
取扱説明書

SMART HAND CARE

■ お買い上げいただきありがとうございます。
■ ご使用の前に本書を必ずお読みになった上、正しく安全にお使いください。
■ 本書および保証書を大切に保管してください。
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安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守り いた
だくことを次に説明しています。

警告
次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。
・ 医師にマッサージを禁じられた人
例：血栓［そく（塞）栓］症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚
       感染症
幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。
思わぬ事故の原因になります。
使用前にマッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。
破れた場合は使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。

●

●

●

改造はしないでください。また、 修理技術者以外の人は、 絶対に分解したり修理
をしたりしないでください。
火災 ・ 感電 ・ けがの原因になります。
ご指定用途以外には使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったりしないでください。
感電 ・ ショート ・ 火災の原因になります。
自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。
他の電子機器と同時に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。
手以外には使用しないでください。
事故や体調不良の原因になります。
同時に複数の人が使用しないでください。
故障や事故の原因になります。    

●

●

●

●

●

●

●
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安全上のご注意

警告

比較的低い温度（40℃～ 60℃）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、
痛いの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

「低温やけど」について

次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。
事故や健康を害するおそれがあります。
・ ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機
  器を使用している人
・ 温度感覚喪失が認められる人
・ 悪性腫瘍のある人
・ 心臓に障害のある人
・ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
・ 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からくる知覚障害のある人
・ 皮膚に創傷のある人
・ 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性［とう（疼）痛性］
   疾患の人
・ 体温 38℃以上（有熱期）の人
　例：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など］の強い時期、衰 
          弱しているとき
・ その他、医療機関で治療中の人

●

● 低温やけどをおこす恐れがあります。次のような使いかたはしないでください。
・ 熱すぎると感じた場合の使用
・ こたつの中や、ストーブなどの暖房器具の近くでの使用
　低温やけどの原因になります。
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安全上のご注意

警告

浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、 水などの液体がかか
らないようにしてください。
感電や故障の原因になります。
本体の上に物を置いたり、荷重をかけたりしないでください。
故障や事故の原因になります。
本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。
就寝時の使用を控えてください。
身体への異常やけがの原因になります。
布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。
本体内部が高温になる可能性があります。

●

●

●

●

●

使用部位にアクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。
事故やけがの恐れがあります。

●

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止してください。
健康を害するおそれがあります。
故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。
停電のときはすぐに電源を切ってください。
感電 ・ ショート ・ 火災の原因になります。
お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、 ぬれた手で抜
き差しはしないでください。
感電やけがの原因になります。
電源コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
でください。
感電 ・ ショート ・ 火災の原因になります。

●

●

●

●

●
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安全上のご注意

警告

エアバッグに故意に力を加えて無理に止めないでください。
けがや故障の原因になります。
本製品は片手用です。両手を入れて使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

●

●

平らな場所に置いて使用してください。
故障の原因になります。
1 回の使用は 10 分以内にしてください。また、 同一箇所への連続使用は避けてく
ださい。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。
電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜
いてください。
感電 ・ ショート ・ 発火の原因になります。
使用時以外は AC アダプターをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電 ・ 漏電 ・ 火災の原因になります。
AC アダプターは指定された付属のものを使用してください。また、 付属のアダプ
ターはほかの商品には使用しないでください。
他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

●

●

●

●

●

緊急時や動作中に異常を感じたら、 直ちに AC アダプタープラグを本体から抜い
てください。
事故やけがの原因になります。
本製品は家庭用です。治療用機器ではありませんのでご注意ください。
事故やけがの原因になります。
使用前後には点検を行い、 故障又は異常が認められた場合は、 お買上げの販
売店、又は製造販売業者までご連絡ください。
事故やけがの原因になります。

●

●

●
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製品紹介

コード

操作ボタン

ヒーター
（内蔵）

エアバッグ

親指出し口

DCプラグ

充電差
し込み口

● 付属品

電源を切ってからお手入れをしてください。
感電、怪我をする恐れがあります。
長期間使用していない場合、起動の際、必ず予め電源ボタンの状況をご確認ください。 
事故 ・ 怪我をする恐れがあります。異常がある場合、 サービスセンターに連絡し、 修理に
出してください。
皮膚 ・ その他の部位に痛みや不快を感じる場合、直ちにご使用を中止してください。
皮膚、体の不調の原因になります。

●

●

●

● 注意事項

① 製品本体×1         ② 充電ケーブル×1          ③ 取扱説明書（保証書付き）×1
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DCプラグ

差込口

充電中

赤く点滅

充電完成 電池残量が
少ない時

赤く点灯 緑に点滅

充電について

1．充電するには、DCプラグを製品側面の充電差込口に差し込んでください。
     ※まっすぐ根元まで差し込んでください。

2．充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命だと考えられます。

本製品(本体)は、リチウム電池を内蔵しています。本製品を廃棄される場合は、自治体
の分別ルールに従って廃棄してください。

充電ランプについて

充電中、充電ランプは赤く点滅します。
充電完了後、充電ランプは赤く点灯します。
フル充電には約3時間必要です。
充電満タンの状態で約8回～9回使用可能。
充電しながらのご使用はできません。

電池は交換には対応していません。       
長時間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また、1か月ご
とに本品を起動させて、再び充電してください。長時間充電しないと充電ができなく
なることがあります。
リチウム電池は火の中に投入すると危険であるため、本製品を火元から遠いところ
においてください。       

●

●

●

●

●

●

●

●

※電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能な回数の目安
   は300回～500回です。 
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2．電源ボタン「           」を押すると電源ON、もう一度押すと電源OFFになる。
     ※電源が入ると緑ランプが点灯します。

3．温熱ボタン「           」を押すと温度調節ができる。
     ※温熱機能がつくと白いランプが点灯します。
     ※ヒーター温度は約40℃です。

左の手 右の手

ご使用方法

電源ボタン

エアーボタン
弱：1本　中：2本　強：3本
初期設定は強度弱です。

充電中：赤く点滅
充電完成：赤く点灯

動作中：緑に点灯
電池残量が少ない時：緑に点滅

温熱ボタン
温熱機能起動時：白く点灯
ヒーター温度は約40℃です

振動機能起動時：白く点灯

振動ボタン

1．本体に手を差し込んでください。

使用したい側の手をひらき、 親指を
除く 4 本の指を本体の指の差し込
み部にしっかり差し込み、 親指は側
面の出し口から出します。

使用中に強引に手を引き出さないでく
ださい。電源ボタンを押して電源を切っ
てから手を引き出してください。

使用例

●
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4．振動ボタン「           」を押すと振動ON、もう一度押すと振動OFFになる。
     ※振動機能がつくと白いランプが点灯します。     
 
5．エアボタン「           」を押ことでエアーの強さが調節できる。 
     ※初期設定はエアーの強さは弱です。稼働中に、ボタンを押すごとに、弱→中→強→
        エアーOFFに切り替えます。  

お手入れ方法保管

警告
やわらかい布でから拭きしてください。
汚れがひどいときは、 ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、 よく絞って拭
き、最後にから拭きしてください。
変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
年に一度は電源プラグ（金属部分）をから拭きをしてください。

（絶縁劣化防止のため）
汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
子供の手の届くところには保管しないでください。
廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示に従ってください。

●
●

●
●

●
●
●
●

●本製品は 10 分間連続稼働すると、自動的に電源が OFF になる。
●1 回の連続使用時間は 30 分以内を目安としてしてください。

注
意

ご使用方法
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故障

動かない

充電しても数分
間しか使えない

温熱機能が
使えない

運転中に停止する

異音がする音が大きい

考えられる原因 処置

外部電源に接続しています 正しいプラグを使ってください。

電池が切れました 充電してください。

電源ボタンを十分に押してい
ません

緑ランプが点灯するまで電源ボ
タンを押してください

バッテリーの消耗（約5年）
販売店、サービスセンターに連絡
してください。（ご自分で電池交
換しないでください。）

推奨環境温度の範囲外でご
利用の場合、製品が動作で
きないことがあります

15－35℃の環境で使用してくだ
さい。

電池が切れました 充電してください。

約 10 分経過するとタイマー
機能がはたらき、 自動的に
運転が停止します , 故障で
ありません。電源ボタンを押
すと運転を再開します。

振動音は構造上発生するも
のですので、異常ではありま
せん。

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売
店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、 修理改造はしないでください。異常動作を
してけがや事故のおそれがあります。

故障かなと思ったら
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製品仕様

※製品のデ ザインおよび仕様については、予告なしに変更する場合がござ います。予
めご了承ください。

製 品 名 称

品 番

発 売 元

定 格 電 源

定 格 電 圧

消 費 電 力

バ ッ テ リ ー 容 量

稼 働 時 間

フ ル 充 電 時 間

サ イ ズ

製 品 重 量

バ ー ジ ョ ン 番 号

SMART HAND CARE

TL104A

極楽鳥製薬株式会社

5V/1A

3.7V

8W

2200mAh

10分/回

約3h

約193×176×108mm

約890g

J-03
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保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
本書は、再発行しませんので、大切に保管してください。
無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご用意のうえ、
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
所定の記入欄が空白のままですと本書は有効にはなりません。記入のない
場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

1．取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理
   若しくは交換いたします。
2．本書は、日本国内においてのみ有効です。
3．保証期間内であっても次のような場合は、有料修理となります。
　　①使用上の誤りまたは不当な修理・改造による故障や破損。
　　②お買い上げ後の落下・衝突などによる故障や破損。 
　　③地震、火災、ガス害、風水害、その他天災による故障や破損。
　　④外力による本体の変形や変色。  
　　⑤消耗品の消耗による交換。  
4．点検・修理等の依頼の際の送料は、お客様負担とする。

〈無料修理規定〉
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保証書

製品名称/品番 SMART HAND CARE          TL104A

お客様

製品に対するお問合せ先

発売元・住所・TEL

極楽鳥製薬株式会社

東京都足立区千住仲町2-3ハマノ第一ビル2F

TEL：03-5284-8296

お問い合わせ受付時間：10:00～17：00

                      （土・日・祝日を除く）

取扱販売店　住所・電話番号

お買い上げ日  年 　 　月 　 　日 より12ヶ月間無料修理保証期間

お   名   前 :

ご   住   所 :

お電話番号 :
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ICON DESCRIPTION

       

DO NOT INSERT PINS

ATTENTION！CONSULT 
ATTACHED DOCUMENTS

PLEASE READ THE 
INSTRUCTIONS CAREFULLY

DIRECT CURRENT

FORBIDDEN
OPERATION STEPS THAT NEED TO
BE DONE ACCORDING TO 
THE INSTRUCTIONS

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
USE PERIOD OF ELECTRONIC 
PRODUCTS

SEPARATE DISPOSAL SIGNS FOR WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
(PLEASE COMPLY WITH LOCAL LAWS AND REGULATIONS)
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PRODUCT INTRODUCTION

BASIC CONFIGURATION
Product body×1                                  
Adapter×1
Instructions×1

①
②
③

Control Button

Airbag

Thumb outstretched hole

Heat 
(built-in)

Charge

Adapter Charging 
interface
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READ BEFORE USE

WARNING
PEOPLE WHO ARE BEING TREATED IN MEDICAL INSTITUTIONS OR HAVE 
THE FOLLOWING CONDITIONS, PLEASE CONSULT A DOCTOR OR 
PHYSIOTHERAPIST BEFORE USING

Patients are receiving medical treatment and feel abnormal body.
Patients with heart disease and abnormal cranial nerve responses.
Patients whose body temperature exceeds 38 ℃.
Patients with infectious diseases.
Patients with impaired skin perception or abnormal skin.
Patients taking medication.
Patients with abnormal blood pressure.
Patients who cannot express their wishes freely.
Patients with sensory disturbance due to diabetes.
Those who are believed to have lost their ability to sense temperature.
Patients with skin allergy to electrodes.
Users with insufficient physiology, perception, mental capacity, experience or cognition.
When there is discomfort such as acute inflammation, fatigue, chills, abnormal blood 
pressure, etc.
Patients who are suspected to be edema, bacterial infection and other special inflamma-
tion caused by acute trauma should consult a doctor first.

PLEASE  READ INSTRUCTIONS BEFORE USE, MAKE SURE TO USE THE PRODUCT 
CORRECTLY ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS  
Otherwise, it is easy to misuse and cause accidents.

This product is not a medical device and has no medical effect. It is not recommended 
for medical use and is not intended for medical use in hospitals.
It can't instead of medical equipment, only for massage.

This product has a built-in rechargeable battery, please do not throw it into fire or heat 
it.
Otherwise, it may cause leakage of liquid in the battery, overheating or explosion of the 
battery.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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READ BEFORE USE

THE FOLLOWING PEOPLE ARE  PROHIBITED TO USE THIS PRODUCT :
WARNING

Before plugging in the product, please make sure that the product function is off 
and the voltage should be consistent with the product voltage.
Easy to cause fire, electric shock or machine failure.
The product has a hot surface, and it must not be used by people who are not 
sensitive to heat, infants or children who cannot take care of themselves.
Easy to cause accidents or hurt.
This product is not suitable for kids, unless kids are accompanied by adults during 
use.
It is easy to cause accidents or cause injuries.
Keep the product away from fire sources,heated high-temperature objects, 
liquids or humidenvironments; when it is in a humid liquid state or when users 
touch the water source, do not touch the power supply or power cord.
It is easy to cause fire, electric shock or machine failure.
Make sure that the conductive parts of the product (such as wires, power ) are not 
in contact with liquid.
It is easy to cause fire, electric shock or machine failure.

●

●

●

●

●

Patients with malignant tumors.
Patients with bleeding tendency.
Pregnant women, parturients.
Cardiac pacemaker users.
Metal built-in patient.
Patients with artificial organs or prosthetics.
Patients with disorders of blood circulation and varicose veins.
Patients with exposed wounds and broken skin.
Hand nerve disorder or skin sensory disorder.
Persons who have metal, silicon, or plastic implants in their hand due to bone 
fractures or plastic surgery.
Persons suffering from hand or finger aftereffects due to traffic accidents, etc.
Those who have or have had a hand disease (hand tendon injury, finger replantation, 
multiple finger deformity, phalanx fracture,hand surgery.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

18



READ BEFORE USE

The product is strictly forbidden to spray water. Once the water enters, the 
electronic circuit will be damaged. Do not use it. 
It is easy to electric shock or machine failure.
Do not use this product when the product is near high-frequency electromagnetic 
sources. 
It is easy to cause fire, electric shock or machine failure.
After use, please store the product properly, do not twist or pull the adapter. 
Prevent tripping on others or damaging the product.
Please store in a place that is not easily accessible by children to prevent children 
playing or operating the machine. 
Easy to cause accidents or injuries.
When using the product, do not apply any other self-heating plaster to the heated 
area.
Otherwise it may cause related problems.
Do not use it near the stove, or use inside the electric heater or on high tempera-
ture areas such as electric blankets or smoking. 
Easy to cause fire, accidents or injuries.
Do not cover the product with towels or cloth.
It will cause the internal temperature to rise, resulting in a fire, accident or malfunc-
tion.
Do not use it in a room temperature above  35 ° C or in direct sunlight.
It will cause the internal temperature to rise, resulting in a fire, accident or malfunc-
tion.
Do not use while sleeping. Unconscious use may cause physical abnormalities and 
injuries.
Do not use it in the bathroom or in places with high humidity.
Otherwise, it may cause insulation failure. Due to moisture, which may cause a fire.
Disconnect charging line from the onion household power outlet when not 
charging.
Otherwise, leakage of electricity may be caused due to deterioration of insulation 
performance, which may cause triggering electricity or fire.
Do not wrap the power supply tightly around charging line during storage.
Otherwise, the power cord may be disconnected, causing burns, electric shock, or 
fire due to short circuit.
Do not allow needles or debris to attach to the charging line.
Otherwise it may cause electric shock or firedue to short circuit.

WARNING
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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READ BEFORE USE

WARNING！
Do not charge this product when the power adapter is damaged, or when the plug 
is not firmly inserted into the household power socket. Do not damage or modify, 
or forcefully bend, pull, or twist the power cord. In addition, do not place heavy 
objects on the power cord or squeeze the power cord. 
Otherwise it may cause electric shock or fire due to short circuit.
Do not modify or repair. 
Otherwise it may cause fire, electric shock, or injury.
Do not engage in any other activities while wearing the main unit.
Otherwise it may lead to unexpected accidents.
Do not drop or subject to shock. 
Otherwise it may cause injury.
Do not to bring huge impact and load to the body. 
Which may cause faults and accidents.
Mediately stop using and remove the charging line if there is an abnormality or 
failure.
Using it in such conditions may cause electric shock, injury or fire.

●

●

●

●

●

●

Disconnect the charging line or the appliance plug by holding onto the adaptor or 
appliance plug instead of the cord.
Disconnecting by holding onto the cord may cause electric shock or injury.
Regularly clean the charging line and the appliance plug to prevent dust from 
accumulating.
Otherwise it may cause fire due to insulation failure caused by humidity. Disconnect 
the charging line and wipe with a dry cloth.
If it has not been used for a long time, be sure to check whether the switch etc. are 
normal before using it again. 
Otherwise, it may cause an accident or injury. If it does not work normally, please send 
it to the designated maintenance place.
If you have any scruple about your health or have a disease that may cause you 
worry, please consult your doctor before using this product.

●

●

●

●

The main unit, charging line, or cord is deformed or abnormally hot.
The main unit, charging line, or cord smells of burning.
There is abnormal sound during use or charging of the main unit, charging line, or 
cord.
Immediately contact the store where you purchased the unit or contact a service 
center authorized by us for repair.

●

●

●

<Abnormality or failure cases>
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STEPS DESCRIPTION

HOW TO RECHARGE

POWER CHARGING LINE
INTERFACE

INSERT

 •  Charging completed, flashing red light will
     be changed to steady on red light .

 •  During charging, the power button indicator 
     will turn red and flashing.

CHARGING

LIGHT FLASHING
ON RED

CHARGING COMPLETED

LIGHT STEADY 
ON RED

①  Connect the power charging line interface and products，  
       And it should be match adapter of output parameters 5V/1A.
②  Plug the power charging line charging head into the socket; 
      to prevent electric shock, please insert the socket accurately         
      and safely.
③  Check if the charging light is on.

④  When charging is completed, please disconnect the power adapter and charging plug.

ATTENTION
       Please use the slightly lower level massage function when starting up the appliance. 
Stop using it if you feel anything abnormal.

Insert your hand into the 
product open your palm and put 
into the appliance, place your 
thumb and other four fingers like 
below images.

It is fully charged in about 3 hours.
If it is been not used for a long time, the battery may be discharged automatically. 
Please charge it before use.
No function can be used during charging, please disconnect the adapter and charging 
plug before use.
If it is charged in a high temperature environment, the product protection device will 
work and the charging may stop halfway.

●

●

●

●

●
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STEPS DESCRIPTION

Attention:

Left hand Right hand

Do not pull out your hand 
during use. 
Please turn off the appliance by 
pressing the power button if in 
emergency.

【USAGE EXAMPLES】

USAGE METHOD

AIR PRESSURE 
INTENSITY BUTTON

VIBRATION
BUTTON

POWER BUTTON

Low level:       1 light
Medium level:  2 lights
High level:      3 lights

Charging: red light flashes
Charging completed:red light on

Massage mode in operation: 
green light on

Low battery: green light flashes

HEAT BUTTON

Heating indicator will turns on 
when the heating function is working.

White light on when vibration 
function is in operation.

When the product is power on, press the other buttons to select the function you need.

LED(white light)） white light3 level intensity optionalgreen light 

POWER BUTTON
After short press the power button, the low level of air pressure function is enabled by default.

Default slightly lower level 
when turn on.
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STEPS DESCRIPTION

press[low] 1 light-press press [Medium]2 light-press [hight] 3 light

Press this button to switch among weak→medium→strong mode in turn during the massage. 

HEAT FUNCTION

VIBRATION BUTTON

AIR PRESSURE INTENSITY BUTTON

• The working time is 10 minutes when product is turned on.

Press the heating button after massager startup, (Heating turn on) ←→ ( Heating turn off )
switch in sequence.

Press the vibration button after massager startup, (Heating turn on) ←→ ( Heating turn off )
switch in sequence. 

ON Turn on 
heating

(white light)

turn off 
heating

( light off)press press

ON Turn on 
vibration

(whitelight)

Turn off 
vibration

    (light off）press press
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STEPS DESCRIPTION

TIPS

DISPOSABLE GLOVES

It is recommended to start using this appliance 
from the weak mode.
When using hand cream, allow some time interval 
before using this appliance.
Do not use this appliance together with hand 
masks. 
If there is any problem with your skin or hand 
during use, stop using the appliance immediately 
and consult a doctor.

●

●

●

●

●

●

●

●

When using this product, the manicures may fall off, and the three-dimensional 
pattern on the nail may be hooked to the product cover. Please wear gloves.
While using this appliance, your hands get warm and red temporarily. This does not 
indicate a problem.If the symptoms do not improve, consult a surgeon.
When the area around hand gets warm as a result of using this appliance, your 
hands may temporarily turn red. This will fade in time and does not indicate a prob-
lem.
Your manicure may fall off due to use of this product.Before use disposable gloves.
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MAINTENANCE

HOW TO CLEAN

STORAGE METHOD

①   Before you clean, please make sure the power is switched off, and charging line has been    
        pulled out from the socket. Please use dry cloth to clean the product.
②   Please cleaning product with a clean soft cotton cloth. Do not use corrosive cleaning agents     
        such as benzene or thinner to clean the product.
③   Do not immerse the product in water or other liquids. Spilling water on the product may    
        cause electric shock.

①   Keep the product clean and far from the wet environment. The device should be stored in its   
        original packaging and kept in a clean and dry place.
②   Avoid strong sunlight and corrosive gas and liquid erosion.

CLEANING THE MAIN UNIT

HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION INSTRUCTIONS
For environmental protection and recycling of materials This appliance contains a 
Nickel-Metal Hydride battery.Please make sure that the battery is disposed of at an 
officially assigned location, if there is one in your country.

●

●

●

Wipe away dirt with a cloth soaked in soapy water,  
wring out the cloth before wiping. 
Do not use alcohol, paint thinner, benzine, or nail 
polish remover. 
Using these may damage the appliance or cause cracks 
or discoloration in the  components.Otherwise it may 
damage the product or cause cracking or discoloration 
of parts.
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TROUBLESHOOTING
If there is a malfunction during operation, please check the following:

Problem

The appliance does not 
operate even the “power”

switch is pressed. It is not charged.

Remove the charging line
from the main unit.

Recharge with the charging line.

Consult a retailer or an authorized 
service center.

(Do not change the battery 
yourself. Doing so may damage 

the appliance.)

Use under the recommended 
temperature of 15 °C - 35 °C.

Properly insert the charging
 line into 

the household outlet.

Firmly insert the appliance plug 
into the appliance socket.

Press the “power” button 
firmly to its place.

The “power” switch is 
not firmly pressed.

Battery life is exhausted 
(approximately 5 years).

The appliance plug is 
not firmly inserted 

into the appliance socket.

The appliance may not 
work beyond the 

recommended 
temperature.

The charging line is 
not properly inserted into 

the household outlet.The charging indicator 
lamp does

 not go on/goes out.

The appliance can be used 
only for a few minutes even 

after charging it.

The main unit 
does not heat up.

 Reason Basic Exclusion Method

The main unit and AC 
charging line are connected 

to a household outlet.

PRODUCT OVERHAUL

If the problems still cannot be solved, contact the store where you purchased the unit or a service 
center authorised by us for repair.

Recharge with the charging line.The battery has run down.

The appliance 
automatically stops after 

approximately 10 minutes.
This does not 

indicate a problem.

The appliance 
stops during use.
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※ Parameters such as product size and weight are reference values, and the actual product 
shall prevail in the end.

PRODUCT PARAMETERS

SMART HAND CARE

TL104A

5V/1A

3.7V

8W

2200mAh

About 193mm×176mm×108mm

About 890g

10 minutes

About 3h

GOKURAKUCHOUSEIYAKU CO., LTD.

On the nameplate

On the nameplate

J-03

PRODUCT NAME

MODEL

CHARGING PARAMETERS

WORKING VOLTAGE

INPUT POWER

BATTERY CAPACITY

PRODUCT SIZE

NET WEIGHT

USE PERIOD

CHARGING TIME

MANUFACTORY

PRODUCTION DATE

PRODUCTION NUMBER

VWESION NO.

PRODUCT PARAMETERS
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※ This Label explains: This product can be used safely within the environmental protection use 
period, and it should be recycled after the environmental protection use period is exceeded.

     ：Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous 
materials of the part is below the limit requirements specified in GB / T 26572-2011.
        ：Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous 
material of the part exceeds the limit requirement specified in GB /T 26572-2011.

 This table is prepared in accordance with the provisions of SJ /T 11364.

×  

Product Host

Note (Environmental use period is the number 10 in the label, representing ten years, which 
means that the hazardous substances contained in electronic and electrical products will not 
leak or mutate under normal conditions of use, and users of electronic and electrical products 
will not be (Period of environmental pollution or damage to its person and property).

(Pb) (Hg) (Cr(VI))(Cd) （PBDE）（PBB）

Power cord assembly

Heating assembly

Circuit board

Battery assembly

Electrode assembly

Motor assembly

Plastic Assembly

Part Name

HARMFUL MATERIALS

EXPLANATION OF THE NAME, CONTENT AND RESTRICTED
                  USE MARK OF HAZARDOUS SUBSTANCES
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SINCERELY THANK YOU FOR CHOOSING 

Please read the manual carefully before using and properly keep for later queries
取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管してください

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます


