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安全上のご注意

誤った取り扱いをすると、人が
死亡または重傷を負う危険性が
切迫して生じることが想定され
る内容を示します。

誤った取り扱いをすると、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。

誤った取り扱いをすると、人が
傷害を負ったり物的損害の発生
が想定される内容を示します。

■この商品を安全に正しく使用していただくために、
お使いになる前にこの取扱説明書の「安全上のご注
意」をよくお読みになり十分に理解してください。
■お読みになったあとはいつも手元においてご使用
ください。

※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。

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な
内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

危険�

警告�

注意�

1

●安全上のご注意………………………………1～8P
●エレパルスHV-F123の特長 …………………9P
●エレパルスHV-F123の効能・効果 …………9P
●各部のなまえとはたらき ………………10・11P
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●故障かな？と思ったとき ………………29～31P
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●品質保証書………………………………………33P
●商品に関するお問い合わせは………………裏表紙
●修理を依頼されるとき………………………裏表紙

このたびは、オムロン低周波治療器エレパルスHV-
F123をお買上げいただきまして、ありがとうござ
います。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みくださ
い。そして、正しくご使用くださいますようお願い
申し上げます。なお、この取扱説明書は保証書を兼
ねていますので、紛失しないようにしてください。

目　次



安全上のご注意

△記号は注意（警告・危険を含む）を
示します。
具体的な注意内容は、△の中や近く
に文章や絵で示します。
左図の場合は“特定しない一般的な
注意、警告、危険”を示します。

記号は禁止（してはいけないこと）
を示します。
具体的な注意内容は、 の中や近く
に文章や絵で示します。
左図の場合は“分解禁止”を示しま
す。

●記号は強制（必ず守ること）を示し
ます。
具体的な強制内容は、●の中や近く
に文章や絵で示します。
左図の場合は“特定しない一般的な
使用者の行為”を示します。

図記号の例

2

下記のような医用電子機器との併用は、絶対
しないでください。
１）ペースメーカー等の体内植込型医用電子
機器

２）人工心肺等の生命維持用医用電子機器
３）心電計等の装着型医用電子機器
●誤動作をまねく恐れがあります。

危険�

警告�
次の人は、医師と相談してご使用下さい。
1）急性疾患のある人
2）悪性腫瘍のある人
3）感染症疾患のある人
4）妊娠している人
5）心臓に障害のある人
6）熱の高い人
7）血圧に異常のある人
8）皮膚知覚障害又は、皮膚に異常のある人
9）その他医師の治療を受けているときや、
とくに身体に異常を感じているときなど。

●事故や体調不良を起こす恐れがあります。

3



安全上のご注意

他の治療器との同時使用や塗布剤（スプレー
式等含む）との併用はしないでください。
●気分が悪くなったり体調不良を起こす恐れ
があります。

修理・改造は行わないでください。
●異常動作をしてケガをすることがあります。

治療の目的外の使用はしないでください。
●事故やトラブルにつながる恐れがあります。

警告�

注意�
治療器やからだに異常を感
じたら、すぐに使用を中止
してください。
●事故や体調不良を起こす
恐れがあります。

心臓の近く、※首から上、
頭部、口中や陰部、皮膚疾
患部などには使用しないで
ください。
●事故や体調不良を起こす
恐れがあります。

※首から上

4

治療の途中で他の部位に電
極パッドをはりかえる場合、
電源を入れたままで電極面
には触れないでください。
●強いショックを受けます。
●電極パッドを皮膚から外
すと約5秒で自動的に電
源がOFFします。

幼児やご自分で意思表示が
できない方へのご使用は避
けてください。
●事故や体調不良を起こす
恐れがあります。

浴室等の湿度の高いところ
や、入浴しながらの使用は
しないでください。
●強いショックを受けます。

自動車等を運転しながら使
用しないでください。
●強い刺激を受けると事故
やトラブルにつながる恐
れがあります。

注意�

5



安全上のご注意

6

注意�

就寝時には使用しないでくだ
さい。
●導子断線事故やトラブルに
つながる恐れがあります。

電極パッドにベルト、ネック
レスなどの金属がふれない
ようにしてください。
●強いショックを受けます。

携帯電話の近くで使用しない
でください。
●強いショックを受ける恐れ
があります。

電極パッドは重ならないよ
うに貼ってください。

電極パッドはいつも清潔に
しておいてください。粘着
面はなるべく指でさわらな
いようにしてください。

導子コードと電極パッドの
接続部は、極端に折り曲げ
たり、引っぱったりしない
でください。

本体から導子コードを抜く
ときは、コードを引っぱら
ず、プラグをもって抜いて
ください。

お願い

7



安全上のご注意

本体を高いところから落と
したり、振動を与えたりし
ないでください。

導子コードは、使用後本体
から抜いて、導子収納具に
収納してください。

使用後は電源を必ず切って
ください。

お願い

8

①肩・腰・足裏・関節・手足・おす・たたく・もむの８通りの
治療モードがボタン操作ひとつで選べます。
②５通りのプログラムモード(肩・腰・足裏・関節・手足)は
波形・周波数が自動的に変化し、より心地よい使用感が
得られます。
③リピート機能が付いています。いろいろな刺激の中から
お好みの刺激のみによる治療が可能です。〈治療プログ
ラムモード(肩・腰・足裏・関節・手足)のみ使用可能〉
④３通りのマニュアルモード(おす・たたく・もむ)は速さ調
節ダイヤルにより刺激の速さが調節できます。
⑤ソフト機能が付いています。マイルドな刺激による治療が
可能です。
⑥ジャンボパッドにより、体の曲面によく沿って貼り付け
ることができます。
⑦オートパワーオフ(15分タイマー)機能が付いています。
もし電源を切り忘れても、自動的に15分で出力が停止
します。
⑧治療終了までの残り時間が液晶に表示されます。また、
治療モードに応じて、治療イメージが液晶表示部に表示
されます。
⑨ソフトスタート機能が付いています。治療途中で治療モ
ードを切り替えても、選んだ強さまで徐々に刺激が強ま
ります。
⑩皮膚検知機能が付いています。電極パッドが約5秒間、皮
膚からはがれていると自動的に電源が切れます。
⑪モードメモリ機能が付いています。電源をONすると自
動的に前回の治療モードから治療を開始します。(ご購入
時や、電池交換時には肩モードで治療が開始されます。)

エレパルスHV-F123の効能・効果
●肩こり
●マッサージ効果：疲労回復、血行をよくする、
筋肉痛・神経痛の痛みの緩解
●末梢神経麻痺

9

エレパルスHV-F123の特長



各部のなまえとはたらき

10

導子ジャック液晶表示部

強さ表示速さ表示

強さ調節
ダイヤル
（電源スイッチ兼用）

速さ調節
ダイヤル

自動モード
選択スイッチ

モード
表示ランプ

リピート
スイッチ

リピート機能
表示ランプ

手動モード
選択スイッチ

モード
表示ランプ

ソフト機能
表示

ソフトスイッチ

電池カバー

※液晶表示の例は全表示です。

導子ジャック

液晶表示部

強さ調節ダイヤル
（電源スイッチ兼用）

リピートスイッチ
（自動モード）

ソフトスイッチ
（自動モード・手動モード）

速さ調節ダイヤル

モード表示ランプ

自動モード
選択スイッチ

手動モード
選択スイッチ

導子コードのプラグを差し込みます。

電源の『入／切』および刺激の強さを
調節します。

治療の残り時間とソフト機能動作、治
療状態のイメージを表示します。

スイッチを押すとスイッチ部に表示さ
れている治療プログラムが選択できま
す。

スイッチを押すとスイッチ部に表示さ
れている刺激が出力されます。

手動モードでの刺激の速さを調節しま
す。

選択されているモードの周波数に応じ
て点滅します。

1)スイッチを１度押すと、プログラム
の進行が止まり、そのときの刺激を
くり返します。このスイッチが動作
している時はリピート機能表示ラン
プが周波数に応じて点滅します。

2)もう１度押すと、リピート機能表示
ランプが消え、くり返しをやめて、
プログラムの進行を再開します。

1)スイッチを１度押すと、自動的に刺
激がマイルドになります。このスイ
ッチが動作している時は液晶表示
部に｢ソフト｣と表示されます。

2)もう１度押すと、液晶表示部の「ソ
フト」表示が消え、通常の刺激に戻
ります。

11



付属品

●ソフトケース

●導子コード

プラグ

●導子収納具

●マンガン乾電池
R03単4形2本
(お試し用乾電池)

●ジャンボパッド
1組(2枚入)
※消耗部品

12

※お試し用電池とはお買い上
げのときの動作をチェックし
ていただくための電池です。

※次回交換の時は、アルカリ
乾電池をおすすめします。

低周波治療について

生理作用をうまく利用する治療法
自分自身は気づきませんが、脳や心臓、筋肉や神経など、

私たちの身体はいかなるところからもごく弱い電気を発

生しています。

そして、外部から加えられた電気的な刺激にも敏感に反

応しますし、いろいろ変化をおこす性質があります。人

間の身体がもともともっているこのような作用を上手に

利用して、病気の治療を行おうとするのが電気治療で、

その中の代表的なひとつが低周波の治療法です。現代医

学でも、こり・痛み・マヒなどに幅広い効果のあること

が認められており、各地の病院や医院で数多くの患者さ

んに低周波治療が施されています。

リズミカルなやさしい刺激の低周波
低周波というのは、一定のリズムで流れたり切れたりと

断続する特殊な電流です。低周波を上手に利用すると、

トン・トン・トンとたいへんリズミカルなやさしい刺激

を与えてくれます。

低周波のやさしい刺激は、押したり、もみほぐしたりす

るマッサージの効果があります。

13



簡単な使い方(番号順に操作してください。)

14

導子コードのプラグを
本体の導子ジャックに
差し込んでください。

4

15

乾電池を　　の極性を
間違えないように差し
込んでください。

電極パッドを導子コード
にセットし、透明フィル
ムをはがしてください。

電極パッドを患部に貼
ってください。

1

3

2
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簡単な使い方(番号順に操作してください。)

モード選択スイッチを
押してお好みの刺激を
お選びください。

速さ調節ダイヤルにより刺激
の速さを調節してください。
(手動モードのみ)

刺激が強すぎる場合にはソ
フトスイッチを押して刺激
をマイルドにしてください。
(自動モードと手動モード)

6

9

8

※液晶表示の例は全表示です。

17

治療が終わったら電源ス
イッチを切ってください。

電源スイッチ（強さ調節ダ
イヤル兼用）を入れ刺激の
強さを調節してください。

同じ刺激をくり返したいときにはリ
ピートスイッチを押してください。
(自動モードのみ)

5

7

10



電極パッドの粘着面の透明
フィルムをはがしてくださ
い。

患部肌をぬれたタオルなど
でふき、油分、化粧品、汚れ
などを取ります。
※電極パッドの粘着面に油分などの
汚れが付くと粘着力が低下し、使
用できる回数が減少します。

19

患部に電極パッドを貼り固定します。
※両方の電極パッドを貼らないと治療できません。

注意�

電源スイッチを入れたまま電極パッドを肌へ貼り付ける
ことは絶対に避けてください。突然強いショックを受け
ることがあります。

正しい使い方

1.乾電池の入れ方

2.導子の準備とセット

※電池が消耗して、新しいものに交換される場合はアルカリ乾電池
LR03単４形をおすすめします。
※古い電池と新しい電池は、混ぜて使わないでください。
※電池を交換するとモードメモリは消去されます。

電極パッドを導子コードに
確実に接続してください。

18

図のように電池カバーを矢印
の方向に軽く押して、カバー
を開けてください。

の極性をまちがえない
ように電池を差し込んでくだ
さい。
※電池交換をする時は必ず電源が
「切」になっていることを確認し
てから行ってください。

電池カバーをスライドさせな
がら、確実にしめてください。

本器の電池収納場所は本体の裏側
です。使用電池は、単4形2本です。（ ）
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自動モード(肩・腰・足裏・関節・手足)が選択された
場合、刺激の強さおよび速さはプログラムにより自
動的に変化します。プログラム進行中にリピートス
イッチを押すと同じ刺激を繰り返すことができます。

手動モード(おす、たたく、もむ)で治療を行う場
合、速さ調節ダイヤルを徐々に回してお好みのリ
ズム・速さに合わせてください。

モード選択スイッチを押し、
目的に応じて治療モードを選
択します。このとき、治療モ
ードに応じて、治療イメージ
が液晶表示されます。

刺激の強さを調節します。強
さ調節ダイヤル（電源スイッ
チ兼用）を徐々に回して快い
強さの得られる位置に合わせ
てください。刺激が強すぎる
場合にはソフトスイッチを押し
てください。刺激がマイルド
になります。
※強さ調整ダイヤルを回しても、治療イメージのレベル表示は
変わりません。
※電池が消耗している場合は、刺激が弱くなることがあります。

3.治療方法

本体の使用により発疹、かぶれ、かゆみ等の症状があら
われた場合には、使用を中止し医師にご相談ください。

注意�
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正しい使い方

プラグを本体に接続します。
導子コードのプラグを本体の
導子ジャックに差し込んでく
ださい。

電源スイッチ(強さ調節ダイヤ
ル兼用)を｢切｣からカチッとい
う音がするまで回し電源を入
れます。
電源を入れると液晶表示が約
1秒間全点灯した後に、モー
ド選択ランプが点灯します。
タイマー表示は治療の残り時
間を表示します。

※ご購入時やリ電池交換時には自動モードの｢肩｣で治療が開
始されます。
※上記以外の時には、前回治療終了時の治療モードになりま
す。(モードメモリ)
※電極パッドが皮膚からはがれている約5秒間で、自動的に
電源が切れます。



5.ソフトスイッチの使い方
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もう１度ソフトスイッチを押
すと刺激が元に戻ります。
この時、｢ソフト｣の液晶表示
が消え、治療イメージ表示が
元に戻ります。
※刺激が強くなります。

刺激をマイルドにしたい時にお使いください。

6.治療が終わったら電源を切ります。
1 電源スイッチを「切」にします。
タイマーが内蔵されており、約15分
で自動的に電源が切れますが、電源
スイッチは必ず「切」にしてください。
※「切」にしないとわずかですが電池
の消耗が早まります。

2タイマー終了後再度治療する場合は、1度電源スイッ
チを「切」にしてから電源を入れてください。

本体をご使用中にソフトスイ
ッチを１度押すと、治療中の
刺激がマイルドになります。
この時、｢ソフト｣と液晶表示
され治療イメージが変わりま
す。

4.リピートスイッチの使い方

22

正しい使い方

刺激の強さおよび速さはプ
ログラムにより自動的に変
化します。プログラム進行
中にリピートスイッチを１
度押すと、プログラムの進
行を中止し、その刺激を繰
り返します。
この時、リピート機能表示
ランプが周波数に応じて点
滅します。

もう１度リピートスイッチ
を押すと繰り返しをやめ、
次の刺激(プログラム)から
出力し始めます。
この時、リピート機能表示
ランプは消灯します。

自動モードでお好みにあった刺激で治療したい時に
お使いください。

※手動モードでは、リピート機能は働きません。



低周波の強さは、強さ調節ダイヤルの位置だけでは決
められません。刺激の強さの感じ方は、人によっても、
またその時の体調によっても違います。また、電池の
消耗度や導子の状態によっても異なります。したがっ
て「快い」と感じる位置を目やすとして、強さ調節ダ
イヤルを調節してください。

8.強さの目やす・時間・回数

1ヵ所1回 10～15分が目やすです。
1回の治療時間は、30分以内にしてください。

1日 1～2回が目やすです。使いはじめの1週間ぐらい
は、人によっては疲れを感じることもあります。出力
は弱め、時間は短め、回数も1日1回にしてください。

強さをむやみに強くしても、効果があがるわけではありま
せん。皮膚を過剰に刺激するとヒリヒリしたり、赤くなる
ことがあります。

時間

強さ

回数

注意�
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たたく

もむ

速くたたく、ゆっくりたた
くなどのたたく刺激が血
行を良くします。

速くもむ、ゆっくりもむ、
などの刺激が、痛みをや
わらげます。
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正しい使い方

肩

腰

手足

おす

関節

やさしくたたき、軽くもむ
ような刺激が、こりやこり
からくる痛みをほぐしま
す。

じっくり押し、やさしくた
たくような刺激が、血行
を良くし痛みをやわらげ
ます。

速くたたく、ゆっくりたた
くなどのたたく刺激が血
行を良くします。

軽くおす、じっくりおすな
どのおす刺激が血行を良
くします。

軽くさすり、やさしくもむ
ような刺激が、血行を良
くし痛みをやわらげます。

足裏
やさしくたたくような刺
激が、血行を良くし疲労
をほぐします。

7.治療モードの基本例



10.本体のお手入れと保管の仕方

27

本体の汚れは水または中性
洗剤をしみこませた布でよ
くふき取り、乾いた布で空
ぶきしてください。
※ベンジン、シンナー、ガソリン
などを使用しないでください。

テレビやスピーカー、その
他の磁気や電波を発生する
場所での使用、保管はさけ
てください。

高温多湿、直射日光のあた
る場所へは置かないでくだ
さい。

お子さまの手のとどかない
ところ、水のかからないと
ころに保管してください。

長期間(3ヵ月以上)ご使用
にならない場合は、電池を
本体からはずしてください。
※モードメモリの内容は全て消
去されます。

導子コードのプラグを本体
の導子ジャックから抜いて
ください。

使用後の電極パッドを導子
コードに接続したまま導子
収納具に貼り付けてくださ
い。

導子コードを導子収納具に
巻き付けてください。

9.収納の仕方
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正しい使い方



刺激を全く感じない

状　　態 チェック＆対策
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故障かな？と思ったとき

●電極パッドと導子コードは正しく接続され
ていますか？

⇒電極パッドと導子コードの接続部を確認し
てください。

●導子コードは正しくセットされていますか？
⇒この取扱説明書の18～20ページに従っ
てセットしてください。

●電池が消耗していませんか？
⇒電池が消耗すると自動的に電源が切れま
す。新しいものに交換してください。

●電池が正しく入れられていますか？
⇒この取扱説明書の18ページに従って入れ
なおしてください。

液晶表示または表示
ランプは点灯するが
刺激が感じられない

●電極パッドが体にしっかり固定されていま
すか？

⇒電極パッドが皮膚からはがれていると、自
動的に約5秒間出力を停止したのち電源
が切れます。体に密着するように固定して
ください。

●強さ調節ダイヤルは、どの位置にあります
か？

⇒強さ調節ダイヤルを回して適度な刺激の
ところで止めてください。

●電極パッドが重なっていませんか？
⇒電極パッドが重ならないように貼ってく
ださい。

電極パッドに汚れが付着す
ると粘着力が低下したり、
皮膚がチクチクすることが
あります。その場合は水を
しみこませた布で粘着面を
湿らせて汚れを拭き取る
と、一時的に粘着力を回復
させることができます。た
だし、水分を与えすぎると
粘着力が低下します。
※電極パッドの取り替え時期の
目安は、個人差がありますが、
約30回使用後です。

交換用電極パッドは、高温
多湿、直射日光のあたる場
所へは置かないでくださ
い。

交換用電極パッドをお求め
の際は、｢オムロン低周波
治療器用ジャンボパッド｣
とご指定ください。

11.電極パッドのお手入れと保管の仕方
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正しい使い方

パッドは消耗品です。



使っている途中で突
然電源が切れた

●15分タイマーにより、自動的に電源が切
れます。

⇒1度電源を切り、再度、電源を入れてくだ
さい。

状　　態 チェック＆対策
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☆万一故障した場合は、すぐに使用を中止し、オムロンフィールドエン
ジニアリング(株)に修理を依頼してください。

肌がチクチクする

●電極パッドが乾いていませんか？
⇒水をしみこませた布で湿らせてお使いく
ださい。回復しない場合、汚れがひどい
場合は、新しい電極パッドと交換してくだ
さい。

※電極パッドは消耗品です。
●電極パッドが体にしっかり固定されていま
すか？

⇒体に密着するように固定してください。

肌が赤くなる

●治療時間が長すぎませんか？
⇒1回10分程度にしてください。
●電極パッドが乾いていませんか？
⇒この取扱説明書の28ページに従ってお手
入れしてください。回復しない場合、汚れ
がひどい場合は、新しい電極パッドと交換
してください。

※電極パッドは消耗部品です。
●電極パッドが体にしっかり固定されていま
すか？

⇒体に密着するように固定してください。

故障かな？と思ったとき

状　　態 チェック＆対策
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●もむ・おす刺激での治療は出力が大きいた
め電池の消耗が早くなります。電池を新し
いものに換えてご使用ください。

もむ・おす刺激だけ
動かない

●電池を交換するとモードメモリの内容は
全て消去されます。

●電池が消耗していませんか？
⇒電池が消耗すると自動的に電源が切れま
す。新しいものに交換してください。

●電池が正しく入れられていますか？
⇒この取扱説明書の18ページに従って入れ
なおしてください。

前回終了時治療モー
ドから開始しない

電源を入れても液晶
表示または表示ラン
プが全く点灯しない

●電極パッドが重なっていませんか？
⇒電極パッドが重ならないように貼ってくだ
さい。

●電極パッドと導子コード、導子コードと導
子ジャックは正しく接続されていますか？

⇒電極パッドと導子コード、導子コードと導
子ジャックの接続部を確認してください。

●導子コードは正しくセットされていますか？
⇒この取扱説明書の18～20ページに従っ
てセットしてください。

刺激が弱くなった
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品　質　保　証　書
このたびは、オムロン健康機器を、お買い求めいただき
ありがとうございます。本機は厳重な検査を行ない高品
質を確保しております。しかし通常のご使用において万
一、不具合が発生しましたときは、裏面の保証規定によ
りお買い上げ後、一年間は無償修理いたします。
※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

品　名　オムロン低周波治療器 エレパルス

型　式　HV-F123

ご芳名

ご住所

TEL （ ）

お買い上げ店名　　　　　　　　印 TEL

住　所

お買い上げ年月日　　　　年　　　月　　　日

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL03(3436)7092

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただい
てください。

健康統轄事業部

保 証 規 定
1.取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
2.無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販
売店、オムロン（株）の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング（株）のネッ
トワークに依頼または送付してください。
なお、送付の場合はオムロン（株）の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング
（株）までの送料の負担をお願いします。
3.無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故
障および損害。
（ニ）本書の提示がない場合。
（ホ）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
を書き換えられた場合。
（ヘ）消耗部品。
（ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
4.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5.こ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。
したがってこの保証書によって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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別売品のお求めは
お買い上げの販売店でお求めください。万一、お買い上げの販
売店で手に入らない場合は、オムロンヘルシーモア株式会社
(03-5541-3823)までお問い合わせください。

●ジャンボパッド (2組4枚入り)￥2，000(税別)

おもな仕様
●電 源 電 圧…DC3V(アルカリ乾電池LR03単4形2本）
●電 池 寿 命…１日15分のご使用で約3ヵ月

（おす、強さ10、負荷抵抗１kΩ）
●発振周波数…1～100Hz
●消 費 電 流…約20mA(負荷抵抗：１kΩ）
●使用温湿度…＋10～40℃・30～85％RH
●保存温湿度…―20～+60℃・10～95％RH
●大きさ(本体)…幅55×高さ190×奥行き22mm
●本 体 質 量…140g（本体：電池含む）
●付　属　品…ジャンボパッド／１組（2枚入）、乾電池／マンガン乾電池

R03単4形2本(お試し用乾電池)、導子収納具／１個、ソ
フトケース／1個、取扱説明書／１部、導子コード／１本
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