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重要な安全情報
本取扱説明書に記載されている用語と記号のご案内

これは安全に関する警告を表す記号です。予測される人身傷害の危険に対し警告を与えるため
に使用します。予測される傷害や死亡を回避するために、記号のあとに記載されたすべての安
全メッセージに従ってください。

「警告」 は、回避できない場合に死亡または重度の傷害に至る危険な状況を示します。

「注意」 が安全に関する警告を表す記号とともに使用されている場合、人体に対して軽傷を与え
る危険があることを示します。

｢通知｣は、本製品を取り扱う上での注意事項を示しています。

• 電源ユニットの下側にある金属スナップが、金属あるいは導電面に接触しないようにしてくだ
さい。

• 蓋が開いているガソリン容器、こぼれた燃料、またはプロパンのような他の揮発性可燃物の近
くで使用しないでください。

• 電源ユニットが水に浸からないようにしてください。
• 本製品を階段の途中や階段の近くで使用しないでください。つまずいたり滑ったりする危険が

あります。
• 攻撃的な性質の愛犬には適しません。攻撃的な場合や、攻撃的な行動をとる愛犬に、本製品を

使用しないでください。攻撃的な愛犬は、飼い主や周りの人に重度の傷害や死を招く可能性が
あります。本製品が適切かどうか明確でない場合は、獣医または資格をもったトレーナーにご
相談ください。

• 違う種類の電池は絶対に一緒に使用しないでください。電池を火の中に入れたり、水などの液
体で濡らさないでください。.電池の保管や廃棄の際に、ショートさせないようにしてください。
使用済みの電池は適切に廃棄してください。  

• 本製品をお子様の近くで使用するときには、お子様が怪我をしないように十分ご注意ください。
• 本製品はおもちゃではありません。お子様の届かない場所に保管してください。
• 火気や炎の近くで本製品を使用しないでください。



3

• 本製品は愛犬・愛猫専用です。本取扱説明書に記載以外の目的には絶対にご使用にならない
でください。

• 屋内用です。
• 金属製の物（金属椅子など）をしつけマットの上に置かないでください。 ワイヤーをショートさ

せる原因になり、しつけマットは金属製の物体が取り除かれるまで静電気の刺激を発し続けま
す。

• 使用しない時は、しつけマットをこの説明書と一緒に巻いておいてください。 
• ペットを無理やり本製品の上に乗せたり誘ったりしないでください。 
• 本製品が発する静電気パルスの刺激は微量ながらも、人が感じることができます。電池の設定

時に製品テストを行う以外は、製品に触れないようにしてください。

この説明書は必ず保管してください。

仕様及び外観は製品改良の為予告なく変更されることがあります。
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PetSafe製品をお選びいただきましてありがとうございます。PetSafeでは、ペットと飼い主さまが楽しく幸せに過ごす
ためのお手伝いをする製品を取りそろえています。 当社製品またはペットのトレーニングについてご質問等がござい
ましたら、当社ホームページwww.petsafe.net またはカスタマーケアセンター（0120-208-278）までご連絡ください。

保証による保護を最大限に活かすためには、購入日から 30 日以内に www.petsafe.netから登録してください。ご
登録の上、領収書を保管いただくことで、製品に関するあらゆる保証が受けられるようになります。またカスタマー
ケアセンターにお問合せいただく際も、弊社がより迅速に対応させていただきます。最も重要なことですが、お客様
のたいせつな情報を第三者に渡したり販売したりすることは一切ございませんのでご安心ください。保証に関する
詳細をお知りになりたい場合は、www.petsafe.netをご覧ください。
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部品

特徴
• 迅速かつ安全に、ペットに悪い癖がつかないようにします
• しつけマットに触れると静電気パルスの刺激が３秒間発せられます
• 強さのレベルは３段階（低、中、高）あるので、様々なサイズのペットにご利用いただけます
• 電源スイッチ
• 取扱説明書
• 1年間保証

本製品のしくみ
ペット用しつけマットは、愛犬や愛猫が、家具や調理台の上、特定の部屋などに近づかないようにすることで、良い
習慣が身に付くようお手伝いします。ペットがしつけマットに触れると、しつけマットは微量で無害な静電気パルス
を発します。ペットは、家のどの場所へ行ってはいけないかをすぐに学びます。強さのレベルは３段階（低、中、高）。
様々なサイズのペットにご利用いただけます。

しつけマット

M サイズ: 74cm x 41cm

L サイズ: 122cm x 51cm

電源
ユニット 取扱説明書

保証書
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主な用語の説明
電源スイッチ及び3段階強度セレクター： しつけマットの
電源をオフにしたり、強度を低（LOW）、中（MED）、高

（HIGH）の中から選びます。

LEDインジケーター: ペットがしつけマットに触れると赤ラ
ンプが点灯して、静電気パルスの刺激が発せられること
を知らせます。

電池入れ: 乾電池9V形 1本（充電式電池使用可能） 
（別売り）

注意: ACアダプターは、本製品には含まれません。

電池の設定
1. 矢印の方向に押し下げてから手前にすべらせて、電池入れのカバーを外します (図 A) 。 

2. 新しい乾電池 9V形を1本入れます（別売り）。

3. スナップボタンがついている面を上に向けて、しつけマットを平らに置きます。

4. 電源ユニットをしつけマットにパチンと留めます。スナップがしっかりはまっていること
を確認してください (図 B)。

5. これでしつけマットをテストする準備が整いました。

重要: 乾電池 9V形1本の寿命は最長6ヵ月または10,000回使用分です。

 違う種類の電池は絶対に一緒に使用しないでください。電
池を火の中に入れたり、水などの液体で濡らさないでください。電池の
保管や廃棄の際に、ショートさせないようにしてください。使用済みの
電池は適切に廃棄してください。

AC アダプタ
ー接続

電源スイッチと
3段階強度
セレクター

LEDインジケーター電池入れ

電源ユニット

A

電源ユニットの裏側

スナップ

B
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しつけマットのテスト
1. 電源ユニットのスイッチをオフ<OFF>から低<LOW>にスライドさせます。LEDインジケーターの赤ランプは、4-5

秒間点滅した後に消えます。

2. 操作をテストするには、敏感な指先よりもむしろ、手の片側でしつけマットに触れます。

3. あなたがしつけマットに触れたことをマットが感知すると、LEDインジケーターが点灯し、静電気パルスの刺激が
しつけマットに3秒間発せられます。2本の導線にまたがって手で触れると、静電気パルスの刺激が感じられるでし
ょう。（よく見ると、これらの導線は眼で見ることができ、約3cm間隔になっているのがわかります。）

4. しつけマットのLEDインジケーターは、しつけマットが作動していない場合はオフ状態になります。

しつけマットの配置
ペットのしつけをしたい場所（テーブル、椅子、ソファー、キッチン調理台）にしつけマットを置きます。ペットが特定
の場所へ出入りするのを防止する場合にも、しつけマットを使用できます。本製品は、対象物の前の出入り口の床に
置くことも、対象物の上に置くこともできます。

重要: ペットが入口や戸口を通り抜けないようにしつける場合は、ドアを閉めてから、ドアを障害物にしてペットがマ
ットの上をゆっくり通るようにすることをお勧めします。入口にドアがない場合は、大きな物（例えば一時的な障害物
として箱や椅子を置く）を使うこともできます。ペットが数回しつけマットを使用したら、大抵は置いた箱や椅子をど
けることができます。
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トレーニングのコツ
ペットがなかなか本製品に慣れなくても、数週間もすれば効果が現れる可能性があります。ペットにとってポジティ
ブな体験になるようなトレーニングにしてあげてください。たびたび褒めてあげてください。それでも、ペットが「行
ってはいけない側」や「行ってはいけない場所」にいる時には、すぐに教えてあげてください。

• ペットが何回しつけマットの上を横切ったかを確認するには、電源ユニットに触れます。しつけマットが作動した回
数分だけ、LEDインジケーターが点滅します。触れた分として1回分を差し引いてください。

• ペットがその場所を避け始めるまで、しつけマットを敷いたままにできます。またはずっと置いておくこともでき
ます。どちらにするかはペットがどの程度しつけマットに反応するか、そしてペットがどれくらいの間その場所で
過ごしたいかによります。 

ペットにちょうどよい強度に設定してお使いください：

低 <LOW> 子猫

中 <MED> 短毛の猫、小型犬、中型犬

高 <HIGH> 長毛の猫、大型犬、出入り口のトレーニング用

• ペット用トレーニングを、他のトレーニング法と併せて使用してください。高齢のペットに新たな問題が生じる場
合は、それが基礎疾患の兆候を示している可能性があるため、かかりつけの獣医師に相談することをお勧めし
ます。

お手入れ方法
使用していない時は、しつけマットを丸めておくことをお勧めします。こうすることで折り目がつかなくなり、ビニー
ルや内部の配線の破損を避けることができます。お手入れを始める前に、しつけマットと電源ユニットの間の金属
スナップを外して、電源ユニットを取り外します。しつけマットは石けん水をしみこませて固く絞った布でお手入れし
てください。タオルを使ってしつけマットを乾かします。しつけマットや電源ユニットを水に浸けないでください。
しつけマットが完全に乾いたら、電源ユニットを再び取りつけます。
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よくあるご質問
Q しつけマットは犬にも猫にも効果がありますか？
A 本製品は3.6kg以上の愛犬、2.3kg 以上の愛猫に対応していますので、安全に効果的にご使用いただけます。

Q 静電気パルスの刺激は安全で人道的なものですか？ 
A 静電気パルスの刺激は、心地よいものではありませんが、ペットに無害です。 本製品は生後6ヶ月以上の愛犬

愛猫に対応しています。

Q しつけマットは防水加工ですか？ 
A 防水加工ではありません。耐水仕上げされていますが、しつけマットや電源ユニットが水浸しになることは避け

てください。

困ったときの対処法
LEDインジケーターが合間合間に点滅します。
しつけマットに何か金属製の物が触れていないことを確認します。電気干渉を引き起こす可能性があるディマー・
スイッチあるいは大型電気器具のスイッチを切ってみます。

電源ユニットの底にある金属スナップに触れると何かを感じるのですが、しつけマットに触れても何も感じません。
しつけマットの2つの導線にまたがって触れていることを確認します。それでも何も感じない場合は、導線のうちの1
本が壊れているかもしれません。カスタマーケアセンター フリーコール（0120 -208-278）にご連絡ください。 

ペットがしつけマットの上に乗っても何にも感じていないように見えます。 
本製品が作動していることを確認します。作動している場合は、設定を高<HIGH>に上げてみます。または、しつけマ
ットを少し長い間敷いたままにします。いずれは、絶縁性が高い特性をもつ足でも、2本の導線を踏むと静電気パル
スの刺激を感知するようになります。

LEDインジケーターがずっと点滅しています。
電源ユニットがしっかりとしつけマットにスナップで留めてあることを確認します。

保証とカスタマーケア
本製品には1年間のメーカー保証が付いています。この保証には、偶発事故、誤用、または不正使用による損害は含ま
れません。また、法律によって許容される偶発的または結果的な損害についても特定的に除外されます。  

本製品に適用される保証および条件についての詳細は、www.petsafe.net をご覧ください。

技術的な問題については、カスタマーケアセンター（フリーコール0120-208-278）にお問い合わせください。
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重要なリサイクルのアドバイス
ご使用になる国の電子機器廃棄規制に従ってください。本装置がご不要になった場合でも一般廃棄物として廃棄
しないでください。地方条例及び政令に従って適当な廃棄処理を行ってください。

コンプライアンス
本装置は検査済みでありEU電磁場適合性および低電圧に関する指令に準拠しています。Radio Systems 
Corporation の承認を得ず、権限のないまま本装置を改造または修正した場合、ユーザーが装置を操作する権限を
失い、保証が無効になります。 

本製品は、EMC および LV 指令の条項に準拠しています。適合宣言については、  
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php をご覧ください。
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利用規約と免責条項
1.  利用規約 

本製品は、ここに記載された本条件および通知を変更することなくお客様が同意されたことを前提として提供す
るものです。本製品のご使用にあたっては、これらすべての条件および通知に同意されたことを意味します。お
客様が、本条件および通知に同意されない場合は、全額返済のために購入の確証を添え、本製品を未使用の状
態で当初の包装にてお客さまの費用およびリスクのご負担にてカスタマーケアセンターに返送ください。

2.  正しいご使用法 
本製品が、お客さまのペットに適しているか分からない場合は、ご使用前に獣医師または有資格のトレーナーに
ご相談ください。正しいご使用法には、取扱説明書と安全に関する情報を全てお読みいただくことが含まれます
が、これに限定されません。

3.  不正使用または禁じられた使用をしない 
本製品は、ペット専用です。意図しない方法により本製品を使用したり、本製品を許可無く改造した場合、保証対
象外となることはもちろん、法令違反となる可能性があります。

4.  賠償責任の制限 
Radio Systems Corporation およびその関連会社は、(i) 何れの間接的、懲罰的、偶発的、特別または結果的損
傷、および/または、(ii) 本製品の誤用に絡んで発生したかどうかを問わず何れの損失、または損傷についても責
任を負いません。購入者は法律で許される最大限の範囲で本製品の使用に関して全リスクと賠償責任を負うこ
ととします。

5.  ご使用条件の変更 
Radio Systems Corporation は、本製品に影響するご使用条件や通知について適宜変更する権利を有します。本
製品をお客様がご使用前にそのような変更通知がなされた場合は、お客様はここに記載されたものとして拘束
力を受けることになります。

* 米国特許商標庁登録済み
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