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【取扱説明書（保管用）】

プロ―ジョン カッサ
フェイス＆ボディ

株式会社MTG
〒453-0041
愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG第2HIKARIビル
http://www.mtg.gr.jp

0120-315-332
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
＜受付時間＞ 9：30 ～ 17：30 （土・日・祝日・弊社休業日を除く）

［お客様相談室］  
MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお
問い合わせください。

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い  
(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の
個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は
適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を
除き、第三者に提供しません。

222171BW

製品仕様

商品名 PLOSION CAXA FACE&BODY	  
（プロ―ジョン カッサ フェイス＆ボディ）

品　番 PL-FC2018B

サイズ 約141mm×89mm×20mm

重　量 約142g

材　質 アクリル樹脂

同梱品 本体、取扱説明書

製造元 株式会社MTG（日本）

原産国 中国

•  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。

• 製造工程上、本体表面に加工跡が残る可能性があります。

•  万が一、お買い上げいただいた商品に、汚れ・破損など品質の
不良がございましたら直ちにお買い上げの販売店、または(株)
MTGお客様相談室までお問い合わせください。

廃棄方法

• 各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
•  本品に傷や亀裂が入った場合は使用を中止して廃棄

してください。

保管方法

•  高温・多湿の場所（浴室、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。

•  使用しない時は、つまずいてケガをしないよう、安全
な場所で保管してください。

•  小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。

③�風通しの良い日陰で 
自然乾燥させます

②水滴を拭き取ります
本体が傷つかない柔らか
い布を使用してください。

お手入れ方法

汚れが気になったときは、下記の手順でお手入れしてください。

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。また、煮沸消毒はしないでください。  
変形したり割れたりするおそれがあります。

①�ティッシュなどで汚れ 
（指紋など）を拭き取ります

①汚れを洗い流します
水またはぬるま湯（35℃
程度）で洗ってください。

汚れがひどい場合のお手入れ方法

このたびは、「プロ―ジョン カッサ フェイス＆ボディ」
をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本品は肌を押し流すケアを目的としています。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いく
ださい。
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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。

禁止

• 皮ふに知覚障害のある方

• 皮ふ感染症、皮ふ炎などの方

•  妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、
または妊娠中で体調がすぐれない方（妊娠
高血圧症候群の方など）

• 出血性疾患（血友病など）の方

• 紫斑になりやすい方

• 体調がすぐれない方

• 薬を服用中の方

• 飲酒している方

• 疲労の激しい方

禁止

•  本来の用途目的以外では使用しないでくださ
い。事故やケガ、破損、汚れなどのおそれがあ
ります。

•  小さなお子様・ペットには使用させないでくだ
さい。事故や故障のおそれがあります。

•  欠けやヒビの入ったプレートは使用しないでく
ださい。肌を傷つけるおそれがあります。

•  太陽や強い光源に本品を向けないでくださ
い。レンズのような集光作用により、周囲の燃
えやすいものを発火させるおそれがありま
す。

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。

禁止

• 傷、吹き出物、打ち身、あざなどがある部位

• はれもの、にきびなどがある部位

• 目や口などの粘膜部位

• 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 指示

•  お使いのたびに指先でプレート全体に触れ、
突起や欠けがないことを確かめてください。

•  使い始めは弱い力で使用し、力加減に注意し
て肌の様子を見ながら使用してください。無
理な力を加えると、肌をいためたり、本品が破
損したりするおそれがあります。弱い力で使用
しても、十分に体感が得られます。

•  こすりすぎにご注意ください。また、１ヶ所のみ
をくり返して使用することは避けてください。
肌をいためるおそれがあります。

•  使用中または使用後にはれ、かゆみなどの異
常があらわれたときは使用を中止し、医師に
相談してください。

•  敏感肌の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。

•  化粧水、クリームなどが手に付いた状態では、
滑りやすいので注意してください。滑って本体
が落下し、ケガをするおそれがあります。

各部の名称・付属品

付属品

・ 取扱説明書（本書）…1冊 

■ 本体

バレーライン

フェザーライン

ディンプルトップ

ウェーブトップ

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読
みのうえ、正しく安全にお使いください。
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プラスケア

使用方法

おなか

太もも

1. ほぐす

膝裏を上下にスライド。 
ほぐすイメージで少し
強めに行いましょう（左
右3回）。

2. ほぐす

アキレス腱を挟むよう
に当て上下にやさしく
スライド（左右3回）。

3. 流す

足の甲から膝へなでる
ように一直線にスライド

（左右3回）。

4. 流す

足首から膝裏へ持ち
上げるようにスライド 

（左右3回）。

膝裏を程よい強さで
じっくりプッシュ。

ふくらはぎ

2. 流す	

肘からわきの下へなで
るようにスライド（左右
3回）。

1. ほぐす	

わきの下を円を描くよ
うにやさしくクルクル。 
わき下全体を行いましょ
う（左右3回）。

3. 流す	

手首の内側から肘へな
でるようにスライド（左
右3回）。

4. 流す	

手首の内側から、肘を
通ってわきの下まで一
直線にスライド（左右3
回）。

わき下の中央くぼみを程よい
強さでじっくりプッシュ。

二の腕

3. 鎖骨の上を中央から
サイドへ向かってやさ
しくスライド（左右３
回）。

1. 耳の付け根の部分を上
から下に向かってスライ
ド（左右３回）。

2.  エラの角から耳の横ま
で下から上に向かって
スライド（左右３回）。

4. 額の中央から生え際
に向かって円を描く
ようにやさしくほぐし
ます（３回）。

7. 眉上にピタッと沿わ
せて、生え際に向か
い引き上げるように
スライド（３回）。

10. 頬からこめかみに
向かって、頬のライ
ンに沿わせるよう
にスライド（左右３
回）。

11. 耳の下から鎖骨に
向かってまっすぐス
ライド（左右３回）。

5. 小鼻の横から耳の横
に向かって円を描くよ
うにやさしくほぐしま
す（左右３回）。 8. 頬に沿わせるように、

小 鼻 の 横 から 耳 の
横へゆっくりスライド

（左右３回）。

6. あごから耳の横に向
かって円を描くよう
にやさしくほぐします

（左右３回）。

9. 2つのカーブの間に
あご先を挟み、耳の
下へスライド（左右３
回）。

顔

左右の眉頭をやさしく
プッシュ（５秒×３回）。

プラスケア

プラスケア

プラスケア

プラスケア

ご使用前に…
本品はオイルやクリームを塗布した肌にご使用ください。
直接カッサを使用すると、肌に負担をかけるおそれがあ
ります。

ほぐす
フェザーライン

バレーライン

1. ほぐす

おなかを上下ジグザ
グにスライド。おな
か全体をほぐすように

（3回）。

ウェーブトップ

ウェーブトップ

フェザーライン

フェザーライン

フェザーライン

バレーライン

ディンプルトップ

ディンプルトップ

2. 流す	

おなかの側面からお
へそにスライド。少し
強めの力で流します

（左右3回）。

3. 流す	

おなかの側面を上下に
スライド。くびれをつく
るイメージで（左右3
回）。

押す

押す

おへその水平線にある
ウエスト部分を程よい強
さでじっくりプッシュ。

1. ほぐす

そけい部（脚のつけ
根）を、外側から内側
へやさしくなでるよ
うにスライド（左右3
回）。

2. 流す

膝からそけい部へ下
から上に小刻みに動
かしながらスライド。
太ももの周囲全体を
行います（左右1回）。

3. 流す	

膝からそけい部へ下
から上にスライド。太
ももの周囲全体を行
います（左右3回）。

太もも側面（腕を身体の
横につけたとき、中指の
先があたるところ）を程
よい強さでじっくりプッ
シュ。

バレーライン

バレーライン

ウェーブトップ

ウェーブトップ

フェザーライン
フェザーライン

ディンプルトップ

ディンプルトップ

ディンプルトップ

押す

押す

押す

ウェーブトップ

バレーライン

バレーライン

流す
バレーライン


