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必ず平常時に外してください

親指と人差し指の爪を
球磁石の隙間に
食い込ませる。

親指と人差し指で摘んだ磁石を
ゆっくりと左右に広げ、
クマッキーを外す。

下から見たイメージ

① ②

2   クマッキーNEOの外し方

！ 引っ張り厳禁

開閉部を開く時は、絶対にチューブを
つかんで引き離さないで下さい。

磁石を引き離す時は、爪先を球型磁石に
食い込ませ、摘み出す様に外します。

チューブをつかんで引っ張ると接続磁石が抜ける！ 〇

この方法以外で着脱すれば
裏筋を挟み非常に痛い思いをします。！

サポートサイトで
確認する。→

平常時に装着のこと

勃起時厳禁

包皮をお腹側にたぐり
寄せてクマッキーの形を
整え装着完了

④

球磁石に巻き付けた
中指をペニスから
引き抜く。））

）

③

磁石を合わせる。

左手中指を中指ごと球磁石の磁力で巻き付ける。

②

裏側から見た
イメージ

ゴム糸

①

の部分
ペニスと磁石の間に必ず中指を挟んで下さい！  もし、中指を挟まないで直接装着しようとすれば磁石と
磁石が裏筋等を挟み激痛に襲われます。万が一そうなっても当方は一切の責任を持てません。！

図のようにクマッキーのゴム糸を亀頭のカリ部分に引っかけ、
左手中指を亀頭の下に持ってきて包皮を
挟まないよう中指ごと球磁石の磁力で巻き付ける。

1   クマッキーNEO装着方法

端子は、
縦向きに
摘まんで
下さい！縦向き横向き

爪を立てると
ゴム糸が破れて
切れる事が
あります

ゴム糸には、
絶対に爪を
立てない
で下さい！

！　   ゴム糸の
取扱いに注意

このたびは「クマッキーNEO」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
この取扱説明書はクマッキーNEO専用です。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、自分サイズにフ
ィットするよう磁石玉で調整して下さい。又、お読みになった後は、必要な時いつでも取り出せるように保管し
ておくと便利です。
クマッキーNEOは昼夜兼用24時間装着可能ですが、馴染む迄は１日２～３時間とし、徐々に延長して下さ
い。本製品ご使用に当たっては、自己管理・自己責任のもと、日常の手入れと使用上の注意等をお守り下さい
。ホームページで装着時間の目安をご覧下さい。　　　　　　　　　
そして、いつも快適にご使用下さり、貴方様の心と体に「元気と感動」が漲る事を願ってやみません。

kumakkeyNeo
クマッキー ネオ

ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ 無断複製厳禁取扱説明書

保　管　用



－ ２ －

5   落下防止ストラップ使用方法 セット（付属） または オプション（別売）品

Ａ

Ｂ

クリップをパンツのＡ又はＢの
位置に止めて完了

②
ス
ト
ラ
ッ
プ

ストラップの先に付いているボール磁石をクマッキーNEOに
近づければ自然に磁石同士がくっつきます。

左斜め側から
見たイメージ

①
カチッと
90度
傾ける

90度傾けると
クリップが開く

クリップの開き方

4   クマッキーNEOがペニスから外れないようにするには
端子

カリ

隙間がある

直線的
B ゴム糸がペニスから浮いている

B ×

Ｂ・平常時ゴム糸がペニスから浮いてるとカリに引っ掛かりにくいので外れます。
　  この場合はクマッキーNEOを少し小さくすることで解決します。

Ａ・平常時でもゴム糸が、カリにしっかりと引っ掛かかる事が絶対条件です。

平常時のイメージ

端子
端子

カリ

カリ

A ゴム糸とペニスが密着
曲線的ゴム糸はカリに

巻き付くイメージで

A

3   クマッキーNEOサイズ調整方法

ご購入時標準状態クマッキーが大きい場合
（磁石を減らす） ボール型磁石が3個でクマッキーＮＥＯが

小さい場合は弊社までご相談ください。
TEL 048-481-9531
webmaster@kumakkey.com

接続部のボール磁石数を増減するだけでサイズの調整が可能です。
従来のクマッキーのように、ゴム糸やチューブの長さをお客様ご自身で調整しないで下さい。

9   ゴム糸が固くなり伸縮がスムーズでない場合

左右の親指と人差し指でシッカリクマッキーNEOの端子を
摘み動画の通り約7cm迄ゆっくりとゴム糸を伸ばします。
(1回目は伸びが硬いです)

3～4回繰り返しますと柔らかくなります。

するとゴム糸の長さが
約2～5mm位伸びると共に
伸び縮みが緩やかになります。

約７㎝

動画で確認

8   包皮の長い方＆ムキ癖を早く付けたい方へご案内

包皮の長い中度以上の仮性包茎の方でも
以下の方法で包皮をせき止めることができます。
　※何れの方でも、経験上クマッキー２連装着は
    　ムキ癖の付き方が速まる傾向にあります。

包皮の長い方２連装着例
Ｂ ＣＡ

Ｎｅｏ×２ Ｎｅｏ×２ Ｎｅｏ＋Ｚ

7  トイレの仕方

端子

端子

端子端子を親指で押える

親指と人差し指で
クマッキーNEOを掴む

手のひらに乗せる
イメージで

動画で確認

6   水洗い方法

クマッキーは図のように端子を
下向きにし、指先で、軽くなでる
ように水洗いして下さい。

【ご注意】
・浴槽や洗面器の中に直接 入れますと、
  チューブの中に 水分が入り、ゴム糸や
  端子が極端に外れ易くなります。

・水が入ってしまったら、クマッキーNEOを
  解体し、チューブの中の水滴を除き、
  ２～３日乾かした後、セットして使用して下さい。

  端子
下向き



－ ３ －

14   製品素材の表示事項

 （球型磁石）
　・表面処理：エキシボ樹脂
　・カラー：ブラック

磁石仕様： 
　（接続磁石）
　　・着磁方向：径方向着磁
　　・表面処理：Niメッキ

・磁石：ネオジム磁石※中国製
・端子：エラストマー樹脂
・端子の足：ABS樹脂

クマッキーNEO：
　・チューブ：天然ゴム
　・ゴム糸：シリコン樹脂

「クマッキーNEO」は日本国内で安全清潔管理体制のもと製造しています。

13   製品取り扱い上のご注意

 1.クマッキーＮＥＯは、常温冷暗所で保管して下さい。50℃以上の高温で変形、ベタつきが生じます。

 2.調整後でも１日１回以上、ペニスから外れる場合は調整不良ですので、２ページ  3  を参照して再度調
　 整してください。きちんと調整できていれば、殆ど外れませんが調整が難しい方はお気軽にご連絡下さい。

 3.チューブ等部品が消耗、紛失、破損の場合、部品のみの購入も出来ます。ご利用ください。

 

2ページ
参照6

1.装着する前に、磁石がチューブの中にきちっと入っている事をその都度チェックして下さい。

2.毎日軽く水洗いして下さい。水洗い後、よく水切りしタオル等で軽く拭き、乾いてから装着して下さい。

12   日常の手入れ

11   使用禁止事項

1.「クマッキーNEO」は亀頭部を無理なく露出できる方の専用商品です。カントン、真性包茎には使用で
　きません。また、ペニスに急性または慢性の炎症を起こしている時は使用できません。

2.ゴムアレルギー、金属アレルギー、磁気アレルギーの方は、使用できません。

3. 熱湯に漬けて消毒しないで下さい。チューブが変形し磁石が抜け易くなります。（煮沸消毒厳禁）

4.洗濯機で洗わないで下さい。破損します。また、クマッキーNEOは水に浸けないで下さい。

5.ＳＥＸ用具には絶対使用しないで下さい。

1.仮性包茎器具矯正器具「クマッキーNEO」は、仮性包茎の包皮をムイた状態で、男性器に装着し外的刺激等によ
   り亀頭に成長を促しつつ、包皮にムキ癖をつけさせ、仮性包茎を改善する器具です。

2.商品は、大き目サイズで組み立て済みですが、使用中に外れ易い、痛い等の不具合が生じた時は磁石の増減で     
   調整できます。(2ページ  ３  参照)

3.商品を調整しても、頻繁に外れる場合は無償にて調整致しますので、ご連絡下さい。（購入後180日間 有効）

4.ご使用中紛失しないようにお使い下さい。なお、ストラップセット売り、または別売りの紛失防止ストラップのご
   使用をお勧め致します。

5.クマッキーNEOは委縮時に装着し、外す時は激痛等緊急時以外は委縮時に行って下さい。

6.ムキ癖が付くまでの期間及び程度は仮性包茎の度合い、年齢等により個人差があります。尚、年齢・包茎の程度
   ・体質等によってはムキ癖が付き難い場合も有りますので予めご了承下さい。

磁気カード（クレジットカード・キャッシュカード等）、磁気テープ、プリペイドカード等の磁気記録媒体を磁石に
近づけないで下さい。磁気記録媒体の記録が破壊され使用出来なくなることがあります。
磁石を飲み込まないように注意してください。窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に
ご相談ください。誤飲防止の為、お子様の手の届くところに磁石を置かないで下さい。
弊社製品をご使用によって生じた怪我や損失は、弊社では一切責任と保証を負いませんのでご了承のうえ、ご
使用下さいますよう重ねてお願い申し上げます。

10   初めてお使いになられる方へ

ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人は絶対に使用しないで下さい。また、そのような人へ
磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあり、医療機器装着者へ
重篤な危険を招く恐れがあります。 電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけることは大変危険です。

必ずこの説明書をお読みになり、
良く理解されてからご使用下さい。強力磁石にご注意！



－ ４ － 改訂第6版　-2021.08-「クマッキー」は株式会社アイ企画の登録商標です。

(お断り) 製品の価格・仕様等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

クマッキー商品に関するお問い合わせ、ご注文、ご質問、ご相談、ご意見等は、下記ＵＲＬホームページの

ご購入者専用ページからアクセスするか、下記へ直接、Eメール、ＦＡＸ、お手紙等でご連絡下さい。

株式会社アイ企画
製造・販売元 〒352-0011

   埼玉県新座市野火止５-２-13 新座かけはしビル３階  
TEL:048-481-9531
FAX:048-481-9239

ホームページ:http://www.kumakkey.com/    メール：webmaster@kumakkey.com 

ユーザー名：
パスワード：

パスワードは貴方以外使用厳禁。
半角英数で入力してください。

「クマッキー広場」で検索

クマッキー広場 検　索
カチ

http：//kumakkey.com/hiroba.htm
ＰＣはクマッキー広場検索か下記URLからログインして下さい。

ご購入者専用「クマッキー広場」のご案内 ・ クマッキーの使い方を動画で紹介
・ 装着時間と矯正迄の目安
・ 返品交換の申し出フォーム
・ 各種製品補償申請フォーム
・ クマッキー商品関連Ｑ＆Ａ集
・ 簡単で効果的なペニス鍛錬法
・ 部品パーツ販売コーナー
・ クマッキーシリーズ最新取扱説明書
・ その他お役立ち情報コーナー

ク
マ
ッ
キ
ー
広
場
メ
ニ
ュ
ー

kuma

メールマガジン会員募集中メールマガジン会員募集中
「メルマガ会員様だけ」に
                                        いち早く最新サポート情報や、限定特典をお知らせします。
「メルマガ会員様だけ」に
                                        いち早く最新サポート情報や、限定特典をお知らせします。

メルマガ登録は下記の
メールアドレスへタイトル、
本文なしの空メール
を送るだけで登録完了

スマホの方は右記のＱＲ
コードからも登録可です

reg@kumakkey.com

特典2
男性器増大鍛錬法や
包茎に関する情報を
無償公開
有料販売している男性器増大鍛錬
法やＥＤに関する情報や包茎に関
する情報を無償提供しています。

特典1
クマッキーのサポート
や会員様限定無料や
格安モニター情報
クマッキー製品サポート情報や会員
様だけ募集の新製品無料モニター
募集情報をいち早くお知らせします。

15   使用上の注意事項

1.本品を装着し、しばらくしますと、たぐり寄せた包皮がクマッキーNEOにせき止められ水膨れのよう
　になります。これは、ムキ癖となるシワが形成される初期段階です。痛み、違和感等が無い場合は、
　そのまま使用しても差し支えありません。なお、異常と思える場合は、使用を一時中止し、症状の改
　善を図ってください。数日経っても改善しない場合は専門医に相談して下さい。

2.使用中に違和感、出血、腫れ、かゆみ、炎症、痛み等何らかの不都合を生じた場合は我慢せず、直ち
　に使用を中止し、原因を調べてください。原因不明の時は泌尿器科等専門医に相談して適切な処置
　を講じて下さい。

3.常時装着する事で包皮にシワが増え、徐々にムキ癖が付いてきますので、気長に使用して下さい。

4.本品を装着しないでも亀頭の露出が持続するようになれば、矯正完了です。

5.外出や激しい運動等を行う際は、紛失防止ストラップを使用して下さい。

6.体質によっては常時装着していてもムキ癖がつきにくい等､個人差がありますが装着している間は
　ムケている爽快感が得られます。
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