品質向上のために予告なく

仕様が変更されることがあります。人に貸したり、譲渡する場合は必ずこの説明

書もお付けください。

製品保証について

ご購入後 1年以内のレーザーデバイス本体の故障は保証規定に基づいて無償にて

本体交換、部品交換、修理いたします。不良品交換、修理の際はお買い上げ店の署名、

捺印、購入日、シリアル番号の入った保証書原本がなければ対応ができませんので、

保証書は大切に保管してください。再発行はいたしません。*本製品の保証は日

本国内での使用に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

 保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合にはレーザー本体ユニット

を無償交換または部品交換をさせていただきます。

2.レーザー照射機能の本体部が対象になります。リストバンド、オプショナルパッ

トは対象外となります。

3. 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、製品に本書を添えてお買い上げの

販売店に依頼してください。

4. 無料期間内でも次の場合は有償になります。イ )使用上の誤り、お客様の不注

意による破損、不当な修理や改造による故障、損傷。ロ )落下、衝撃等による事

故及び破損。ハ )火災・地震・水害・落雷、その他天災地変、公害や電源の異常電圧、

指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。ニ）故障の原因が

本製品以外に起因する場合。ホ）本保証書に販売店による記載がない場合、ある

いは字句を書き換えられた場合。

5. 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

6. 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交換、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。無償期間経過後の修理等については有償でお受けさせていた

だきます。

7. 保証書に記載された個人情報は対象製品の保守サービス・安全点検の行う場合

に必要な範囲で弊社に開示されます。

危険

警告

注意

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示
します。

図記号の例

　　は禁止 (してはいけないこと）を示します。具体的な注意事項は　

　 の近くに文章や絵で表示します。左の図は＂分解禁止＂を示します。

この記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、
近くに文章や絵で示します。左の図は”特定しない＂一般的な強制＂
を示します。

警告

●レーザー光を絶対に直接眼で見ないでください。また、いかな
る光学機器やその他媒体を介しても見ないでください。他人や動
物に光を向けないでください。保管時もレーザー照射窓が人や動
物のいる方向に向かないように、必ずスイッチを OFF にして付属
の箱に入れて保管ください。
●お子様、ペットが届くところに保管しないでください。
●以下の方の使用は禁止されております。　
妊婦・出産直後、悪性腫瘍のある方、出血しやすい方、子供や自
分で意思表示ができない方、飲酒中の方。脳梗塞・心筋梗塞、心
臓疾患がある方、急性疾患、有熱性疾患、感染性疾患、感覚・知
覚に障害がある方、疲労の激しい方、光の作用に弱い方、皮膚に
異常のある方。

●医師の治療を受けている方、通院中、薬を服用している方。また、
その他体調のすぐれない方は医師にご相談の上ご使用ください。
●以下の部位には使用しないでください。
通常と異なる皮膚には使用しないでください。手術の跡の部位、
装着部位に皮膚病変、刺青のある部位、眼の周り、粘膜、心臓の上、
甲状腺、性腺。

●身体に金属（ステント、ボルト、刺青の金属塗料など）を有す
る方は使用の可否を医師にご相談ください。
●予期せぬレーザー光の暴露を避けるため装着した状態で ON/OFF
スイッチを操作してください。
●他人に使用しないでください。
●金属アレルギー、ゴムアレルギー、シリコンアレルギー、光ア
レルギー、その他アレルギー症状のある方は使わないでください。
●充電中は使わないでください。
●裏ページ 5. 充電方法を読んで正しく、安全に充電してください。
●強い磁気・電磁波のあるところに近づけないでください。機器
を落としたり、押さえつけたりなど衝撃をあたえないでください。
●本体や充電部に汗、水分がついたときは、柔らかい布でふき取っ
てください。その際、皮膚から離すときには必ず電源を OFF にし
てから外してください。

●アダプター、コードに傷みがある場合、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。コードを結んだり、傷つ
けたり、引っ張ったりしないでください。火災、感電、ショート、
やけどの恐れがあります。
●ご使用にならない時は、必ず照射ボタンを OFF にしてください。
●水の中に入たり、湿度の高い場所での使用・保管はしないでく
ださい。濡れた手で触らないでください。防水仕様ではありません。
事故、故障の原因になります。
●ぬれた手で充電や、製品、USB ケーブル、アダプターを扱わな
いでください。電気ショックが起こることがあります。
●自分で修理、分解、改造をしないでください。故障、事故の原
因になります。リチウムポリマー電池を使用しております。取り
換えには特別な器具が必要です、絶対に自分で取りかえようとし
ないでください、故障・事故の原因となります。

1. 安全上の注意

重大注意事項
　●　レーザー光をのぞかないでください。

　●　レーザー光を人に向けないでください。

　●　子供に使わせないでください。

この製品には波長 650nm のレーザー光が使われております。注意を怠ると網膜にダ

メージを受ける恐れがあります。安全かつ有効にお使いいただけるよう、お使いに

なる前にこの説明書をよくお読みになり製品の機能と禁止事項をしっかりとご確認

ください。使用中具合が悪くなった場合すぐに使用を中止し、医師の診断を受けて

ください。機器本体に異常が見られた場合、すぐに使用を中止し販売店にお問い合

わせください。 　

WizLaser

デバイス本体内に水が入ると、 故障、 電気回路のショートにより発火の恐
れがあります。 本体に水がかかった時など、 デバイス内に水分が浸入した
可能性があるときは、 直ちに使用をとりやめて、 メーカーに点検をだしてく
ださい。 （有償）
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●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さだい。
・ペースメーカー等の体内埋め込み型医療用電子機器
・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
・心電図などの装着型の医療用電子機器
これらの医用機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす結
果となります。
●入浴中や浴室などの湿度の高いところでの使用はおやめください。
強い電気ショックを受ける場合があります。

危険

レーザー光をのぞかないでください。

レーザー光を人に向けないでください。

子供に使わせないでください。
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＊防水仕様ではありません。（下図のような環境で使用しないでください。)

デバイスを付けたままで

洗顔、 洗車、 シャワー、

雨に充てるなど、 水が

かかるような状況で使

わないでください。

人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定され
る内容。



注意

①　ベルト

②　本体フレーム部

③　スイッチ

④　表示ランプ

⑤　レーザー照射窓

⑥　光学センサー

⑦　充電部

4.ランプ表示部

3. 装着方法

リストバンドと本体は取り外

しができます。

シリコンバンドを本体表側に

向かって引き上げてくださ

い。本体を抑えながら丁寧に

取り外してください。

●お手入れは乾いた布で拭いてください。水・湯・シンナー・
アルコール・ベンジンなどの溶剤、薬品類を使用しないでくだ
さい。
●製品に異常を感じたら使用を中止しお買上げ店にご連絡くだ
さい。
●必ず付属の充電装置セットをお使いください。
●完全に充電しましたら、丁寧にアダプターを外して下さい。
充電を続ける状態で放置しないでください。
●しばらくお使いにならなかった場合、バッテリーの交換を含
めた保守・点検を販売店にご依頼ください（有償）。
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2. 各部の名称

5. 充電方法

6. オプショナルパッド

充電キャップ

本体裏の充電部へ

バンドの下方から出し入れしてください。

点滅：レーザー照射中です。
点灯：レーザー照射終了しました。

点滅：電池容量少なくなりました。
　　　充電中です。
点灯：充電できました。

パッドの中央部に丁寧に本体を入れてください。肩、腰、脚など気にな

るところに貼りつけてから、レーザーのスイッチをいれてください。ま

た外すときもレーザースイッチを切ってから外してください。本書の

1. 安全上の注意をよく読んでご使用ください。

充電量が不足すると赤いランプが点滅します、充電キャップを本体裏

の充電接続ポイントにかぶせ、USB コードで充電キャップとアダプター

を繋げて、電力を供給してください。USB コードは専用アダプターを使

うか、パソコンの USB 差込口に接続していただいても充電できます。

充電中は赤色のランプが点滅します、充電が完了したら赤のランプが

点灯します。すみやかにコンセントから充電ケーブルを抜いて充電を

終了させてください。尚充電が不足しますと照射は停止します。燃え

やすいものの近くでは充電しないでください。

＊過剰な充電、急速充電、熱いところに放置する、上に物がかぶさっ

た状態で充電するなどは故障・事故の原因になり危険ですので絶対に

おやめください。充電中は監視し、熱を感じたり、異常を感じた場合

は直ちに充電を中止し、販売店にお報せください。

左手首の親指側に照射

窓が来るように装着し

ます。

しっかりと手首に密

着させてください。

適切な位置に調整してお
使いください。強く締め
すぎたり、緩すぎないよ
うに調整してください。

＊レーザー照射中でもデバイスが正しい位置にセットされていなければ、センサー
がはたらきレーザーの照射が不安定になることがあります。

* パッドを使用する前にパッチテストを行い、赤くはれる、かゆみなど

異常を感じた場合は使用しないでください。パッドを皮膚に貼りつけた

まま放置すると皮膚に炎症が起こる恐れがあります。同じ部位に連続し

て使用しないでください。

ボタンを長押ししてください、ブブゥと振動がして照射が始まります。

32 分で自動で OFF になります。途中で止めたいときはいつでもボタンを

長押ししてください。　充電容量が少なくなるとレーザーは照射せず赤

色のランプが点滅します。　レーザー照射中はランプが点滅します。 PSC 適合製品

届出事業者：株式会社シーワンテック

SB01A20190704

安全のため装着後にレーザーのスイッチをいれてください。外
すときもレーザーのスイッチをオフにしてから手首より外して
ください。

9. 梱包内容
レーザー機器本体、充電キャップ、USB ケーブル、アダプター、

リストバンド、オプショナルパッド、保証書

*お手元に届きましたら、不足しているものがないかご確認いただき、

破損、不足品がございましたら、1週間以内にお買い上げ販売店までご

連絡いただきますようお願いいたします。

7. 故障かなと思ったら

8. 仕様

レーザー波長　　　　　　　　　650nm

レーザークラス　　　　　　　　クラス 2（JIS C 6082 規格）

自動 OFF までの時間　　　　　　32 分

内部電池　　　　　　　　　　　リチウムポリマー電池

内部電池電圧　　　　　　　　　3.7ｖ

バッテリー容量　　　　　　　　180ｍAh　　　　　　　　

使用環境　　　　　　　　　　　温度　5℃～ 40℃

　　　　　　　　　　　　　　　湿度　80％以下

　　　　　　　　　　　　　　　気圧　500hpa ～ 1060hpa

10. 上手な使用方法
・ご使用前後にはしっかりと水分を取りましょう。

・適度な運動を心がけましょう。

・バイオリズムを安定させるために、日々のご使用時刻はなるべく同じ

　時刻にしましょう。

・5-7 日使用されましたら、2-3 日お休みしましょう。

・使い始めは短い時間から使ってみましょう。

現象 原因 対処法
電池残量が少ないまたは
ない。

充電してください。

光学センサーが皮膚を感
知できない。

光学センサーが皮膚との接触を感知で
きるように取り付けてください。

電池残量が少ないまたは
ない。

充電してください。

センサーが取り付け位置
を認識できない。

正しい位置でセンサーが感知できるように装
着してください。

レーザーが照射
できない。

レーザーが途中
で止まる。


