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振動
パワフル

HYPER VIBRATION

3分間で12,000回の振動

　  使用上の注意
ご使用前に必ず製品同梱の取扱説明書をお読みください。

◎次に当てはまる方や、次の部位には絶対に使用しないこと。
乳幼児や小さなお子さま、自ら意思表示や操作が行えないかた・医師から運動を制限されているかた・体重が100kgを超
えるかた・飲酒中や飲酒後のかた・整形手術をした部位・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部
位・皮膚トラブルのある部位/例：アトピー性皮膚炎、皮膚の炎症、物理的刺激などによる病的なシミやアザ、敏感肌、ケロ
イド体質など・痛覚、知覚障害を起こしている部位・胸部、陰部、頭部・骨折部位、関節部位など

◎次の方は必ず医師とご相談の上、使用してください。
ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込型医用電子機器を使用しているかた・悪性腫瘍のあるかた・心臓に
障害のあるかた・重度の血行障害があるかた・妊娠中や妊娠の可能性があるかた、出産直後のかた・糖尿病など、高度の末
しょう循環器障害による知覚障害のあるかた・高血圧のかた、紫斑になりやすいかた・安静を必要とするかたや体力の衰え
たかた・体温38℃以上（有熱期）のかた/例：急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱していると
き・創傷のあるかた・かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用するかた・骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離
れなどの急性（疼痛性）疾患のかた・腱鞘炎、むち打ち症、頚椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、腰痛、坐骨神経症な
どの整形外科的疾患のかた・背骨に異常のあるかた・医師の治療を受けているかた・上記以外に特に体の異常を感じてい
るかた

その他の禁止事項、注意すべき事柄は、製品付属の取扱説明書をお読みください。

■写真やイラストはすべてイメージです。 
■製品仕様およびそのデザインは性能・機能向上のため、予告なく変更する場合があります。

株式会社ドリームファクトリー
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビル16階 2019年7月作成
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希望小売価格
電源
定格消費電力
充電時間*
充電可能回数*
電池持続時間*

振動回数

タイマー
耐荷重量
外形寸法
質量
材質
付属品
生産国
弊社推奨の使用方法に準じます。
* 実際の時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。

15,000円（税込）
充電式（リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2200mAh）
10W
約2.5時間（満充電まで）
約300回
最長約220分（振動レベル1の場合）
最短約90分（振動レベル4の場合）
レベル1：約2100回/分 
レベル2：約3000回/分 
レベル3：約3500回/分 
レベル4：約4000回/分 
モード：約3000～4000回/分 
約10分
100 kg
φ125×H303ｍｍ
約1450g
EVA樹脂、ABS樹脂、ポリエステル
ACアダプター、取扱説明書（保証書付き）
中国

・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・

【 ACアダプタ仕様 】
定格入力
定格出力

AC100V-240V　50Hz / 60Hz
DC9V / 1000mA

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

Supported by

振動
パワートレーニング

POWER 
BEAT 
ROLL

電源ボタン

強弱ボタン : 弱 強弱ボタン : 強

■ 振動数  5段階の振動でトレーニングをアシスト

■ 形状  2種類の形状を1つに凝縮
筋肉の部位や、トレーニングに合わせて、
最適な凹凸をお選びください。

電源ボタンを2回押し、＋ボタンと－ボタンで振動レベルを調整。

LEVEL1

約2100回/分

LEVEL2

約3000回/分

LEVEL3

約3500回/分

LEVEL4

約4000回/分  約3000～
4000回/分

点滅

モード

フラット面突起面

RED 
PR-01MA RD
JAN:4580235555712

パワービートロール（スパイダーマン）

BLACK 
PR-01MA BK
JAN:4580235555729

パワービートロール（アイアンマン）

YOGA MAT
希望小売価格
外形寸法
質量
材質
付属品
生産国

5,000円（税込）
約1830×610×10mm 
約830g　
合成ゴム（NBR）
収納用バンド・収納バッグ　
中国

・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・

クッション性の高い、10mm厚のオリジナルヨガマット

専用収納
バッグ付き

BLACK  YM-04MA BK
JAN:4580235555736

ヨガマット（MARVEL）
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