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このたびは、「プロ―ジョン フィンガースパ」をお買い上げいただき、 
誠にありがとうございました。
本品はヘッドスパの動きを再現し、頭皮をケアすることを目的と
しています（医療用機器ではありません）。
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。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書には保証書がついています。保証書は必ず 

「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、保証書
の内容をよくお読みになった後も、大切に保管してください。
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免責事項に 
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火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客
様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用
により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。
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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。ここに示した注意事項は、あなたや他の方々へ
の危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品を正しく安全にお使いいた
だくために守っていただきたい事項です。

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、 
以下の表示で区分して説明しています。

 危 険 誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う危険
が差し迫って生じることが想定される」内容を示します。

 警 告 誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可
能性が想定される」内容を示します。

 注 意
誤った使い方をすると、「人が軽傷を負う可能性や、物
的損害※の発生が想定される」内容を示します。
※ 物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットに関わ

る拡大損害を示します。

守っていただく内容を、以下の図記号で説明しています。

禁止の行為であることを告げるものです。

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。

注意を促す内容があることを告げるものです。
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危 険

下記のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。
事故や医用電気機器の誤作動をまねき、 

身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。

•	ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
•	人工心肺などの生命維持用医用電気機器
•	心電計などの装着型医用電気機器

警 告

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。

•	皮ふに知覚障害のある方
•	皮ふ感染症、皮ふ炎などの方
•	重度の動脈瘤、急性静脈瘤のある方
•	血栓症、塞栓症のある方
•	出血性疾患（血友病など）の方
•	紫斑になりやすい方
•		小さなお子様、身体の不自由な方（ただし、保護者や付き添い
または専門家の監督の下で使用する場合を除く）
•	飲酒している方
•	体調がすぐれない方
•	疲労の激しい方
•	洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方
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次のような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。

•	アレルギー体質の方
•	敏感肌の方
•	薬を服用中の方
•	悪性腫瘍のある方
•	心臓に障害のある方
•		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）
•		糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
•	発熱（38℃以上）している方
•	安静を必要とする方
•	骨粗しょう症など、骨に異常のある方
•	手術直後の方
•	医療用ステンレスやクリップを使用している方
•	その他医療機関で治療中の方
•	植毛されている方
•		かつら（テープ張りつけ、エクステンション、ウィッグを含む編み
込みなど）を使用されている方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は	
医師に相談してください。
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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。

•	頭皮・頭髪以外の部位
•	傷口や目、口、陰部などの粘膜部位
•	腫れもの、にきび、化膿性疾患のある部位
•	過度の日焼けなど、肌に異常のある部位
•	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、シリコーンなどを埋め込んである部位
•	刺青（タ	トゥー	）	を入れている部位

本書で指定している部位以外には使用しないでください。

•		本品、乾電池、電池内カバー、電池外カバー、オープナーをお子様
の手の届くところに置かないでください。誤飲のおそれがあります。
万が一、飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。
•		落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のお
それがあります。そのまま使い続けると、事故やケガにつなが
るおそれがあります。
•		他の電気製品などとは併用しないでください。体調不良をお
こすおそれがあります。
•		分解や修理、改造などをしないでください。事故やケガ、故
障、感電、発火などのおそれがあります。
•		濡れた手で電池カバーをあけて乾電池にふれたり、交換はしな
いでください。感電ややけどのおそれがあります。
•		運動中や自動車などの運転中は使用しないでください。事故
やケガ、破損などのおそれがあります。
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警 告

•		使用中に本体から異臭、異音がする場合は、ただちに使用を
中止してください。事故や感電、発火などのおそれがあります。

注 意

次の注意事項を守って使用してください。 
事故やケガ、破損、汚れなどのおそれがあります。

•	本来の用途目的以外では使用しないでください。
•	破損した状態で使用しないでください。
•	ペットには使用しないでください。
•	本品を使用中、他の作業をしないでください。
•	無理な体勢で使用したり過剰な力を加えないでください。
•		高温の場所や火気の近く、ほこりっぽい場所では使用しない
でください。
•		本品は屋内専用です。屋外での保管・使用はしないでください。
•		化粧水、クリームなどが手に付いた状態で使用しないでくだ
さい。滑って本体が落下するおそれがあります。

•		本品を使用するときは、アクセサリー類（ネックレス、ピアスなど）を
外してください。引っ掛かってケガをするおそれがあります。
•		使用前に本品にキズや変形などがないか確認してください。
そのまま使用し続けると、事故やケガのおそれがあります。
•		使用中または使用後に赤み、はれ、かゆみなどの異常が現
れたときは使用を中止し、医師に相談してください。心配な方
は、本品の使用前に目立たないところでお試しいただき、異
常が出ないことを確認してから使用してください。そのまま使
用を続けると症状の悪化につながるおそれがあります。
•		整髪料は洗い流してから使用してください。そのまま使用する
と、髪の毛が絡みつき、髪を傷めるおそれがあります。
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乾電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。 
事故やケガ、故障などのおそれがあります。

•	乾電池に表示してある注意内容を必ず守ってください。
•	乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れてください。
•	長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
•	新旧・異種の乾電池を混ぜて使用しないでください。
•	使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
•		乾電池が液漏れしたときは、ただちに使用を中止し、お買い
上げの販売店、または（株）MTGお客様相談室に点検を依
頼してください。
•		乾電池の液体が目に入った場合は、失明など障害のおそれ
があります。こすらずただちにきれいな水で1分以上しっかりと
洗ったあと、医師に相談してください。
•		乾電池の液体が皮ふや衣服に付着した場合は、皮ふに障
害を起こすおそれがあります。ただちに多量のきれいな水で
洗い流してください。
•	使い切った乾電池はただちに本品から取り出してください。
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各部の名称・付属品

 本体

表 裏

フィンガー
ヘッド

電源スイッチ

電池外カバー

水抜き穴

電池内カバー

電池外カバー内部

付属品

•  オープナー 
（電池内カバー用） 
 ....................1個

• 取扱説明書（本書） .......... 1冊
•  単4形アルカリ乾電池 
（お試し用） ....................... 2本
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使用上のご注意

 注 意
•		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。

•	ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥させないでください。
•		使用（動作）を停止する際は、乾電池を取り外すことで行わずに電源	
スイッチで行ってください。
•	使用後は必ず電源スイッチを切ってください。
•	本品の振動音は構造上発生するものです。異常ではありません。
•	長時間（3分以上）のご使用は頭皮を傷めますのでお控えください。
•		使い始めはソフトモードから使用し、お好みでモードを変えてください。ハー
ドモードで刺激や振動が強いと感じたときは、ソフトモードに設定を変えて
ご使用ください。
•		肌の状態は、体調、季節によっても異なります。肌の様子を見ながら使用
時間や頻度を調整してください。
•		ヘアカラー剤などを使用後、髪からの色落ちがないことを確認してから使
用してください。
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電池交換について

浴室など湿気の多い場所や水に触れる場所では電池交換しないで 
ください。

ご用意いただくもの
・付属のオープナー
・ 単４形アルカリ乾電池（新品）※  

※ お買い上げ時の付属乾電池はお試し用のため、通常より消耗
が早い場合があります。   

（参考：新品の単4形アルカリ乾電池を使用し、毎日ハード
モードで約3分使用した場合はおよそ40日が交換の目安
となります。ただし、乾電池の寿命は、使用、保管などの状態
により大きく変化します。）

1. 電池外カバーを外します。
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2. オープナーを電池内カバーの溝に当て、矢印の方向に回して
ロックを解除します。

ロック状態 ロック解除

電池内カバー

オープナー

3. 電池内カバーを外します。

4. 使用済みの乾電池を取り出し、新しい乾電池を入れます。

•  取り出しにくいときは、乾電池が飛び出さないように本体をタオルな
どでくるんでから、本体を軽く振って乾電池を取り出してください。

•  乾電池を入れるときは、⊕極と⊖極の向きに注意してください。
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5. 電池内カバーを差し込み、オープナーを溝に当て、矢印の方
向に回してロックします。
• 電池内カバーを差し込むときは、向きに注意してください。

ロック解除 ロック状態

6. 電池外カバーを取り付けます。
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基本的なご使用方法

ソフトモード（弱）から、ハードモード（強）に切り替えた際、電源が切れるこ
とがあります。これは異常ではなく、乾電池の消耗によるものです。 
新しい乾電池に交換してください。

基本的な持ち方

電源スイッチに手を触れない
よう本体を持ちます。

1. 電源スイッチを1秒以上長押しすると電源が入ります。

 1秒以上長押し：
電源入

 電源入り時に押す：
モード切替

•  電源が入るとフィンガーヘッド
が振動します。

•  振動にはソフトモード（弱）と
ハードモード（強）があります。
電源を入れるとソフトモードが
始まります。

•  電源スイッチを押すたびに、ソ
フトモードとハードモードが切
り替わります。

•  ご使用の際は電源スイッチ付近
を持たないでください。意図せ
ず電源スイッチを押して、モード
が切り替わることがあります。
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2. フィンガーヘッドの先端を頭頂部に当てます。上から下に首すじ
のあたりまで、ゆっくりとブラッシングします。

3. 顔周りの生え際、こめかみのあたりから髪をかきあげるように
ブラッシングします。
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4. 襟足のあたりから頭頂部までを、放射線状に下から上へ、とか
し上げるようにブラッシングします。

5.もう1度電源スイッチを1 秒以上長押しすると電源が切れます。
•  使用後は必ず、 

電源を切って 
ください。

ブラッシングによる   
髪の絡みつきが気になるときは

フィンガーヘッドの先端を約3
秒間押し当てて、次の場所に
移動します。
•  軽く押し当ててご使用ください。

強く押し当てると肌を傷めるお
それがあります。

1秒以上長押し
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お手入れ方法

ご使用後汚れが気になったときに行ってください。

•		お手入れの際はシンナー、灯油、ガソリン、磨き粉（酸性、アルカリ性、塩素系）
洗剤、熱湯、薬品類、アルコール、除菌液では絶対にふかないでください。	
劣化、変色するおそれがあります。

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。それ
でも落ちない場合は、水で
薄めた中性洗剤を含ませ
固く絞った布で拭き取った
後、洗ってください。

2. 本体を縦にして上下に振
り、しっかりと内部の水を抜
き取ります。
•  水抜き穴などから水が出て

きますが、故障ではありま
せん。
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3. 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。

4. 風通しの良い日陰で自然
乾燥させます。
•  水抜き穴が下になる向き

で、タオルなどを敷いた上
に置いてください。
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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で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。
•		長期間の保管後、再び使用する場合は、本品に異常がないことを確かめ
てから使用してください。
•		長期間（1か月以上）ご使用にならない場合は、本体から乾電池を取り外
してください。乾電池からの液漏れの原因になります。

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。
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Q&A

Q1 毎日使用しても大丈夫ですか？
A1 毎日使用していただいても問題ありませんが、3分以上の

ご使用は頭皮を傷める可能性があるのでお控えください。ま
た、体調に異変を感じた場合はただちに使用を中止し、医師
に相談してください。

Q2 浴室で使用しても問題は無いですか？
A2 本品はJIS IPX7の防水基準をクリアしています。浴室でご使

用いただいても問題ありません。

Q3 湯船の中に入れてもいいですか？
A3 本品はJIS IPX7の防水基準をクリアしています。湯船の中

でも使用できますが、長時間の使用は避けてください（目安：
30分以内）。

Q4 入浴剤が入ったお風呂や温泉、サウナ、プールで使用できま
すか？

A4 変色、変質、故障のおそれがあるため、使用しないでください。

Q5 どのくらいの力、速さで動かせばいいですか？
A5 力を入れずにやさしく、ゆっくり動かしてください。強い力で激

しく動かすと、頭皮、頭髪に負担をかけ、トラブルの原因となり
ます。
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Q6 使用できない部位や使用できない場合はありますか？
A6 頭皮、頭髪以外には使用しないでください。また、発しん、発

赤、かゆみなど頭皮に何らかの異常を感じられたときは、使用
を中止し、医師に相談してください。

Q7 使用中髪が抜けても問題は無いですか？
A7 髪は1日50 ～ 100本程度抜けても生理的脱毛の範囲と言

われていますが、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止
し、医師に相談してください。

Q8 乾電池の消耗が激しい気がする
A8 新品の単4形アルカリ乾電池を使用し、毎日ハードモードで

約3分使用した場合は、およそ40日が交換の目安となりま
す。ただし、乾電池の寿命は、使用、保管などの状態により大
きく変化します。（付属乾電池はお試し用です。）
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故障かな？と思ったら

症状 考えられる原因 処 置
フィンガー 
ヘッドが 
振動しない

乾電池の寿命です。 新しい乾電池に交換して
ください。

乾電池の⊕極、⊖極が逆
に取り付けられています。

乾電池の向きが⊕⊖マー
クと一致しているか確認
してください。

周辺温度が低いまたは
高いと振動しません。

推奨使用環境温度（5～
45℃）でお使いくださ
い。

電池内カバーが取り付
けられていません。

電池内カバーを正しく取
り付けてください。

異音がする / 
音が大きい

商品の構造によるもの 
です。

異常ではありません。 
気になるようであれば、
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。

電池内カバー、電池外カ
バーがしっかり取り付け
られていません。

電池内カバー、電池外カ
バーをしっかり取り付け
てください。
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症状 考えられる原因 処 置
乾電池が液
漏れした

乾電池の⊕極、⊖極が逆
に取り付けられています。

ただちに使用を中止し、
お買い上げの販売店、ま
たは（株）ＭＴＧお客様相
談室に点検をご依頼くだ
さい。

新旧・異種の乾電池が
混ぜて取り付けられて
います。

使い切った乾電池が取
り付けられています。

乾電池が取り
出しにくい

商品の構造によるもの
です。

異常ではありません。 
使い始めは取り出しにく
いことがあります。取り
出しにくいときは、乾電
池が飛び出さないよう
に本体をタオルなどでく
るんでから、本体を軽く
振って乾電池を取り出し
てください。

モードを切り
替えると電源
が切れる

乾電池の消耗によるも
のです。

新しい乾電池に交換して
ください。

なお異常がある場合はただちに使用を中止し、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。
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製品仕様・使用条件

商品名 プロ―ジョン フィンガースパ

品  番 PL-FA2308B-N

材  質 本体：ABS樹脂	  
フィンガーヘッド：PP樹脂

重  量 約103ｇ（乾電池含まず）

寸  法 約72×229×54ｍｍ

電池の種類 単4形アルカリ乾電池2本

推奨使用 
環境温度 5 ～ 45℃

防水性 JIS防水保護等級IPX7に準拠

製造元 株式会社MTG（日本）

原産国 中国

※ 本品の性能向上の為、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。
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保証・アフターサービス

保証について
保証書は、この取扱説明書のP.26に記載されております。保証書は必ず

「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、保証書の内
容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

保証期間
保証期間はお買い上げ日から1年間です。
※ ご使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または（株）

MTGお客様相談室へお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間
本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補
修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは
○保証期間中

お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修
理いたします。お買い上げの販売店、または（株）ＭＴＧ お客様相談室
まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

○保証期間（1年間）が過ぎているとき
保証期間経過後の修理については、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。お客様のご要望によ
り有償修理いたします。
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無償修理規定

１. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障し
た場合には、無償修理をさせていただきます（消耗品、付属品を除く）。
 イ） 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品

と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 ロ） お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、

（株）ＭＴＧお客様相談室にお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。 

 イ） 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 ロ） お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障

及び損傷
 ニ） 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 ホ） 本書の提示がない場合
 ヘ） 本書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入の

ない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 ト） 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
 チ） 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
 リ） 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障及び損傷

3.保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
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。
※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住

所、電話番号）は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検
活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承くだ
さい。

※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束する
ものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証
責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を
制限するものではありません。
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〒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

※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。

0120-315-332

●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。
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