
取扱説明書 保証書付

PL-HS1920B-W
PL-HS1920B-G
PL-HS1920B-V

炭酸ミストハンディセット

製造番号

※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）

●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。

［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。

〒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
株式会社MTG http://www.mtg.gr.jp

0120-315-332

222171CW
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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。警告

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。

　記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
　の中に具体的な注意内容が描かれています。

　記号は禁止の行為であることを告げるものです。
　の中に具体的な禁止内容が描かれています。

　記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
　の中に具体的な指示内容が描かれています。

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
安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項です。

■守っていただく内容を、以下の図記号で説明しています。

■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。
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・指定部位以外
・傷口
・目や口の中など粘膜の部位
・金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
・かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
・化粧品などで皮膚炎を起こしている部位。

本品は炭酸ガスとともに、ローション（化粧水）を噴霧する機器です。
他の目的には使用しないでください。
高圧ガスを使用しています。
誤った使用をすると体調不良やケガ、製品の破損の原因となります。

下記の部位には使用しないでください。
事故やお肌、身体のトラブルが生じるおそれがあります。

・急性疾患の方
・悪性腫瘍のある方
・妊娠中、妊娠と思われる方、生理中の方（ホルモンバランスが不安定で、肌トラブ
ルの原因となることがあります。）
・アレルギー体質で敏感肌の方
・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある方
・肌に傷や湿疹、はれものなどのある方
・アトピー性皮膚炎の方
・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
・医師の治療を受けている方や特に身体に異常を感じている方
・化粧品、消毒剤でかぶれたことのある方
・上記以外に身体に異常を感じている方

次のような方は必ず専門医に相談のうえ使用してください。
事故やお肌、身体のトラブルが生じるおそれがあります。

１.安全上のご注意１.安全上のご注意

警告警告

3 4

・中身の入っている専用炭酸ガスカートリッジはみだりに捨てたり、放置しないでください。
破裂の原因となるおそれがあります。
・目に直接噴霧しないでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
失明するおそれがあります。
・専用炭酸ガスカートリッジに穴あけ、切断などをしないでください。　　　　　　　
破裂のおそれがあります。
・高圧ガスが噴出しますので、専用炭酸ガスカートリッジの吐出口を人に向けない
でください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事故やケガの原因となります。
・本品は直射日光を避け、周辺温度が5℃以下または
４0℃以上の場所では絶対に使用、保管しないでく
ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事故やケガ、製品の破損の原因となります。
・火の近くや車中で本品を使用・保管しないでください。
事故やケガ、製品が破損するおそれがあります。　

・使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた場合や、使用した肌に直射日
光が当たって上記のような症状が現れた場合など、痛みや不調を感じたら、すぐに
使用を中止してください。肌や体調不良の原因となります。　　　　　　　　　
又、化粧水が肌に合わない時も、使用を中止し、皮膚科専門医などにご相談ください。
そのまま使用を続けますと、症状が悪化するおそれがあります。
・使用する際は密室を避け、必ず換気してください。体調不良の原因になります。
・専用炭酸ガスカートリッジを取り付け時にガスが少量噴射する場合がありますが、取
り付けを中断せず、そのまま一気にねじ込み取り付けてください。　　　　　　　　
ガスが噴出し、ケガ・故障の原因になります。
・ガス漏れなどがあった際は、速やかに使用を中止し、換気を行ったうえで、お買い上げ
の取扱店又は、（株）ＭＴＧお客様相談室に連絡してください。事故の原因になります。
・使用後は必ず、スライドカバーを、噴霧口が完全に隠れるまで下ろしてください。　
ガス漏れや事故の原因になります。
・専用炭酸ガスカートリッジ取り付け後は、必ず本品を立てた状態で使用してください。
横や逆さにして使用すると液化炭酸ガスがレギュレーター内に流れ込み、故障やガ
ス漏れ、凍傷のおそれがあります。
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・指定部位以外
・傷口
・目や口の中など粘膜の部位
・金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
・かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
・化粧品などで皮膚炎を起こしている部位。

本品は炭酸ガスとともに、ローション（化粧水）を噴霧する機器です。
他の目的には使用しないでください。
高圧ガスを使用しています。
誤った使用をすると体調不良やケガ、製品の破損の原因となります。

下記の部位には使用しないでください。
事故やお肌、身体のトラブルが生じるおそれがあります。

・急性疾患の方
・悪性腫瘍のある方
・妊娠中、妊娠と思われる方、生理中の方（ホルモンバランスが不安定で、肌トラブ
ルの原因となることがあります。）
・アレルギー体質で敏感肌の方
・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある方
・肌に傷や湿疹、はれものなどのある方
・アトピー性皮膚炎の方
・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
・医師の治療を受けている方や特に身体に異常を感じている方
・化粧品、消毒剤でかぶれたことのある方
・上記以外に身体に異常を感じている方

次のような方は必ず専門医に相談のうえ使用してください。
事故やお肌、身体のトラブルが生じるおそれがあります。

１.安全上のご注意１.安全上のご注意

警告警告

3 4

・中身の入っている専用炭酸ガスカートリッジはみだりに捨てたり、放置しないでください。
破裂の原因となるおそれがあります。
・目に直接噴霧しないでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
失明するおそれがあります。
・専用炭酸ガスカートリッジに穴あけ、切断などをしないでください。　　　　　　　
破裂のおそれがあります。
・高圧ガスが噴出しますので、専用炭酸ガスカートリッジの吐出口を人に向けない
でください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事故やケガの原因となります。
・本品は直射日光を避け、周辺温度が5℃以下または
４0℃以上の場所では絶対に使用、保管しないでく
ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事故やケガ、製品の破損の原因となります。
・火の近くや車中で本品を使用・保管しないでください。
事故やケガ、製品が破損するおそれがあります。　

・使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた場合や、使用した肌に直射日
光が当たって上記のような症状が現れた場合など、痛みや不調を感じたら、すぐに
使用を中止してください。肌や体調不良の原因となります。　　　　　　　　　
又、化粧水が肌に合わない時も、使用を中止し、皮膚科専門医などにご相談ください。
そのまま使用を続けますと、症状が悪化するおそれがあります。
・使用する際は密室を避け、必ず換気してください。体調不良の原因になります。
・専用炭酸ガスカートリッジを取り付け時にガスが少量噴射する場合がありますが、取
り付けを中断せず、そのまま一気にねじ込み取り付けてください。　　　　　　　　
ガスが噴出し、ケガ・故障の原因になります。
・ガス漏れなどがあった際は、速やかに使用を中止し、換気を行ったうえで、お買い上げ
の取扱店又は、（株）ＭＴＧお客様相談室に連絡してください。事故の原因になります。
・使用後は必ず、スライドカバーを、噴霧口が完全に隠れるまで下ろしてください。　
ガス漏れや事故の原因になります。
・専用炭酸ガスカートリッジ取り付け後は、必ず本品を立てた状態で使用してください。
横や逆さにして使用すると液化炭酸ガスがレギュレーター内に流れ込み、故障やガ
ス漏れ、凍傷のおそれがあります。
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・専用炭酸ガスカートリッジはガスが完全になくなるまで絶対に取り外さないでください。
事故やケガの原因になります。

・「ハンディ専用」と表記された指定の専用炭酸ガスカートリッジ以外は使用しないで
ください。    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事故や肌への異常、ケガ、製品が破損するおそれがあります。

・専用炭酸ガスカートリッジに腐食（サビ）、キズ、変形がある場合は使用しないでください。
破裂の原因になります。

・専用炭酸ガスカートリッジは、気圧差や温度差の大きな場所（高地やサウナなど）へ
の持ち運びや、その場所での使用はしないでください。　　　　　　　　　　　
事故やケガ、製品が破損するおそれがあります。

・使用後、専用炭酸ガスカートリッジは非常に低温となっています。　　　　　　　
専用炭酸ガスカートリッジを取り付け・取り外しの際は、ゴム手袋などを使用し、絶
対に素手では触らないでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
凍傷の原因になります。

・濡れた手での専用炭酸ガスカートリッジの取り付け・取り外しは絶対にお止めください。
事故やケガの原因になります。

・本品を分解したり、改造しないでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　
事故やケガ、製品の破損の原因になります。

・本品を濡らしたり、水没させないでください。　　　　　　　　　　　　　　　　
故障・ガス漏れの原因になります。

・本品に衝撃を与えたり、転倒させないでください。　　　　　 　　　　　　　　
ガス漏れや事故の原因になります。

・本品を振動のある場所や不安定な場所に置かないでください。　　　　　　　　
事故やケガ、製品が破損するおそれがあります。

・泥酔した時や体調不良など感覚が鈍くなっている時には使用しないでください。　
事故やケガのおそれがあります。

・お子様や一人で判断が出来ない方には使用させないでください。　　　　　　　
事故やケガ、製品が破損するおそれがあります。

１.安全上のご注意

注意

・使用済みの専用炭酸ガスカートリッジは蓋（封板）に穴が開いていることを確認の
うえ、お住まいの地域の条例に従って不燃物として処理してください。　　　　　
中身の入った専用炭酸ガスカートリッジを焼却しますと、破裂のおそれがあります。

・使用する場合は、噴霧したい部位から約１５～２０ｃｍ離してご使用ください。　　
凍傷の原因になります。

１.安全上のご注意

2.炭酸ガスカートリッジのお取り扱いと保管について

注意

●炭酸ガスカートリッジ内の炭酸ガスは高圧で液化されています。
●炭酸ガスは無味無臭、無色の不燃性ガスです。
●炭酸ガスは水に溶けやすく、１５℃の水１ｍ３に対して約１ｍ３の炭酸ガスが溶けます。　

温度が低いほど、また圧力が高いほど溶解度は大きくなります。
●炭酸ガスの特性上、肌に噴きかけると人によっては噴きかけた箇所が赤くなることがあり

ます。

炭酸ガスの特徴

5 6
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・専用炭酸ガスカートリッジはガスが完全になくなるまで絶対に取り外さないでください。
事故やケガの原因になります。

・「ハンディ専用」と表記された指定の専用炭酸ガスカートリッジ以外は使用しないで
ください。    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事故や肌への異常、ケガ、製品が破損するおそれがあります。

・専用炭酸ガスカートリッジに腐食（サビ）、キズ、変形がある場合は使用しないでください。
破裂の原因になります。

・専用炭酸ガスカートリッジは、気圧差や温度差の大きな場所（高地やサウナなど）へ
の持ち運びや、その場所での使用はしないでください。　　　　　　　　　　　
事故やケガ、製品が破損するおそれがあります。

・使用後、専用炭酸ガスカートリッジは非常に低温となっています。　　　　　　　
専用炭酸ガスカートリッジを取り付け・取り外しの際は、ゴム手袋などを使用し、絶
対に素手では触らないでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
凍傷の原因になります。

・濡れた手での専用炭酸ガスカートリッジの取り付け・取り外しは絶対にお止めください。
事故やケガの原因になります。

・本品を分解したり、改造しないでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　
事故やケガ、製品の破損の原因になります。

・本品を濡らしたり、水没させないでください。　　　　　　　　　　　　　　　　
故障・ガス漏れの原因になります。

・本品に衝撃を与えたり、転倒させないでください。　　　　　 　　　　　　　　
ガス漏れや事故の原因になります。

・本品を振動のある場所や不安定な場所に置かないでください。　　　　　　　　
事故やケガ、製品が破損するおそれがあります。

・泥酔した時や体調不良など感覚が鈍くなっている時には使用しないでください。　
事故やケガのおそれがあります。

・お子様や一人で判断が出来ない方には使用させないでください。　　　　　　　
事故やケガ、製品が破損するおそれがあります。

１.安全上のご注意

注意
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うえ、お住まいの地域の条例に従って不燃物として処理してください。　　　　　
中身の入った専用炭酸ガスカートリッジを焼却しますと、破裂のおそれがあります。
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炭酸ガスの特徴
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●高濃度の炭酸ガスを多量に吸入した時は、直ちに新鮮な空気の場所に移動し、　　　　　　
体を温め安静を保ってください。また、速やかに医師の治療を受けてください。

●凍傷になった場合は、こすらずにぬるま湯で患部を加熱し、ガーゼなどで軽く包み、　　
速やかに医師の治療を受けてください。

被害時の応急処置

●あわてず、もれ箇所から出る液化炭酸ガスに直接触れないよう注意し、十分に換気を
行ってください。（一旦安全装置※が作動すると、炭酸ガスを全量放出します。炭酸ガス
は空気より重く、低い場所に滞留しやすいので低い位置に顔を持っていかないように注
意してください。）

●ガスコンロなどの火気を速やかに止めてください。炭酸ガスが噴き出すと、ガスコンロな
どの火が消え、ガス中毒などの二次災害につながるおそれがあります。

炭酸ガスが噴き出した時の処置

●換気の良い場所に置き、乱暴に取り扱わないでください。　　　　　　　　　　　　
お子様の手の届かない場所に保管してください。

●火気、直射日光を避け、炭酸ガスカートリッジが5℃未満または４0℃を超えないように
保管してください。また、高温、高圧の場所を避け、5℃未満または４0℃を超える場所で
は使用しないでください。

●火災時には炭酸ガスカートリッジから速やかに避難してください。　　　　　　　　　
炭酸ガスは不燃性ですが、炭酸ガスカートリッジの温度上昇で内圧が上がり、　　　　
安全装置が作動して炭酸ガスが噴き出すおそれがあります。

●専用炭酸ガスカートリッジを取り付ける際は、顔や手に炭酸ガスがかからないようにご注
意ください。

保管、お取り扱い上の注意

空気中炭酸ガス濃度（％） 人体への影響

０．５％ 労働衛生上の許容濃度（1日8時間の労働）

０．０３6％ 大気中の現在の濃度

１．8％ 換気を50％に増加する必要がある。

２．5％ 換気を100％に増加する必要がある。

３．０％
呼吸困難に陥る。頭痛、吐き気、弱い麻酔性を伴い、

視覚が減退し、血圧や脈拍が上がる。

●炭酸ガスカートリッジ内の液化炭酸ガスが皮膚や粘膜に触れると凍傷を起こすおそれがあり
ます。このため炭酸ガスカートリッジは垂直に立てた状態でお取り扱いください。
●炭酸ガスカートリッジより直接噴出した炭酸ガスや使用中の炭酸ガスカートリッジに触
れると凍傷をおこすおそれがあります。
●炭酸ガスカートリッジから出た液化炭酸ガスは急速に気化します。　　　　　　　　　
この炭酸ガスを一度に多量に吸い込むと危険ですので、お取り扱いには十分注意してく
ださい。
●炭酸ガスは空気の約１．５倍の重さがあり、換気の不十分な場所では、　　　　　　　
床の方から濃度の高い層として溜まっていきますので、使用時の換気に注意してください。
●炭酸ガスは通常空気中に約０．０３6％存在し、炭酸ガス濃度が高くなると下記の症状が
生じるおそれがあります。症状が生じた時は直ちに新鮮な空気の場所に移動し、　　　
体を温め安静にしてください。また、速やかに医師の治療を受けてください。

炭酸ガスのお取り扱いについて

2.炭酸ガスカートリッジのお取り扱いと保管について 2.炭酸ガスカートリッジのお取り扱いと保管について

※炭酸ガスカートリッジは完全密封構造で高圧ガスが充填されています。
　もし誤って焼却炉などの中に投入したり、過熱状態になると、安全装置の封板が作動し、
　ガスを少量ずつ放出させ、破裂や飛翔などによる事故を未然に防ぎます。
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●強い衝撃を与えるなどの乱暴なお取り扱いは避けてください。
●温度を5℃～40℃に保ってください。
●使用済の炭酸ガスカートリッジは蓋（封板）に穴が開いていることを確認のうえ、不燃物と

してお住まいの地域の条例に従って処理してください。
●炭酸ガスカートリッジの飛行機への持ち込みに関して、国際民間航空条約第18付属書及

びこれに係わる危険物の航空安全輸送に関する技術指針「ICAO-TI」の改正に伴い、　　
ハンディ用20cc容器で最大4本まで持ち込みが可能です。 　　　　　  
ただし、航空会社によっては持ち込みができない場合もありますので、　　　　　　　　
事前にご利用の航空会社にご確認ください。

※お客様自身でも、国土交通省ホームページにてご確認ください。　　　　　　　　　　　
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html　　　　　　　　　　　

「リスト（日本語）」の中に記載してあります。
　「⑦酸素ボンベ・ガス類」→「ガスシリンダー」→「一容器あたり50ml以下のもの」に該当します。
●専用ローションボトルを飛行機に持ち込む際は、本体から取り外し、キャップを取り付けた

状態で持ち込んでください。国際線をご利用の場合、液体物持込制限に従ってください。
※内容は予告無く変更になることがありますのでご了承ください。

●専用ローションボトル・・・2本　●専用炭酸ガスカートリッジ・・・1本
●クリーンブラシ・・・1本　●ポーチ・・・1袋
●取扱説明書（保証書）【本書】・・・1冊　●かんたんマニュアル・・・1枚

●専用炭酸ガスカートリッジ ハンディ用　2本セット 
●専用炭酸ガスカートリッジ ハンディ用　6本セット 
●プロージョン フェイスエッセンシャルローション エモリエント 13mL　4本セット 
●プロージョン フェイスエッセンシャルローション エモリエント 13mL　12本セット 

持ち運び・廃棄

同梱品

別売品

2.炭酸ガスカートリッジのお取り扱いと保管について 4.各部の名称

3.同梱品・別売品

本 体

正面 背面

噴霧口

取り外しボタン

クリアウィンドウ

スライド
カバー

下部ケース

エアボタン

上部ユニット

ローション
ボトル
取り付け口

専用
ローション
ボトル

炭酸ガス
カートリッジ
取り付け口

専用炭酸ガス
カートリッジ

噴霧口拡大図

ジェットノズル

サクションノズル

専用ローションボトル拡大図

キャップ
ボトル
ノズル

専用炭酸ガスカートリッジ拡大図

← 

内 部

詳しく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。
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5.ご使用の前に 5.ご使用の前に

●「HANDY専用」と表記された指定の専用炭酸ガスカートリッジ以外は使用しないでくだ
さい。事故や肌の異常、ケガ、製品の破損の原因となります。    

取り外しボタンの膨らみを押したま
ま、下部ケースを外してください。

スライドカバーが下がっていることを確認し
てから、レギュレーターの取り付け口に専用
炭酸ガスカートリッジを本体下から真っすぐ
取り付け、矢印の方向にねじ込んでください。

キャップの側面に指をかけ、真上に取り外し
てください。
※液もれ防止のため、キャップは固く締まっ

ていることがあります。キャップをしっかり
持って、取り外してください。

※飛行機に持ち込むときや長期間保管するときは、本体から専用ローションボトルを取り外し、キャッ
プを付けてください。

※キャップはまっすぐに、根元まで取り付けてください。斜めに取り付けると、キャップが破損し、液が
もれるおそれがあります。

専用ローションボトル取り付け口にボトル
ノズルを真っすぐ当て、カチッと奥まで挿し
込んでください。

下部ケースのクリアウィンドウを正面にし
て、上部ユニットを入れてください。

上部ユニットの天面部を指で押し、下部
ケースに押し込んでください。
装着後、下部ケースが外れないことを確認
してください。

専用ガスカートリッジを軽くねじ込んでいき、
突き当たったような抵抗感が出た後、回転し
なくなるまで、力強く一気に締め込みます。
真横から見て締め込み目安ラインが隠れて
いれば装着完了です。

締め込み目安ライン
が見えている

○締め込み目安ライン
　が見えない

専用炭酸ガスカートリッジのセット 専用ローションボトルのセット

※取り付け時、わずかに音がでる場合がありますが、最後までねじ込めば音はしなくなります。取り付け
後、必ずガスが漏れていないか耳を近づけて確認してください。

※取り付け時、専用炭酸ガスカートリッジは必ず立てた状態でレギュレーターに接続してください。斜
めにねじ込まないでください。

※ガスが漏れるため、ねじ込んでいる途中で絶対にゆるめないでください。
※一度取り付けた専用炭酸ガスカートリッジは、炭酸ガスを使い切るまで絶対に外さないでください。
※取り付け後は、必ず立てた状態で使用してください。横や逆さにして使用すると液化炭酸ガスがレ

ギュレーター内に流れ込み、故障やガス漏れ、凍傷の危険があります。

※交換方法は16ページをご参照ください。

※取り付け時、専用炭酸ガスカートリッジは非常に冷たくなるおそれがあります
ので、素手で触らず、ゴム手袋などを着用してください。
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専用ローションボトルの
ボトルノズル横にあるく
ぼみ部分は触れないで
ください。 上から見た図

取り付け方のポイント
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※突起部分を持っても、
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5.ご使用の前に 5.ご使用の前に

●「HANDY専用」と表記された指定の専用炭酸ガスカートリッジ以外は使用しないでくだ
さい。事故や肌の異常、ケガ、製品の破損の原因となります。    

取り外しボタンの膨らみを押したま
ま、下部ケースを外してください。

スライドカバーが下がっていることを確認し
てから、レギュレーターの取り付け口に専用
炭酸ガスカートリッジを本体下から真っすぐ
取り付け、矢印の方向にねじ込んでください。

キャップの側面に指をかけ、真上に取り外し
てください。
※液もれ防止のため、キャップは固く締まっ

ていることがあります。キャップをしっかり
持って、取り外してください。

※飛行機に持ち込むときや長期間保管するときは、本体から専用ローションボトルを取り外し、キャッ
プを付けてください。

※キャップはまっすぐに、根元まで取り付けてください。斜めに取り付けると、キャップが破損し、液が
もれるおそれがあります。

専用ローションボトル取り付け口にボトル
ノズルを真っすぐ当て、カチッと奥まで挿し
込んでください。

下部ケースのクリアウィンドウを正面にし
て、上部ユニットを入れてください。

上部ユニットの天面部を指で押し、下部
ケースに押し込んでください。
装着後、下部ケースが外れないことを確認
してください。

専用ガスカートリッジを軽くねじ込んでいき、
突き当たったような抵抗感が出た後、回転し
なくなるまで、力強く一気に締め込みます。
真横から見て締め込み目安ラインが隠れて
いれば装着完了です。

締め込み目安ライン
が見えている

○締め込み目安ライン
　が見えない

専用炭酸ガスカートリッジのセット 専用ローションボトルのセット

※取り付け時、わずかに音がでる場合がありますが、最後までねじ込めば音はしなくなります。取り付け
後、必ずガスが漏れていないか耳を近づけて確認してください。

※取り付け時、専用炭酸ガスカートリッジは必ず立てた状態でレギュレーターに接続してください。斜
めにねじ込まないでください。

※ガスが漏れるため、ねじ込んでいる途中で絶対にゆるめないでください。
※一度取り付けた専用炭酸ガスカートリッジは、炭酸ガスを使い切るまで絶対に外さないでください。
※取り付け後は、必ず立てた状態で使用してください。横や逆さにして使用すると液化炭酸ガスがレ

ギュレーター内に流れ込み、故障やガス漏れ、凍傷の危険があります。

※交換方法は16ページをご参照ください。

※取り付け時、専用炭酸ガスカートリッジは非常に冷たくなるおそれがあります
ので、素手で触らず、ゴム手袋などを着用してください。

11 12

3

4

1

2

2

×

専用ローションボトルの
ボトルノズル横にあるく
ぼみ部分は触れないで
ください。 上から見た図

取り付け方のポイント
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6.ご使用方法 7.お手入れと保管

ミストの噴霧方法 サクションノズルのお手入れ

本体のお手入れ

保管・収納場所について

※お子様の手の届かない場所に保管・収納してください。
※電気カーペットの上や車内などの温度が高くなる場所、直射日光が当たる場所、ほこりの
多い場所では保管・収納しないでください。

※周辺温度が５℃未満、４０℃を超える場所では保管・収納しないでください。

本体の汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤を含ま
せた布などで清掃してください。専用ローションボトルを交
換の際は、本体の専用ローションボトル挿し口を、綿棒など
でやさしく清掃してください。

ご使用の環境によって噴霧口内のサクションノズルに詰ま
りが生じることがあります。
同梱の「クリーンブラシ」を使用し、サクションノズルの詰
まりを取り除いてください。

クリーンブラシの先端を、噴霧口
内のサクションノズルの頂点に
当て、２～３mmの幅で細かく、
２０回程度、上下させてください。

長期間保管する場合

※本品を長期間保管する際は、炭酸ガスを使い切った後、専用炭酸ガスカートリッジと専用
ローションボトルを取り外し、専用ローションボトルにキャップを取り付けた状態で保管し
てください。本品に取り付けたまま長期間放置すると、炭酸ガスとローションが少量ずつ
減っていきます。

13 14

※クリーンブラシは細く曲がりやすいため、取り扱いに注
意してください。

※目安としてローションボトル交換時にお手入れしてくだ
さい。

スライドカバーを上げてく
ださい。
※スライドカバーを上げる
際は、左図のように側面
に指を添えて、引き上げ
てください。

エアボタンを押して顔全体に３～５秒程度、
噴きかけてください。

ご使用後は、噴霧口の周りをやわらかい布や
ティッシュなどで軽く拭いてから、スライドカ
バーを下げて保管してください。

※必ず立てた状態でご使用ください。
※噴霧したい場所から、約１５～２０ｃｍ離して、ご使用ください。
※目に直接噴霧しないでください。失明のおそれがあります。　　　　　　　　　　　　　
　目の周りに噴霧する場合は目を閉じてご使用ください。万が一、ミストが目に入った時は、
　直ちに洗い流してください。なお、異常が残る場合は眼科医にご相談ください。
※換気に注意しながらご使用ください。
※次のようなところでは使用しないでください。
水のかかるところ／風呂場など湿気の多いところ／多湿・直射日光・ホコリ・塩分などを含ん
だ空気の影響をうけるところ／振動・衝撃のあるところ／不安定なところ／子供の手の届く
ところ／閉め切った密室

1

2 3

初めてご使用の際は、目立たないところに噴霧し、肌に異常がないことを
確認してください。
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6.ご使用方法 7.お手入れと保管

ミストの噴霧方法 サクションノズルのお手入れ

本体のお手入れ

保管・収納場所について

※お子様の手の届かない場所に保管・収納してください。
※電気カーペットの上や車内などの温度が高くなる場所、直射日光が当たる場所、ほこりの
多い場所では保管・収納しないでください。

※周辺温度が５℃未満、４０℃を超える場所では保管・収納しないでください。

本体の汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤を含ま
せた布などで清掃してください。専用ローションボトルを交
換の際は、本体の専用ローションボトル挿し口を、綿棒など
でやさしく清掃してください。

ご使用の環境によって噴霧口内のサクションノズルに詰ま
りが生じることがあります。
同梱の「クリーンブラシ」を使用し、サクションノズルの詰
まりを取り除いてください。

クリーンブラシの先端を、噴霧口
内のサクションノズルの頂点に
当て、２～３mmの幅で細かく、
２０回程度、上下させてください。

長期間保管する場合

※本品を長期間保管する際は、炭酸ガスを使い切った後、専用炭酸ガスカートリッジと専用
ローションボトルを取り外し、専用ローションボトルにキャップを取り付けた状態で保管し
てください。本品に取り付けたまま長期間放置すると、炭酸ガスとローションが少量ずつ
減っていきます。

13 14

※クリーンブラシは細く曲がりやすいため、取り扱いに注
意してください。

※目安としてローションボトル交換時にお手入れしてくだ
さい。

スライドカバーを上げてく
ださい。
※スライドカバーを上げる
際は、左図のように側面
に指を添えて、引き上げ
てください。

エアボタンを押して顔全体に３～５秒程度、
噴きかけてください。

ご使用後は、噴霧口の周りをやわらかい布や
ティッシュなどで軽く拭いてから、スライドカ
バーを下げて保管してください。

※必ず立てた状態でご使用ください。
※噴霧したい場所から、約１５～２０ｃｍ離して、ご使用ください。
※目に直接噴霧しないでください。失明のおそれがあります。　　　　　　　　　　　　　
　目の周りに噴霧する場合は目を閉じてご使用ください。万が一、ミストが目に入った時は、
　直ちに洗い流してください。なお、異常が残る場合は眼科医にご相談ください。
※換気に注意しながらご使用ください。
※次のようなところでは使用しないでください。
水のかかるところ／風呂場など湿気の多いところ／多湿・直射日光・ホコリ・塩分などを含ん
だ空気の影響をうけるところ／振動・衝撃のあるところ／不安定なところ／子供の手の届く
ところ／閉め切った密室

1

2 3

初めてご使用の際は、目立たないところに噴霧し、肌に異常がないことを
確認してください。
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8.専用ローションボトルの交換方法 9.専用炭酸ガスカートリッジの交換方法

スライドカバーが上がっている状態で、エアボタンを押しても炭酸ガスが噴霧されない
場合は、専用炭酸ガスカートリッジの炭酸ガスが無くなっています。専用炭酸ガスカー
トリッジを交換してください。

ローションが無くなったら、専用ローションボトルを交換してください。

※使用後、専用炭酸ガスカートリッジは非常に低温になっています。専用炭酸ガスカートリッジ
を取り付け・取り外しの際は、ゴム手袋などを使用し、絶対に素手では触らないでください。

※濡れた手での専用炭酸ガスカートリッジの取り付けは絶対にお止めください。
※専用炭酸ガスカートリッジを取外す際に「シュー」という音がした場合には、炭酸ガスが残っ
ています。非常に冷たくなっている可能性があるので、そのままの状態でこの音がなくな
るのを確認してから取り外してください。

※廃棄の際は、使用済の専用炭酸ガスカートリッジの蓋（封板）に穴が開いていることを確認
のうえ、不燃物としてお住まいの地域の条例に従って処理してください。

新しい専用炭酸ガスカートリッジを取り付けます。

※取り付け方法は、１１ページをご参照ください。
※専用炭酸ガスカートリッジの取り付け上のご注意は１１ページをご参照ください。

取り外しボタンの膨
らみを押したまま、
下部ケースを外し
てください。

取り外しボタンの膨らみ
を押したまま、下部ケー
スを外してください。

新しい専用ローションボト
ルを取り付けてください。

※取り付け方法は、
　１2ページをご参照くだ
さい。

※専用ローションボトル
は使い捨てです。使用
後はお住まいの地域の
条例に従って廃棄して
ください。

専用ローションボトルを
取り外してください。

スライドカバー
が降りた状態で、
本体を縦にして
しっかり持ち、専
用炭酸ガスカー
トリッジを矢印
の方向に回して
取り外します。

専用ローションボト
ルをいったん取り外
してください。

15 16

1

1

2

3

2

4

専用ローションボトルを取り付けます。５

3

※「HANDY専用」と表記された指定の専用炭酸ガスカートリッジ以外は使用しないでくださ
い。事故や、肌への異常、ケガ、製品が破損するおそれがあります。
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8.専用ローションボトルの交換方法 9.専用炭酸ガスカートリッジの交換方法

スライドカバーが上がっている状態で、エアボタンを押しても炭酸ガスが噴霧されない
場合は、専用炭酸ガスカートリッジの炭酸ガスが無くなっています。専用炭酸ガスカー
トリッジを交換してください。

ローションが無くなったら、専用ローションボトルを交換してください。

※使用後、専用炭酸ガスカートリッジは非常に低温になっています。専用炭酸ガスカートリッジ
を取り付け・取り外しの際は、ゴム手袋などを使用し、絶対に素手では触らないでください。

※濡れた手での専用炭酸ガスカートリッジの取り付けは絶対にお止めください。
※専用炭酸ガスカートリッジを取外す際に「シュー」という音がした場合には、炭酸ガスが残っ
ています。非常に冷たくなっている可能性があるので、そのままの状態でこの音がなくな
るのを確認してから取り外してください。

※廃棄の際は、使用済の専用炭酸ガスカートリッジの蓋（封板）に穴が開いていることを確認
のうえ、不燃物としてお住まいの地域の条例に従って処理してください。

新しい専用炭酸ガスカートリッジを取り付けます。

※取り付け方法は、１１ページをご参照ください。
※専用炭酸ガスカートリッジの取り付け上のご注意は１１ページをご参照ください。

取り外しボタンの膨
らみを押したまま、
下部ケースを外し
てください。

取り外しボタンの膨らみ
を押したまま、下部ケー
スを外してください。

新しい専用ローションボト
ルを取り付けてください。

※取り付け方法は、
　１2ページをご参照くだ
さい。

※専用ローションボトル
は使い捨てです。使用
後はお住まいの地域の
条例に従って廃棄して
ください。

専用ローションボトルを
取り外してください。

スライドカバー
が降りた状態で、
本体を縦にして
しっかり持ち、専
用炭酸ガスカー
トリッジを矢印
の方向に回して
取り外します。

専用ローションボト
ルをいったん取り外
してください。

15 16
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1
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3

2

4

専用ローションボトルを取り付けます。５

3

※「HANDY専用」と表記された指定の専用炭酸ガスカートリッジ以外は使用しないでくださ
い。事故や、肌への異常、ケガ、製品が破損するおそれがあります。
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処置後、なお異常がある場合と上記以外に不良を感じたときは直ちに使用を中止し、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。

エアボタンを押しても炭酸ガスが出ない

炭酸ガスがなくなっている。

炭酸ガスカートリッジが最後までねじ込ま
れていない。

専用炭酸ガスカートリッジの交換を行って
ください。
※16ページをご参照ください。

回転しなくなるまで、力強く一気に締め込
んでください。真横から見て締め込み目安
ラインが隠れていれば装着完了です。

スライドカバーが上に上がっていない。 スライドカバーを上げてください。

考えられる原因 処置

症状

炭酸ガスの噴霧音がするのに、ミストが噴霧されない

ローションがなくなっている。

サクションノズルが詰まっている。

新しい専用ローションボトルに交換してく
ださい。

クリーンブラシで清掃してください。
※14ページをご参照ください。 

考えられる原因 処置

症状

エアボタンが押せなくなった

炭酸ガスがなくなっている。
※弱い力で噴霧できるよう、エアボタンの

押し込み量を小さく設計しております。
そのため、炭酸ガスがなくなった際、押
せないと感じる場合があります。

専用炭酸ガスカートリッジの交換を行って
ください。
※１６ページをご参照ください。

考えられる原因 処置

症状

ミストの噴霧が弱い

専用ローションボトルがしっかり接続され
ていない。

下部ケースを取り外し、専用ローションボトル
を付け直してください。

考えられる原因 処置

症状

10.故障かな？と思ったら ※修理に出される前に、必ずお読みください。 11.Q&A

17 18

飛行機への持ち込みは？

専用ローションボトル、専用炭酸ガスカートリッジの使用時間は？

Q

A

Q

A

専用炭酸ガスカートリッジ ハンディ用 20cc容器は最大4本まで持ち込み可能です。
ただし、航空会社によっては持ち込みができない場合もありますので、事前にご利
用の航空会社へお問い合わせください。（詳細はP.9）
専用ローションボトルは本体から取り外し、キャップを取り付けた状態で持ち込ん
でください。国際線をご利用の場合、液体物持込制限に従ってください。

専用ローションボトル1本の使用時間は、1回3秒～5秒の噴霧を1日2回使用して、
約1.5～2週間です。専用炭酸ガスカートリッジ1本の使用時間は、1回3秒～5秒
の噴霧を1日2回使用して、約3～4週間です。

専用炭酸ガスカートリッジは蓋（封板）に穴が開いていることを確認の上、お住まい
の地域の条例に伴って不燃物として処分してください。

すぐに水でよく洗い流してください。痛みやかゆみ、充血が治まらない場合は医師に
ご相談ください。

専用炭酸ガスカートリッジの捨て方（処分方法）は？

目に入った場合はどうしたらいいの？

2

2

Q

A 4

4

Q

A 5

5

3

3

開封前と開封後の使用可能期間は？Q

A ローションは未開封の状態で3年です。開封後は早めにお使いください。炭酸ガス
カートリッジは開封後は1ヶ月、未開封の状態で5年となります。

回転しなくなるまで、力強く一気に締め込んでください。真横から見て締め込み目
安ラインが隠れていれば装着完了です。装着時、わずかに音がでる場合がありま
すが、最後までねじ込めば、音はしなくなります。装着時、専用炭酸ガスカートリッ
ジは、必ず立てた状態でレギュレーターに接続してください。斜めにねじ込まない
でください。ねじ込んでいる途中で絶対にゆるめないでください。

無添加処方（※パラベンフリー、無鉱物油、無着色、無香料）で、肌にとってストレスと
なる不要な成分は含まれておりませんが、個人差がありますので医師にご相談くだ
さい。そのうえで、全成分をご確認後、腕の内側など目立たないところでお試しいた
だき、異常がないことを確認してからご使用ください。

専用炭酸ガスカートリッジをセットするときの注意点は？

敏感肌や妊娠中、生理中、授乳中でも使える？

Q

A 1

1

Q

A 7

7

6

6
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処置後、なお異常がある場合と上記以外に不良を感じたときは直ちに使用を中止し、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。

エアボタンを押しても炭酸ガスが出ない

炭酸ガスがなくなっている。

炭酸ガスカートリッジが最後までねじ込ま
れていない。

専用炭酸ガスカートリッジの交換を行って
ください。
※16ページをご参照ください。

回転しなくなるまで、力強く一気に締め込
んでください。真横から見て締め込み目安
ラインが隠れていれば装着完了です。

スライドカバーが上に上がっていない。 スライドカバーを上げてください。

考えられる原因 処置

症状

炭酸ガスの噴霧音がするのに、ミストが噴霧されない

ローションがなくなっている。

サクションノズルが詰まっている。

新しい専用ローションボトルに交換してく
ださい。

クリーンブラシで清掃してください。
※14ページをご参照ください。 

考えられる原因 処置

症状

エアボタンが押せなくなった

炭酸ガスがなくなっている。
※弱い力で噴霧できるよう、エアボタンの
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そのため、炭酸ガスがなくなった際、押
せないと感じる場合があります。

専用炭酸ガスカートリッジの交換を行って
ください。
※１６ページをご参照ください。

考えられる原因 処置

症状
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専用ローションボトルがしっかり接続され
ていない。

下部ケースを取り外し、専用ローションボトル
を付け直してください。

考えられる原因 処置

症状

10.故障かな？と思ったら ※修理に出される前に、必ずお読みください。 11.Q&A

17 18
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Q

A

Q

A
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2

2

Q

A 4

4

Q

A 5

5

3

3
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無添加処方（※パラベンフリー、無鉱物油、無着色、無香料）で、肌にとってストレスと
なる不要な成分は含まれておりませんが、個人差がありますので医師にご相談くだ
さい。そのうえで、全成分をご確認後、腕の内側など目立たないところでお試しいた
だき、異常がないことを確認してからご使用ください。

専用炭酸ガスカートリッジをセットするときの注意点は？

敏感肌や妊娠中、生理中、授乳中でも使える？
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A 1
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保証期間はお買い上げ日から1年間です。

お買い求めになってから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。修理可能な場合は、お客様のご要望により
有償修理いたします。

保証書は、この取扱説明書の22ページ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。 

※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。 

※専用炭酸ガスカートリッジ、専用ローションボトルなどの消耗品、クリーンブラシ、ポーチ、取扱説
明書（保証書）、かんたんマニュアルは、「保証対象」に含まれません。

※通常使用により生じる、商品の経年劣化は「保証対象」に含まれません。
※専用炭酸ガスカートリッジ以外の炭酸ガスカートリッジ及び、専用ローションボトル以外の化粧水

を使用し、起こった故障は「保証対象」に含まれません。 

●火災、地震、暴動、戦争、テロ等の行為、その他の事故など、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。

●本品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関し
て、当社は一切責任を負いません。

●取扱説明書・かんたんマニュアルで説明された以外の使い方、他社製炭酸ガスカートリッジ使用、
他社製化粧水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。 

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。

免責事項について

修理を依頼されるときは

保証期間中

補修用性能部品の最低保有期間

保証期間が
過ぎているとき

13.保証・アフターサービス

19 20

保証期間

炭酸ミストハンディセット

約（外径）22mm×
（全長）88ｍｍ

約（横幅）26×（奥行き）17.3×（高さ）86.5ｍｍ

スチール、PS

13mL
食品添加物
二酸化炭素（炭酸ガス）

5～40℃

20cc

約15g

二重安全封板

サイズ

充填ガス

使用温度環境

ガス量

封板形状

容積

材　質

PET、PP、シリコン、PTFE、ポリエステル材　質

約62ｇ重　量

容量

サイズ

※製品の性能向上のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※本品は、日本国内にて、企画、開発、設計、最終組み立て、検査を行い、一部の部品調達及び、部品組み
　立てを海外の工場で行っています。

約１７4ｇ
※専用炭酸ガスカートリッジ、
　専用ローションボトルは含みません。

ＡＢＳ、PC、PP、POM、
シリコン、ポリウレタン、ステンレス、
真鍮、NBR

PL-HS1920B-W
PL-HS1920B-G
PL-HS1920B-V

約（横幅）40×（奥行き）47×
　（高さ）149ｍｍ

日本製（ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ）

サイズ

品　名

重　量

材　質

品　番

生産国

専用炭酸ガスカートリッジ 専用ローションボトル

12.製品仕様
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保証期間はお買い上げ日から1年間です。

お買い求めになってから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。修理可能な場合は、お客様のご要望により
有償修理いたします。

保証書は、この取扱説明書の22ページ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。 

※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。 

※専用炭酸ガスカートリッジ、専用ローションボトルなどの消耗品、クリーンブラシ、ポーチ、取扱説
明書（保証書）、かんたんマニュアルは、「保証対象」に含まれません。

※通常使用により生じる、商品の経年劣化は「保証対象」に含まれません。
※専用炭酸ガスカートリッジ以外の炭酸ガスカートリッジ及び、専用ローションボトル以外の化粧水

を使用し、起こった故障は「保証対象」に含まれません。 

●火災、地震、暴動、戦争、テロ等の行為、その他の事故など、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。

●本品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関し
て、当社は一切責任を負いません。

●取扱説明書・かんたんマニュアルで説明された以外の使い方、他社製炭酸ガスカートリッジ使用、
他社製化粧水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。 

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。

免責事項について

修理を依頼されるときは

保証期間中

補修用性能部品の最低保有期間

保証期間が
過ぎているとき
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5～40℃
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約15g

二重安全封板

サイズ

充填ガス

使用温度環境

ガス量

封板形状

容積

材　質

PET、PP、シリコン、PTFE、ポリエステル材　質

約62ｇ重　量

容量

サイズ

※製品の性能向上のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※本品は、日本国内にて、企画、開発、設計、最終組み立て、検査を行い、一部の部品調達及び、部品組み
　立てを海外の工場で行っています。
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本書はお買い上げ日から1年間、無償修理規定に基づいて無償修理をお約束するものです。
取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記
載内容に基づき無償修理をいたしますので、本品と保証書をご持参のうえ、お買い上
げの販売店、または（株）ＭＴＧお客様相談室に修理をご依頼ください。 
※以下につきまして、ご記入のない場合は無効となります。

■販売店様へ
この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品など
の場合も含めて必ずご記入の上お客様にお渡しください。　

商品名 炭酸ミストハンディセット 品番

お買い
上げ日

保証
期間　　　　 年　 　　　月　　　　  日

お客様

販売店

※販売店名（お買い上げ店）、住所、電話番号

お名前

ご住所

電話
番号

〒　　　　　ー　　　　　　　

お買い上げ日より1年
※消耗品は除く

PL-HS1920B-W
PL-HS1920B-G
PL-HS1920B-V

15.保証書

21 22
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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、
無償修理させていただきます。

　イ）無償修理をご依頼になる場合には、保証期間内に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.ご転居後の修理のご依頼先は、お買い上げの販売店、または（株）MTGお客様相談
室にご相談ください。

3.ご贈答品などで保証書に記載されている販売店に修理がご依頼になれない場合には、
（株）MTGお客様相談室にご相談ください。

4.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・改造など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）本書のご提示がない場合。
　ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、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外的要因による損傷。
　チ）ご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）に使用された場合の故障及び損傷。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.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。
　※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。

　※22ページの保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお
　約束するものです。従って22ページの保証書によって、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。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、
　お買い上げの販売店、または（株）MTGお客様相談室にお問い合わせください。

　※保証期間後の修理などについて、詳しくは20ページの　　　　　　　　　　
　「保証・アフターサービス」をご覧ください。 

14.無償修理規定





取扱説明書 保証書付

PL-HS1920B-W
PL-HS1920B-G
PL-HS1920B-V

炭酸ミストハンディセット

製造番号

※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）

●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。

［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。

〒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
株式会社MTG http://www.mtg.gr.jp

0120-315-332

222171CW

PLOSION HANDY set / 仕上がり寸法　175*125　1 色（K100％） 


