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kumakkey
クマッキー

ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ

ゴム糸

ゴム糸通し

端子

ゴム糸

端子

2.クマッキー装着方法

動画で確認http://kumakkey.com/m/04mov.htm 動画で確認

http://kumakkey.com/m/10mov.htm

勃起時厳禁平常時に装着のこと
3.クマッキー外し方 勃起時厳禁
必ず平常時に外すこと

⑦

⑤

③ ③①

① ①

②

左右の人差し指と指と中指をクマッキーの
下にあてがい、両親指で亀頭を押さえる

①図のようにクマッキーを亀頭に乗せ、
②ゴム糸をカリに引っ掛け、

クマッキーを引き上げながら
亀頭をクマッキーから押し出す 横から見た片手のイメージ

（実際には両手で行います。）

③左右の親指でクマッキーを押え
④左右の人差し指で亀頭を
⑤押し上げながら
⑥クマッキーの中にくぐらす
⑦包皮をお腹側にたぐり寄せて
　整え装着完了

親指で
押し出す

クマッキーを
引き上げる

人差し指

自分サイズに調整できる
仮性包茎矯正&ペニス増強器具
このたびは仮性包茎矯正・男性器増強器具「クマッキー」をお買い上げ頂き、誠に有難うございました。
この取扱説明書はクマッキ―関連商品共通です。お求めの商品によっては該当しない説明もあります。
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。
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」が漲る事を心から願ってやみません。

ご購入者専用「クマッキー広場」ログイン用情報
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。

爪を立てるとゴム糸は切れますのでゴム糸通しを使用 チューブ内のバネが変形します 横から摘むと端子が壊れます

横向き 縦向き

親指と人差し指でそれぞれチューブと端子の隙間に、
爪を食い込ませ、２分割する様に両方にゆっくり引っ張る

引張る

引張るチューブ

端子

【端子の外し方】（上から見た図）× × ×

無断複製厳禁

取扱説明書
保　管　用

ユーザー名
パスワード

クマッキー部品名称一覧

１.初めてお使いになられる方へ

クマッキー
標準サイズ組立品

端子

クリップ

ゴム糸

バネ入り
チューブ

端子キャップ
（別売品）

バネなしチューブ
使用前（別売品）

バネなしチューブ
使用後 (磁石は別売り)

（特殊）バネなし専用
プレミアム端子セット（別売品）

  ストラップ
（オプション）

オプション（別売品） オプション(別売品)

端子(横向き)

端子頭
端子頭

端子足
端子足

ゴム糸

ゴム糸通し

ゴム糸通し穴

ゴム糸通し穴ゴム糸通し穴

　　磁石
（オプション）

プレミアム端子用
(予備)ゴム糸(長)

プレミアム端子セット（別売品）

プレミアムゴム糸通し穴

1.商品は、平均サイズに調整してお届けしますが、使用中に外れ易い、痛い等の不具合が生じたら調整してください。(2ページ、３ページ参照)
2.商品が小さい場合や調整しても、端子とチューブが頻繁に外れる場合は無償交換しますのでご連絡下さい。（購入後３０日以内有効）
3.ご使用中に本品を紛失されても保証制度はありませんので、紛失しないようにお使い下さい。
4.落下（紛失）防止用クマッキーストラップは必ず付けて下さい。落下しない確信が持てるまでは必ず付けて下さい。(3ページ12番参照)
5.勃起時にクマッキーの装着はしないで下さい。ゴム糸が切れて破損します。また、取り外しも平常時に行って下さい。

ネ
バ

ゴム
糸

http：//kumakkey.com/hiroba.htm

ＰＣは下記からログインして下さい。

動画で確認

商品構成によって添付されない部品もあります

http://kumakkey.com/m/01mov.htm
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5.クマッキー へ磁石のセット方法

磁石→ゴム糸→端子の順に入れる
磁極は磁石の横側にあり、チューブに入れると、
中で自然に左右の磁石はＮＳが向かい合います。

磁極の様子

径方向着磁 磁石

磁石

磁石

磁石をつまようじ等で押し込む

つまようじ

バネ 4個タイプ磁石内蔵の例

磁石は内蔵バネにくっ付きます。
バネの中に磁石がくい込んでも可。
磁石を取り出す場合は付属のクリップを伸ばし
チューブに差し込みゆっくりと引き抜きます。

内蔵バネ

ゴム糸

動画で確認http://kumakkey.com/m/03mov.htm

6.クマッキー調整後の姿
組立完成後の形状

出来上がりの形状は、ペニスの
サイズ等により異なります

装着形状もペニスサイズ等に
より千差万別です

平常時 勃起時

ペニス装着時のイメージ
【上面】

【側面】

端子

端子

20～25ｍｍ

ゴム糸

ペニスペニス

平常時のペニス幅Ａ
計測用簡易定規1 2 3 4 5 6 7cm

0cm 2 3 4 5

平常時のペニス幅Ａ
計測用簡易定規

幅Ａ
3 4 5

カリ

簡易切断目安ゲージ（幅Ａの長さの切断線を切断）

平常時の幅Ａの計測値

切断線 切断線

実寸大です

平常時のペニスサイズ「幅Ａ」
（カリの下）横幅を測ります。

下の、平常時のペニス幅Ａ計測用
簡易定規にペニスを乗せ、片目を
つぶり、見おろすように計測する

上図の基準点にチューブ合わせ、切断目印を左右対称に付けそこを切断する。
※多少長さを違えて切断してもご使用には支障ありません

【ハサミでチューブを切断するときの時の注意点】
・ニッパが無い時は、よく切れる大きなハサミを使用してください。
・チューブをハサミの根本にあてがい、力を入れながらゆっくり切る

4.0cm

3.5cm

3.0cm

2.5cm

2.0cm

基準点

約１cm 約１cm

ゴム糸

平常時のペニス幅Ａ
計測用簡易定規

幅Ａ
3 4 5

カリ

①

②

クマッキーが大きかった場合の調整方法

簡易切断目安を参考に平常時サイズにカットする
ニッパ又は良く切れるハサミを使用し、切り口をフラットに切断する

プレミアムクマッキーの分解図

自分の幅Ａの
値を○印で
囲みましょう。
例えばＡが
3.3ｃｍは、
3.0と3.5の間に
3.3と記入し
○で囲む。 チューブを基準点に

合わせて切断位置を決める

切断口断面図

簡易切断目安ゲージ（幅Ａの長さの切断線を切断）
平常時の幅Ａの計測値

切断線 切断線

実寸大です

平常時のペニスサイズ「幅Ａ」
（カリの下）横幅を測ります。

下の、平常時のペニス幅Ａ計測用
簡易定規にペニスを乗せ、片目を
つぶり、見おろすように計測する

上図の基準点にチューブ合わせ、切断目印を左右対称に付けそこを切断する。
※多少長さを違えて切断してもご使用には支障ありません

【ハサミでチューブを切断するときの時の注意点】

・ニッパが無い時は、よく切れる大きなハサミを使用してください。
・チューブをハサミの根本にあてがい、力を入れながらゆっくり切る

4.0cm

3.5cm

3.0cm

2.5cm

2.0cm

基準点

4.0cm

3.5cm

3.0cm
2.5cm

2.0cm

基準点

チューブを切断するため
分解します。
端子が抜けにくい時は、
１ページの【端子の外し方】を
参考にゆっくりと引き抜きます。

http://kumakkey.com/m/09mov.html7.クマッキーサイズ合わせ手順

内蔵バネ

端子の足

端子
の足

ゴム糸

ゴム糸

磁石

磁石

②

③

③

①

①
② →

→

①

②
③

④
⑤

⑦⑥

4.クマッキーの調整手順 【プレミアム端子のセット方法】

①磁石→②ゴム糸の先端→
→③端子の足の順に入れる

プレミアム端子ゴム糸長さ調整方法

ゴム糸を長くする手順 ゴム糸を短くする手順
②と④を交互に引っ張り、
ゴム糸をゆるめ、ゴム糸
が目的の長さになるまで
①をそっと引っ張る

⑥または⑦を引っ張
り、ゴム糸の長さを
短くし、③又は⑤を
引っ張って仕上げる

ゴム糸の長さ①は平均2ｃｍですが、膨張率の大きな方は
2.3～2.5ｃｍ位で調整すれば勃起時痛くありません

【ゴム糸の端の切断】
・自分サイズにゴム糸の長さ①が確定したら③⑤とも、後日１ｃｍ位に切り詰めると
  使い勝手が良くなります。（調整直後のゴムは縮むため、後日誤差がでます。）

【ゴム糸を端子に通す方法】
・ゴム糸が切れたら付属の「ゴム糸通し」を使って予備の
　ゴム糸と、交換してください。
・出来上がりのイメージは【プレミアム端子接続図】の
　(←左の図）を参考にして下さい。
・ゴム糸が外れた場合も同様に取り付けてください。
【注】ゴム糸は爪や突起物等で傷つけないで下さい！

ゴム糸通し使用方法

Ａ

Ｂ

端は１ｃｍ位

ゴム糸

ゴム糸通し
ゴム糸通し

ゴム糸通し

ゴム糸

ゴム糸

ゴム糸通しを開いてゴム糸を中に入れる

ゴム糸はゴム糸通しにつけた
ままＡＢの穴を連続して通す
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端子とチューブはぴたっと根本で密着させる

端子とチューブに隙間が
あると外れます
しっかりと根元まで差し込む

調整後、端子とゴム糸をそれぞれ親指と人差し指で
強くつかんできっちり根元まで差し込んで調整完了

8.クマッキーがペニスから外れないようにするには

平常時のイメージ

端子
端子

端子

カリ

カリ

カリ

A ゴム糸とペニスが密着
曲線的 隙間がある

直線的B ゴム糸がペニスから浮いている

ゴム糸はカリに
巻き付くイメージで

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。
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を少し小さくすることで解決します。A

B

10.水洗い方法 11.トイレの仕方

9.膨張率対応 ゴム糸は、長くするほど膨張率に対応出来ます（図は平常時の様子）

勃起時痛い時は、長くする はずれ易い時は、短くする

ゴム糸を長くする（ゆるめる） ゴム糸を短くする（しめる）

A Bゴム糸

ペニス ペニス

ゴム糸

尿道 尿道
自分のペニスの幅の長さ。
長過ぎると平常時、外れる

最短15ｍｍ前後。
狭すぎると勃起時痛い

ゴム糸の長さは
この間で調整

最大 最小

※ゴム糸を短く調整後、平常時は外れなくなっても、勃起時痛い時は、クマッキーを
　少し小さく切断し、ゴム糸を２5ｍｍ位に戻せば外れず痛さも無くなります

切断 切断

【スポーツタイプについて】  激しい運動や、長時間バイク自転車等に乗る時、その都度、ゴム糸を短くし（上図Ｂ）スポーツタイプとして調整する方法もありますが、
                                          ゴム糸を短めにした『スポーツタイプ』を予備に持っておれば、便利です。
【おやすみタイプについて】  昼間は、快適に使用されていても、夜装着→朝立ちの時、痛みを感じる方は、膨張率の大きい方が多いです。その時は、ゴム糸を長め
                                          にします（上図Ａ）。ゴム糸を長めにした『おやすみタイプ』専用を作れば便利です。

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―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   端子

下向き

次の方法がスムーズです。

端子

端子
端子

端子を親指で押える 親指と人差し指で
クマッキーを掴む

手のひらに乗せる
イメージで

動画で確認

動画で確認

http://kumakkey.com/m/07mov.htm

http://kumakkey.com/m/06mov.htm

ゴム糸内蔵バネ
Ａ

Ｂ

バネなしチューブ

Ｃ

バネ入りチューブ

大きな隙間

隙間無

http://kumakkey.com/m/08mov.html

14.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。

【参考図】プレミアム端子構成図包皮の長い方２連装着３例 【参考】バネ入りチューブ

バネなしチューブに端子を付け２連
装着すると、隙間が無く使い勝手も
良くバネのスペースに磁石も多く入る

バネなしチューブ

磁石はオプション
磁石×６

バネなしチューブ：4個１セット５００円

バネなしチューブ専用プレミアム端子

平常時のペニス幅サイズが3.5ｃｍ以上の方は磁石が多く
入るバネなしチューブクマッキーを単品で使用できます。

バネなしチューブ+プレミアム端子セット(磁石無)：１７００円
バネなしチューブ+プレミアム端子セット+磁石6個：３２００円 端子キャップ：5個入り1セット　５００円

プレミアム端子のゴム糸は端子足から
出ていますが、バネなしチューブ専用
プレミアム端子のゴム糸は端子頭から
ゴム糸が出ています。(１ページ参照)

包皮の長い方：端子キャップ
端子に端子キャップを被せ
ると、端子の高さが高くな
り、長い包皮でも、せき止
める事ができます。

磁石はオプション

バネなしチューブ

ゴム糸

１０ｍｍと１５ｍｍがあります。

装着完了

7ｍｍ 端子

キャップの中に
端子を押し込む

端子キャップ 動画で確認

12.クマッキーストラップの使用方法 (クリップタイプ) 13.調整後の端子の位置

ストラップ糸の弛みを取る為に
両端を持ってギュッと引っ張る

①

ストラップリングに通した
輪の中にクリップを通し
ギュッと引っ張る

③

クマッキー・ストラップ一式

予備ストラップリング

クリップを下着等に留める

④完成

ストラップ糸の輪に糸通しを
付けクマッキーの
ストラップリングに通す

②

糸通し ストラップリング
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仮性包茎矯正器具「クマッキー」とは、仮性包茎の包皮をムイた状態のまま固定する器具で、男性器に装着し
外的刺激等によって亀頭に成長を促しつつ、包皮に剥き癖をつけさせ、仮性包茎を矯正する器具です。
また、男性器増強、増大等を同時に望まれる方には、オプションの特殊磁石を内蔵することができます。
・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。

1.「クマッキー」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。
2.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。
3.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。
4.仮性包茎矯正、ペニス増強増大目的以外では使用できません。ＳＥＸ用具には絶対使用しないで下さい。

1.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。
2.装着する前に、端子がチューブの根元にきちっと密着しているか時々チェックして下さい。

 1.クマッキーは、おおむね摂氏50度以上の高温に弱いです。変形及びベタついて使用できなくなります。
 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８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、ほとんど外れません。
 3.使用しないクマッキーは、端子、チューブに分解して冷暗所で保管して下さい。
 4.磁石は、市販の健康器具等に使用してある磁石の取扱い全般に準じて取り扱ってください。
 5.磁石を入れてご使用中、磁石付近の皮膚が変色したら磁気アレルギーの疑いがあります。
 　磁石を入れずご使用になり様子をみて下さい。磁気アレルギーの方は磁石は使えません。
 6.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。

1.本品を装着し亀頭を常時露出した状態にしますと、たぐり寄せた包皮がクマッキー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自己責任の下、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。原因不明の時は下記にお問い合わせになるか、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、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。詳細はＨＰで確認できます。

クマッキー：
・チューブ：天然ゴム
・Ｕ字型内蔵バネ：バネ鋼
・ゴム糸：シリコン樹脂
・端子：エラストマー樹脂
・端子の足：ABS樹脂

「クマッキー」は日本国内で安全清潔管理体制のもと製造しています。

オプション品：
・全てのクマッキーで同仕様
・内蔵磁石仕様：材質：ネオジム磁石
・着磁方向：径方向着磁
・表面処理：Niメッキ

クマッキーＥＸ：それぞれ蓄光材混入
・チューブ：シリコン樹脂
・Ｕ字型内蔵バネ：バネ鋼
・ゴム糸：シリコン樹脂
・端子：エラストマー樹脂
・端子の足：ABS樹脂

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。

e-メール： 
〒352-0011 埼玉県新座市野火止５-２-13水野ビル３階  FAX.048-481-9239製造・販売元

株式会社アイ企画
改訂第8版　-2014.1-

15.使用禁止事項

16.日常の手入れ

17.製品取り扱い上のご注意

18.使用上の注意事項

19.製品素材の表示事項

TEL.048-481-9531(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。

部品のご購入は
こちらからどうぞ→
（要IDとパスワード）

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

3ページ 参照
3ページ 参照13
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http://kumakkey.com/situmonn/m_parts.htm

クマッキーは株式会社アイ企画の登録商標です。
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