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このたびは、「PLOSION.炭酸ミストユニット」をお買い上げいただき、. .
誠にありがとうございます。

本品は炭酸ガスとともに、ローション（またはエッセンス）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。

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。

この取扱説明書には保証書がついています。..
「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、. .
お読みになられたあとも大切に保管してください。
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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。

1.安全上のご注意

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。

 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。

注意を促す内容があるこ
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。
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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
•�小さなお子様
•�身体の不自由な方
•�飲酒している方
•�体調がすぐれない方

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
•�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。）
•�アトピー性皮ふ炎の方
•�化粧品、消毒剤でかぶれたことのある方
•� �重度の血行障害、または血液疾患のある方
•�その他医療機関で治療中の方

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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•� �本品を分解したり、改造したりしないでください。事故やケガ、破損のおそれがあり
ます。
•� �炭酸ガスカートリッジ内の炭酸ガスが無くなるまで、チューブ接続口を取り外さ
ないでください（使用中、または保管中）。事故やケガ、破損、ガス漏れのおそれ
があります。
•�本来の用途目的以外には使用しないでください。破裂のおそれがあります。

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。

•�傷口や目、口などの粘膜部位
•�肌に異常のある部位（腫れもの、にきび、化膿性疾患、過度の日焼けなど）
•�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

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。

注意

•� �本品には「炭酸ミストユニット専用」以外のハンドピースや炭酸ガスカートリッジなど
を、使用しないでください。事故や肌のトラブル、ケガ、破損のおそれがあります。
•� �使用中はハンドピースを強く引っ張らないでください。本体が倒れ、事故やケガ、
破損のおそれがあります。
•� �チューブは、折り曲げたり傷つけたりしないように、注意してお取り扱いください。
事故やケガ、破損、ガス漏れのおそれがあります。
•� �エッセンスボトルを落としたり投げたりしないでください。割れて事故やケガのお
それがあります。

•� �肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品が肌に合わな
いとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の
使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、医師などに相談してく
ださい。

（1）�使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑など）や黒ずみなどの異常があ
らわれた場合

（2）使用した肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
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•� �直射日光が当たったり、または環境温度が5℃を下回ったり、40℃を超えたり
するような場所（火気の近くや車中）では使用・保管しないでください。破裂の
おそれがあります。
•� �「炭酸ミストユニット専用」と表記された（株）MTG指定の炭酸ガスカートリッジ
以外は使用しないでください。事故や肌のトラブル、ケガ、破損のおそれがあり
ます。
•� �炭酸ガスカートリッジに本体への装着方法（P.11「炭酸ガスカートリッジの取り
付け」）以外で穴をあけたり、切断したりしないでください。破裂のおそれがあり
ます。
•� �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。破裂のおそれがあります。
•� �中身の入っている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。破裂のおそれがあります。
•� �炭酸ガスカートリッジには高圧ガスが充填されています。飛行機や高地などの、
気圧や温度差が大きな場所への持ち運びや同様の場所での使用はしないでく
ださい。事故やケガ、破損のおそれがあります。

警告

2.炭酸ガスカートリッジの取り扱いと保管・廃棄について

使用中及び使用後は、炭酸ガスカートリッジが非常に低温となります。
次の注意事項を守って使用してください。 
故障やガス漏れ、凍傷のおそれがあります。

•� �炭酸ガスカートリッジの取り付け・取り外しは、滑り止めの付いた軍手やゴム手
袋などを使用し、素手や濡れた手などで触れないでください。
•� �炭酸ガスカートリッジから直接噴出した炭酸ガスや使用中の炭酸ガスカートリッ
ジに触れないでください。特に人に向けないでください。

•� �炭酸ガスが残っている状態でチューブ接続口を取り外すと、炭酸ガスが勢いよく
噴き出します。その場合は炭酸ガスや炭酸ガスカートリッジを素手で触らないよう
に注意しながら、炭酸ガスカートリッジを屋外へ置き、ガスがなくなるまで放置し
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。
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注意

•� �レギュレーターにねじ込む際、上部
ケース及びその周辺に当たらない様
に注意してください。事故やケガ、破
損のおそれがあります。

•� �炭酸ガスカートリッジを落下させない
でください。事故やケガ、破損のおそ
れがあります。

保管方法

廃棄方法

•� �乱暴に取り扱わないでください。お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。

•� �直射日光が当たったり、または環境温度が5℃を下回ったり、40℃を超えたりするような
場所（火気の近くや車中）では使用・保管しないでください。破裂のおそれがあります。

•�  �使用済みの炭酸ガスカートリッジは蓋（封板）に穴が開いており、ガスを使い切っているこ
とを確認のうえ、各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。穴が開いていない
中身の入った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。

•�  �未使用の炭酸ガスカートリッジを廃棄する場合は、本体へ装着（P.11「炭酸ガスカートリッ
ジの取り付け」）し、ガスを抜いてから廃棄してください。� � � �
本体へ装着する前には、P.5�「炭酸ガスカートリッジの取り扱いと保管・廃棄について」
の警告・注意をお読みください。
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底 面

ボトルキャップ

ボトル

本　体

エッセンスボトル ハンドピース

3.各部の名称

上部ケース

下部ケース

レギュレーター

エッセンスボトル
スタンド

レギュレータージョイント

エアボタン

ジェットノズル ハンドピースジョイント

クリーンワイヤー収納部

ノズル
プロテクタ

サクションノズル

サクションホース

ノズルガード

チューブ接続口

チューブ
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同梱品

4.同梱品・別売品

開封時に本体（エッセンスボトル、ハンドピース含む）と同梱品が全て揃っているかを
確認してください。

専用炭酸ガスカートリッジ…1本 取扱説明書（保証書付き）【本書】…1冊 かんたんマニュアル…1枚

識別ラベル…1枚＊ クリーンワイヤー…2本＊

炭酸ミストユニット

取扱説明書 保証書付き

＊�取扱説明書の袋に同梱して
います。

P.14�「�ご使用方法�」 P.17�「�お手入れと保管�」

下部ケース

保存版

表面炭酸ミストユニット

1 32

54

上部ケースを矢印の方向に回してから
上方向に引き上げます。

突き当たったような抵抗感が出た後、炭酸
ガスカートリッジを握り直し、力を入れて
必ず回らなくなるまで素早くねじ込みます。

レギュレーターの取り付け口に炭酸ガス
カートリッジの吐出口を真っすぐ当てます。

炭酸ガスカートリッジは立て
た状態で接続してください。

炭酸ガスカートリッジは斜め
にねじ込まないでください。

ねじ込み後、ガスが漏れてい
ないか耳を近づけて、必ず確
認してください。

・

・

・

手袋

上部ケース

上部ケースと炭酸ガスカートリッジを
下部ケースに戻し、矢印の方向に
ロックするまで回してください。

「炭酸ミストユニット専用」と表記された指
定のガスカートリッジ以外は使用しないでく
ださい。保証の対象外となります。

炭酸ガスカートリッジ内の炭酸ガスが無く
なるまで、チューブ接続口を取り外さない
でください（使用中、または保管中）。事故や
ケガ、破損、ガス漏れのおそれがあります。

炭酸ガスが残っている状態でチューブ接続
口を取り外すと、炭酸ガスが勢いよく噴き
出します。その場合は炭酸ガスや炭酸ガス
カートリッジを素手で触らないように注意し
ながら、炭酸ガスカートリッジを屋外へ置
き、ガスがなくなるまで放置してください。

・

・

・

エッセンスボトルにローション（または
エッセンス）を入れ、エアボタンを押し
て、ミストを噴霧します。

エアボタン

上部ケースの突起
を、下部ケースの凹
みに合わせてから
戻してください。

炭酸ガスカートリッジを
装着する前に、先端を
布などで拭いて異物を
取り除いてください。

濡れた手などでの操作は避け、滑り止め
の付いた軍手やゴム手袋などを使用し、
素手では触らないでください。

別売品

•��詳しくはお買い上げの販売店までお問い合わせ
ください。� � � �

•��（株）MTG製ローション、エッセンスのご使用をお
すすめします。これらは、サクションノズルに詰ま
りにくく、安定した噴霧を考慮した仕様になってお
ります。

専用炭酸ガスカートリッジ
（2本）（6本）（12本）

エッセンスボトル
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本体のセット

5.ご使用の前に

レギュレータージョイント側のチューブ接続口にゆるみや外れがないか
を確認します。

1

ハンドピース側のチューブ接続口もゆるみや外れがないかを確認します。2
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ハンドピースをエッセンスボトルの矢印方向に水平に接続します。
•� �しっかりと奥へ差し込んでください。差し込みがゆるいとミスト
が噴霧されなかったり、使用中に外れることがあります。

3

エッセンスボトルをエッセンスボトルスタンドに置きます。4

3

4

ローション（またはエッセンス）の入れ方は、P.14「ご使用方法」を参照してください。
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 炭酸ガスカートリッジを取り付ける際は、P.5の「炭酸ガスカートリッジの取り扱いと保管・
廃棄について」をお読みのうえ、取り付けてください。

濡れた手などでの操作は避け、滑り止めの付いた軍
手やゴム手袋などを使用し、素手では触らないでく
ださい。

�炭酸ガスカートリッジの
先端に異物（毛やほこりな
ど）が付着しているとガス
漏れの原因になります。
カートリッジを装着する前
に先端を布などで拭いて
取り除いてください。

「炭酸ミストユニット専用」と表記された（株）MTG指定
の炭酸ガスカートリッジ以外は使用しないでください。事
故や肌のトラブル、ケガ、破損のおそれがあります。

炭酸ガスカートリッジの取り付け

�下部ケースを持ちながら上部ケースを矢印の方向に回
し、上に持ち上げて取り外します。1

上部ケースをしっかりと持ち、レギュレーターの取り付け
口に炭酸ガスカートリッジの吐出口を真っすぐ当てます。2

1

2
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滑り止めの付いた軍手やゴム手袋などを使用して、炭酸ガスカートリッジを
矢印の方向にねじ込みます。突き当たったような抵抗感が出た後、握り直
し、力を入れて必ず回らなくなるまで素早くねじ込みます。

3

•� �取り付け時、炭酸ガスカートリッジは立てた状態で
レギュレーターに接続してください。斜めにねじ込
まないよう注意してください。
•� �ねじ込んでいる途中でゆるめないでください。� �
ガス漏れのおそれがあります。
•� �ガスが少量噴射しても装着を中断せず、そのまま
一気にねじ込み装着してください。中断するとガス
が噴出し、ケガ・故障の原因になります。

上部ケースの接続用突起を、下部ケースの凹み部に合わせて差し込み、
矢印の方向にロックするまで回します。4

3

接続用突起

凹み部

4

 装着後に炭酸ガスの漏れる音がしている場合は 
�カートリッジを締め直すか、締め直すことができない
場合は戸外で放置し、音がしなくなるのを確認してか
ら取り外してください。

廃棄時にガスを抜きたい場合は
※必ず戸外でおこなってください。� �
※�ガスを抜くと炭酸ガスカートリッジが非常に冷たく
なります。必ず滑り止めの付いた軍手やゴム手袋
などを使用してください。
ガスを抜きたい炭酸ガスカートリッジを装着した後、
2回転ほどゆるめ、炭酸ガスの漏れる音がしているこ
とを確認してください。その後、戸外に放置し、音がし
なくなるのを確認してから取り外してください。
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6.使用上のご注意

•� ���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、破損の
おそれがあります。
•� �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。心配な方は、本品の使用前に肌の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。
•� �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
•� �炭酸ガスカートリッジ装着後は、立てた状態で使用・保管してください。横にして使
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。
•� �本品を持って移動する際は、下部ケースを持
ち、落とさないように注意しながら、真っ直ぐ
立てた状態で移動してください。落とすと、事
故やケガ、製品が破損するおそれがあります。

•� �手や本品にローション（またはエッセンス）が
ついた状態で移動させないでください。滑っ
て落とすおそれがあります。
•� �使用を中断する際や、使用後はエッセンスボ
トルをエッセンスボトルスタンドに置いてく
ださい。エッセンスボトルを倒すと液がこぼ
れたり、製品が破損したりするおそれがあり
ます。

•� �ローション（またはエッセンス）をエッセンスボトルに入れて長時間放置すると、�
ローション（またはエッセンス）が変質するおそれがあります。

エッセンスボトルスタンド

エッセンスボトル

下部ケース

炭酸ガスカートリッジには高圧ガスが充填されています。このため、手荷物での機内への持ち
込み、預け入れ荷物による飛行機への持ち込みは航空法により禁止されています。また、航空
便での輸送もできません。

•� �本品はご使用時の環境温度によってミストの噴霧量が変わることがあります。夏季など環
境温度が高い場合は噴霧量が少なく、冬季など環境温度が低い場合は噴霧量が多くなり
ます。これは構造上の特性によるものであり、故障ではありません。
•� �ご使用されるローション（またはエッセンス）によっては詰まってミストが噴霧できなくなるお
それがあります。P.17「サクションノズルのお手入れ」やP.19の「エッセンスボトルのお手
入れ」をご参照いただき、定期的な清掃を行ったうえ、エッセンスボトルを保管してください。
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7.ご使用方法

エッセンスボトルのボトルキャップを取り外します。1

ローション（またはエッセンス）を� �
右図のようにボトルに注ぎます。

2

ボトルキャップを取り付けます。3

ハンドピースの噴き出しを確認します。4

3分の1程度
入れてください。

•� �ローション注入後はエッセンスボトルが正立するように置いてくださ
い。横に倒しますと空気穴からローションがこぼれますのでご注意くだ
さい。

•� �ハンドピースのジェットノズルを手の甲に向け、エアボタンを押します。��
ミストが噴霧されることを確認してください。

識別ラベル
同梱品の識別ラベルをエッセンスボトルに貼り付けること
で、ローションの入れ間違いを防ぐことができます。

•�余白部分や無地ラベルは、ご自由にお使いください。
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①首筋へ上下に数回噴きかけます。
②顎先から耳下に向かい、フェイスラインをなぞるように数回噴きかけます。
③頬からこめかみに向かって噴きかけます。
④髪の生え際付近に数回、短く下から上に向かって噴きかけます。
⑤仕上げに少し遠くから円を描くように、顔全体へ噴きかけていきます。

※�ローション（またはエッセンス）の用途にあわせて、身体や頭皮にもお使いいただけま
す。

4 4

3 3

2

1 1

5

以下の順番で顔に噴霧します。5
•�噴霧したい部位から約5〜10cm離してご使用ください。
•� �目に直接噴霧したり、使用直後に目をこすらないでください。
•� �目の回りに噴霧する場合は目を閉じてご使用ください。�万が一、目に入った時は、流
水でただちに洗い流してください。なお、異常が残る場合は医師にご相談ください。
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滑り止めの付いた軍手やゴム手袋などを使用し
て炭酸ガスカートリッジを取り外してください。上
部ケースをしっかり持った状態で炭酸ガスカート
リッジを矢印の方向に回して取り外します。

4

ハンドピースのエアボタンを押しても炭酸ガスが
噴射せず、ガスがなくなったことを確認します。1

エッセンスボトルをエッセンスボトルスタンドに置
きます。2

下部ケースをしっかり持ち、上部ケースを矢印の
方向に回してから上方向に引き上げて、上部ケー
スを炭酸ガスカートリッジごと引き抜きます。

3

2

3

4

エアボタン

炭酸ガスカートリッジの取り外し

�炭酸ガスカートリッジは非常に低温になっています。
濡れた手などでの操作は避け、滑り止めの付いた軍
手やゴム手袋などを使用し、素手では触らないでくだ
さい。

基本的に、炭酸ガスカートリッジ装着後は、炭酸ガスがなくなるまで外さないでください。

エアボタンを押しても炭酸ガスが噴射されない場合は、炭酸ガスが無くなっています。この場合
は、下記手順に従って炭酸ガスカートリッジを交換してください。
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クリーンワイヤー

エッセンスボトル

サクションノズルのお手入れ

•� �ご使用の環境によってエッセンスボトルのサクションノズルに詰まりが生じる
ことがあります。
•�クリーンワイヤーは細く曲がりやすいため、取り扱いに注意してください。

ノズルプロテクタの凹み
部に合わせて挿入する

クリーンワイヤーをサクションノズル
の上からまっすぐ中に入れて2、3回
上下させてください。

サクションノズル

8.お手入れと保管

同梱の「クリーンワイヤー」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。

1
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クリーンワイヤーの収納・保管について

クリーンワイヤーは下部ケースの底面に収納することができます。

付け方

取り外し方

クリーンワイヤーの先端を挿入部にあわせ、バネ部をおしこみ、
バネ部の後ろの端を引っかけるように入れます。

1

バネ部の後ろの端を指にかけ、つまんでそのまま引っ張ります。1

収納部（本体底面）

クリーン
ワイヤー

引っかける
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エッセンスボトルのお手入れ

エッセンスボトルを空にして、軽く水洗いします。
•� �余ったローション（またはエッセンス）を元の容
器に戻さないでください。雑菌が繁殖するお
それがあります。

1

エッセンスボトルに残った水を捨てて、サク
ションノズルの先端と周りを、ティッシュな
どで軽く拭いて、陰干しします。

4

水で薄めた中性洗剤を含ませた布などで定期的に清掃します。その後水洗いを
し、風通しの良い日陰で自然乾燥させます。
•� �用途の違うローションを入れる際も、同様にエッセンスボトルのお手入れを行っ
てください。

5

エッセンスボトルをハンドピースに接続し、��
サクションホースに残ったローションが出なく
なるまで空噴きします。

2

エッセンスボトルに水を少量入れ、ハンドピースに接続しエアボタンを押して、�
水のミストを5秒程度噴射します。3

エッセンスボトル

エアボタン
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エッセンスボトルとハンドピースの接続部のお手入れ

ハンドピースをエッセンスボトルから引き抜きます。1

エッセンスボトルとハンドピースの接続部を水洗いし、ティッシュなどで拭いてから、
風通しの良い日陰で自然乾燥させます。2

ローション（またはエッセンス）が接続部にたまることがあります。
1週間に1回程度の定期的なお手入れをおすすめします。

接続部

ハンドピースのお手入れ

ジェットノズルの先端と周りをティッシュなどで軽く拭きます。1
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保管・収納について

廃棄について

•�安定した場所で倒れないことを確認してから保管・収納してください。
•�お子様の手の届かない場所に保管・収納してください。
•� �蛍光灯のそばや、電気カーペットの上など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、化学薬品などにより腐食しやすい場所では保管・収納しない
でください。
•� �直射日光が当たったり、または環境温度が5℃を下回ったり、40℃を超えたりするよ
うな場所（火気の近くや車中）では使用・保管しないでください。

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、炭酸ガスカートリッジを取り
外した状態で保管してください。炭酸ガスカートリッジを装着したまま長期間放置す
ると、炭酸ガスが少量ずつ減ってしまいます。
•�エッセンスボトルを空にして、軽く水洗いして保管してください。

•�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、廃棄してください。
•�炭酸ガスカートリッジの廃棄方法は、P.6をご参照ください。
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9.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。

症状 炭酸ガスが漏れる音がする。

考えられる原因 処置

チューブとレギュレーター、ハンドピース
がきちんと接続されていない。

チューブ接続口をレギュレータージョイン
ト、ハンドピースジョイントにしっかりとね
じ込んでください。

炭酸ガスカートリッジが最後までねじ込ま
れていない。

炭酸ガスカートリッジをレギュレー
ターにしっかりとねじ込んでください。�
P.12をご参照ください。

症状 使用していないのに炭酸ガスが無くなってしまった。

考えられる原因 処置

長期間使用しない場合、安全上の理由で
微量ずつガスが抜ける設計となっている
ため。

炭酸ガスカートリッジの交換を行ってくだ
さい。P.11、P.12、P.16をご参照く
ださい。

症状 ハンドピースのエアボタンを押しても炭酸ガスが出ない。

考えられる原因 処置

炭酸ガスカートリッジが最後までねじ込ま
れていない。

炭酸ガスカートリッジをレギュレーターに
しっかりとねじ込んでください。

炭酸ガスが無くなっている。 炭酸ガスカートリッジの交換を行ってくださ
い。P.11、P.12、P.16をご参照ください。

症状 ミストが噴霧されない。

考えられる原因 処置

エッセンスボトルがハンドピースから 
外れている。

エッセンスボトルをハンドピースに 
しっかりと接続してください。

ローション（またはエッセンス）が 
サクションホースの位置に届いていない。

ローション（またはエッセンス）を 
サクションホースの先が浸かる位置まで
注ぎ込んでください。

エッセンスボトルのサクションノズルが 
詰まっている。

同梱のクリーンワイヤーをノズルに 
差し込んで詰まりを取り除いてください。�
P.17をご参照ください。

処置後、なお異常がある場合や上記以外にも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。
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10.製品仕様

品　名 炭酸ミストユニット

総重量 約660ｇ サイズ
約（横幅）１００×（奥行き） 
55×（高さ）205ｍｍ
ハンドピースは含みません。

材　質 ＡＢＳ樹脂、PET、ポリアセタール、
真鍮、ステンレス、ＮＢＲ 原産国 日本製

（ＭＡＤＥ�ＩＮ�ＪＡＰＡＮ）

ハンドピース レギュレーター

サイズ 約（横幅）１23×（奥行き）１８×
（高さ）３5ｍｍ

調整圧力 約０．１５ＭＰａ

推奨温度 5〜40℃

重　量 約40ｇ
安全装置 ０．５ＭＰａ以上で作動

材　質 ABS樹脂、真鍮、ステンレス、
NBR

エッセンスボトル チューブ

サイズ 約（幅）φ３４．５×（高さ）７7ｍｍ
サイズ 約（幅）φ４×（長さ）１ｍ

容　量 約１5ｍL

材　質 ポリウレタン
重　量 約40ｇ

[同梱品]. .
専用炭酸ガスカートリッジ

安全装置
二重安全封板
（作動環境約70℃）

品　番
2本：PR-GC2、E1025GC-02�
6本：PR-GC6、E1025GC-06�
12本：PR-GC12、E1025GC-12

充填ガス 食品添加物
二酸化炭素（炭酸ガス） 容　積 約97ｍＬ

推奨温度 5〜40℃ サイズ 約（幅）φ４０×（高さ）１３3ｍｍ

ガス量 約７４ｇ 重　量 約３００ｇ

※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。
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11.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、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。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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12.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（同梱品を除く）。

�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。

※免責事項について� �
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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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。

製造番号 　

138071CW


