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お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

保証書は、裏表紙に付いております。
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●長年ご使用のエアーフットマッサージャーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

ご使用
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症状
●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
●こげくさい臭いがする。
●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
●その他、異常や故障がある。

事故防止のため、電源プラグ
を抜き、販売店に点検・修理
をご相談ください。
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〈無料修理規定〉

●修理メモ

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使
用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたし
ますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。
1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
　 ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
　 ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
　 ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故
　 　障または損傷。
　 ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故
　 　障または損傷。
　 ⑤本書の提示がない場合。
　 ⑥本書にお買い上げ日、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。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができな
　 い場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 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。

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料修理をお約束するものです。
従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ので、保
証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相
談窓口」にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」
の項をご覧ください。
当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使
用し､それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。
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警告

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危
害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、
必ず医師に相談の上、使用する。
●

●

●

●

●

●

●

●

ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内
植込み型医用電気機器を使用している人
悪性しゅよう（腫瘍）のある人
心臓に障害のある人
妊娠中または出産直後の人
糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からく
る知覚障害のある人
皮膚に創傷のある人
安静を必要とする人
体温38℃以上（有熱期）の人

●

●

●

●

骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ
（捻挫）、肉離れなど、急性［とう（疼）痛性］疾患の人
かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
腱鞘(けんしょう)炎の人
上記以外に、特に身体に異常を感じている人

例：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など］
の強いときや、衰弱しているとき

事故や体調不良をおこす恐れがあります。

アフターサービス

誤った扱いをすると、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。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負
う可能性があり、かつその切迫度合いが高
いと想定される内容を示します。

危険

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物
的損害のみの発生が想定される内容を示します。

注意

（左図の場合は分解禁止）

（左図の場合は電源プラグを
　コンセントから抜く）

絵表示の例

記号は、「してはいけないこと」の
内容をお知らせするものです。

記号は、「しなければならないこ
と（強制）」の内容をお知らせす
るものです。
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仕

　様

安全上のご注意

自分で意思表示ができない人や自分で
操作できない人には使用させない｡
事故やけがの恐れがあります。

幼児や子供に本体の上や、
まわりで遊ばせない。
けがや故障の恐れがあります。

子供に使用させない｡
また、使用中は子供を近づけない。
事故やけがの恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に
置かない。
頭からかぶるなどをすると口や鼻を
ふさぎ、窒息する恐れがあります。

足部、ふくらはぎ部以外のマッサージに
使用しない。
(特に頭や首には絶対に使用しない）
事故やけが、体調不良をおこす恐れが
あります。

クッションカバーを外して使わない。
内部構造が露出した状態では絶対に使わない。
けがの恐れがあります。

本製品専用の電源コード以外は使用しない。
感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグ・差し込みプラグは容易に
外れないように正しく確実に差し込む。
感電や発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる。
プラグにほこりなどがたまると湿気などで
絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源コードを抜いた状態で、必ず乾いた布
で拭いてください。

使用しても効果が現れない場合は、
医師または専門家に相談する。
事故や体調不良をおこす恐れがあります。

電源は交流100Vを使用する。
本製品は日本国内専用です。
交流（AC）100V以外の電源を使用すると、
火災や感電の原因になります。

布地が破れた状態で使用すると、感電や
けがの恐れがあります。

次の人は使用しない｡
医師からマッサージを禁じられている人。
例：血栓［そく（塞）栓］症、重度の動脈りゅう

（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎、
皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

症状を悪化させる恐れがあります。

ご使用後は、必ず電源プラグを
コンセントから抜く。
プラグにほこりなどがたまると、湿気な
どで絶縁劣化し、感電や漏電火災の原因
になります。

使用中に本体に足を入れた状態で
立ち上がらない。
事故やけがの恐れがあります。

本体の上に立ったり、座ったり、本体を
踏み台にしたりしない。
けがや故障の原因になります。

TF5000

株式会社惣田製作所
〒522-0004　滋賀県彦根市鳥居本町492

医 療 機 器
製造販売業

AC100V　50/60Hz電 源
40W消 費 電 力 医療機器分類
15分定 格 時 間
約15分内蔵タイマー

材 質
約13kg質 量

エアーフットマッサージャー販 売 名

通常時：高さ480×幅490×奥行き450
リクライニング時：高さ400×幅490×奥行き510

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
● 疲労回復　　　　　　● 血行をよくする　　　　　　● 筋肉の疲れをとる
● 筋肉のこりをほぐす　● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

寸法（mm）

約1.9m電源コード長さ
30～50kPaエアー圧力

使用目的／
効能・効果

21.5cm～28cm足 サ イ ズ

本体：ABS樹脂
布地：ポリエステル、ポリウレタン

管理医療機器
医療機器認証番号  227AGBZX00019000

一般的名称 家庭用エアマッサージ器
（JMDNコード　34663000）

類 別 機械器具　77　バイブレーター
日本製

ご使用前には、必ず内布・クッション
カバーが破れていないか確認し、
破れや外した状態では使用しない。
（どんな小さな破れでも、ただちに
使用を中止し、電源プラグを抜き、
勝手に修理などせず、お買い上げ販
売店に修理を依頼してください。）

電源コードを抜くとき、本体から電源
コードを抜くときは、必ず先端の電源
プラグ・差し込みプラグを持って抜く。
コード接続部に無理な力をかけないで
ください。感電や発火の原因になります。
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注意

廃棄について

こう処置してくださいこんなときは 考えられる原因

安全上のご注意

動かなくなったときや、異常を感じたと
きは、ただちに使用を中止し、電源プラ
グをコンセントから抜く。
漏電やショートなどによる感電や火災の
原因になります。お客様による勝手な分
解・修理などせず、お買い上げ販売店に
点検・修理を依頼してください。

長期間使用しなかった場合は、使用前に
正常にかつ安全に動作するか確認する。
内部部品が劣化している場合、事故やけ
がの恐れがあります。
正常に動作しない場合は、必ずお買い上
げ販売店にご相談ください。

使用中、からだに異常が現れた場合は、
ただちに使用をやめて医師に相談する。
そのまま使い続けると症状が悪化し、
事故や体調不良をおこす恐れがあります。

本製品の使用時間は1回15分以内とし、
連続使用を避ける。
同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に
対して必要以上の刺激が与えられ、事故や
けが、体調不良をおこす恐れがあります。
使用しても効果が感じられない場合は、
医師または専門家にご相談ください。

ご使用前には、必ず電源スイッチ、操作
ボタン、内蔵タイマーなどが正常に作動
するか確認する。
事故やけがの恐れがあります。

本製品は突起物がなく、平らで滑りにく
い安定した場所で使用する。
不安定な場所で使用した場合、使用中に
本体が動き出し、事故やけがの恐れがあ
ります。

電源コードに負荷をかけたり、傷つけた
りしない。
電源コードやプラグの誤った取り扱いは、
電源コードに負荷をかけたり、
傷つけたりすることによる感電や火災の
原因となります。
次のことをお守りください。
●

●

●

●

●

●

●

電源コードを加工したり傷つけたりしない。
電源コードを熱器具に近づけない。
電源コードの上に重いものを載せたり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじった
りしない。
電源コードが傷ついていたり、電源コン
セントへの差し込みがゆるんでいたりす
るときは使用しない。
電源コードを本製品に巻き付けない。
電源コードはねじれをほどいて保管する。
電源コンセントや配線器具など、たこ足
配線などで定格を超える使いかたはしない。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
感電の原因になります。

身体がぬれた状態で本製品を使用しない。
感電の原因になります。

絶対に分解や改造、修理をしない。
感電の原因になります。
また発火や異常動作をして、
けがをする恐れがあります。

本体のすき間や、スライド機構部の穴に
指を入れない。
けがの恐れがあります。

故障かな？と思ったら
下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、
お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（14ページ参照）

クッションカバーが破れた。

電源コードが破損した。

ただちに使用を中止し、「お客
様ご相談窓口」にご相談くださ
い。（14ページ参照）
※本製品の分解・修理は絶対に
しないでください。

ただちに使用を中止し、専用の別
売品と交換してください。
別売品のお取り寄せについては、
お買い上げ販売店、または弊社
「お客様ご相談窓口」へお問い合
わせください。（14ページ参照）

マッサージ中の音が気になる。 構造上、音が出ることがありま
す。機能に影響はありませんの
で、そのままお使いください。

内布が破れた。

こげくさい臭いがする。
本体が破損した。

電源が入らない。
動かない。

●電源プラグが抜けている。 ●電源プラグを確実に差し込む。

●電源スイッチが入っていない。 ●電源スイッチを入れる。

●入/切ボタンを長押ししていない。 ●入／切スイッチを3秒押す。

停止してしまった。 ●コース選択後、15分以上経っ
ている。（自動停止した）

●故障ではありません。
※使用時間は1回15分以内に
してください。

地球環境保護のため、本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。
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ファスナー

停電のときはただちに電源スイッチを切
り、電源プラグをコンセントから抜く。
電源プラグがコンセントに差し込まれた
ままで通電が再開した場合、事故やけが
の恐れがあります。
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をコンセントから抜く。
電源プラグがコンセントに差し込まれた
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やり止めない。
けがや故障の原因になります。
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クッションカバー・内布を無理に
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突き刺したりしない。
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るだけでなく、ひび割れによるけがの恐
れがあります。
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●
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●
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本　体

クッションカバー

クッションカバーの汚れが気になるときは、本体から
取り外して洗濯機で洗ってください。
※内布は取り外しできません。

①ファスナーを開けてクッションカバーを本体から取
り外す。
②洗濯ネットに入れ、中性洗剤を使って洗濯機で洗い
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③陰干しで十分に乾燥させる。
④完全に乾いてから、取り外しの逆の手順で本体に取
り付ける。（クッションカバーに左用／右用はあり
ません）

クッションカバーの汚れが気になるときは
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電源スイッチ

台座

差し込みプラグ

足裏突起（3箇所）

電源コード差し込み口

マッサージ部

電源コード※

クッションカバー※

電源プラグ

取っ手
持ち運ぶときは、
この部分を持ちます。

クッションカバーは専用付属品です。
必ず本体に取り付けて使用してくだ
さい。ファスナーで着脱できます。

リクライニングボタン　　

本体

内布　

操作部

最後にコースを選択してから約15分でタイマー機能が働き、自動的に電源が切れます。
※タイマーが働いて電源が切れても、電源スイッチは「入」のままです。必ず「切」に
してから電源プラグを抜いてください。

選択した強さのランプが
点灯します。

強さボタンを押すたびに、マッサージの
強さが変わります。

エアバックを圧迫・
開放させることによ
るマッサージと足裏
部に設けた突起によ
る加圧マッサージを
おこないます。

リクライニング
ボタン 押しながら

すぐに急停止ボタンを押してください。その場でマッサージが停止し、すべてのエアー
が抜けます。

電源コードは専用付属品で
す。必ず、付属の電源コー
ドを使用してください。

使い始めはマッサージ強さを「よわい」で使
用し、弱い刺激からマッサージしてください。

●

各部のなまえとはたらき

本　体

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。お買い上げ販売店、または弊社
「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。（14ページ参照）
ホームページでもお問い合わせいただけます。
                 http://www.tescom-japan.co.jp/support/

内蔵タイマーについて

使いかた

マッサージの強さを選択する。3

マッサージが終わったら、
リクライニングボタンを
押しながらリクライニン
グを戻して足を抜く。

4

電源スイッチを「切」にして、
電源プラグをコンセントから
抜く。
5

身体に異常を感じたり、非常事態が起こったときは

長期間使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本製品
に布などをかけてホコリなどがつかないようにしてください。
また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

●

●
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（初期設定） （初期設定）
お好みで3段階から
選べます。

運転入/切ボタン
運転ランプ

急停止ボタン

おまかせコース
選択ボタン

ポイントコース
選択ボタン

強さ調節ボタン

合計6つのコースから
選べます。（下記参照）

選択したコースのランプが
点灯します。

どちらかを押してコースを選択してください。
押すたびにコースが変わります。（各コース15分）

点灯

3秒間押す

縦アーチ

横アーチ

ふ
く
ら
は
ぎ

足裏

操作部

各部のなまえとはたらき使いかた

使いかた

入／切ボタンを長押し（約3秒）する。1

各コース選択ボタンを押すと、強さ「よわい」でマッサージが始まり、約15分で止まります。
途中で止めたいときは、急停止ボタンを押してください。

●

●

運転ランプが赤く点灯します。
運転ランプ点灯後、なにも操作しないと
5分後に「切」の状態になり、運転ラン
プが消えます。

●

●

マッサージのコースを選択する。2

本製品の使用時間は1回15分以内とし、連続使用はしない。筋肉や神経に必要以上の
刺激が与えられ、事故・けが・体調不良を起こす恐れがあります。

ストレッチ：
お疲れケア：

むくみスッキリ：

足全体のもみほぐし+足先ストレッチコース
足全体をもむコース
ふくらはぎのもみほぐし+足裏刺激コース

足裏：
土踏まず：

ふくらはぎ：

足裏刺激コース
土踏まず周辺を伸ばすコース
ふくらはぎマッサージコース

おまかせコース
● ストレッチ
足全体をもみほぐしながら、横方向と縦方向のアーチを伸ばすコースです。

● お疲れケア
足全体をしぼりあげる動作で念入りにもみほぐす「もみ中心」で、足の疲労
を回復するマッサージコースです。

● むくみすっきり
ふくらはぎをもみほぐしながら、足裏を指圧感覚※で刺激するコースです。

ポイントコース
● 足裏
足裏を指圧感覚※で重点的に刺激するマッサージするコースです。

● 土踏まず
足の形を理想的な形に近づけるために、縦方向のアーチを伸ばすコースです。

● ふくらはぎ
ふくらはぎを中心に足首までを重点的にマッサージするコースです。

※「指圧」の文言を使用していますが、効能または効果に指圧の代用は含まれておりません。

※各コースの詳細は6ページ参照。
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②
電源スイッチ

① 奥までしっかり
差し込む。

リクライニング範囲
（約30゜）

押しながら

つま先突起

中央突起

かかと突起

リクライニング
ボタン

使いかた

　　　　　　　

使いかた

操作パネルのボタンを2つ以上同時に押さない。故障の原因となります。
テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離して使う。また、同じコンセントを使用しない。
雑音などが入ることがあります。
リクライニング操作前に、周囲に人やペットがいないか、ぶつかりそうな物がないか確認する。
マッサージ部に足を入れていない状態でリクライニング操作しない。リクライニングが急に戻る
恐れがあります。

●

●

●

●

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

● 疲労回復　　● 血行をよくする　　● 筋肉の疲れをとる　　● 筋肉のこりをほぐす　　
● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

使用前の準備

必ず内布・クッションカバーが破れていないか確認する。1

椅子などに座って使える場所に置いてください。
床面の傷防止や動作音をやわらげるため、マットなどを下に敷くことをおすすめします。

●

●

本体を安定した場所に置く。2
電源スイッチが「切」になっていることを確認し、
①電源コードを本体と接続してから、
②電源プラグをコンセントに差し込む。
3

リクライニングボタンを押して
いるあいだ、約30°の範囲で
動きます。
角度が決まったら、リクライニ
ングボタンから指をはなしてく
ださい。

●

椅子などに座ってマッサージ部に足を入れ、
リクライニングボタンを押しながら角度を調節する。5

どんなに小さな破れでも、ただちに使用を中止して修理を依頼（クッション
カバー破損の場合は別売りのカバーと交換）してください。
そのまま使用すると、感電・けがの恐れがあります。

椅子などに座り、ひざを軽く曲げた状態で
使用してください。 足裏突起のつま先突起が、図のように足指の

付け根にあたる位置に足を置いてください。
● いすに座って
　使うとき

● ソファーに座って
　使うとき

使用例

キャスター付きの椅子に座って使用しない。ケガをする恐れがあります。●

床に座って使用しない。● 足を反対側から入れて使用しない。●

電源コード差し込み口の横にあります。●

電源スイッチを「入」にする。4

使用目的／効能・効果
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押しながらリクライニン
グを戻して足を抜く。

4

電源スイッチを「切」にして、
電源プラグをコンセントから
抜く。
5

身体に異常を感じたり、非常事態が起こったときは

長期間使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本製品
に布などをかけてホコリなどがつかないようにしてください。
また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

●

●
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ファスナー

停電のときはただちに電源スイッチを切
り、電源プラグをコンセントから抜く。
電源プラグがコンセントに差し込まれた
ままで通電が再開した場合、事故やけが
の恐れがあります。

お手入れをするときは、必ず電源プラグ
をコンセントから抜く。
電源プラグがコンセントに差し込まれた
ままだと、火災や感電の原因になります。

エアーバッグに故意に力を加えて無理
やり止めない。
けがや故障の原因になります。

本体を移動するときは引きずらない。
床や畳などを傷つける恐れがあります。

クッションカバー・内布を無理に
引っ張ったり、刃物やとがったもので
突き刺したりしない。
けがや故障、破損の原因になります。

本体を落としたり、強い衝撃を与えない。
漏電やショート、故障の原因になります。

ストーブなどの火気の近くで使用したり、
ホットカーペットなどの暖房器具の上で
使用しない。
火災や事故、故障の原因になります。
また、たばこを吸いながらの使用も、
火災の原因になります。

本体に布や毛布などをかぶせて使用しない。
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、
故障の原因になります。

本体や操作部に水などをこぼさない。
火災や感電、故障の原因になります。

浴室など本体に水のかかりやすい場所や
湿気の多い場所で使用しない。
火災や感電、故障の原因になります。

お手入れにベンジン、シンナー、アルコー
ル、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用し
ない。
変形や変色、変質など本体の外装を痛め
るだけでなく、ひび割れによるけがの恐
れがあります。

本製品は家庭用なので、
業務用として使わない。

直射日光のあたる場所で使用しない。
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、
故障の原因になります。また変形や変質
など本体の外装を傷める恐れがあります。

安全上のご注意

他の健康用機器や治療器と同時に
使わない。
事故やけが、体調不良をおこす恐れが
あります。

食後および飲酒後は使用しない。
体調不良をおこす恐れがあります。

使用中に眠らない。
事故やけがの恐れがあります。

足に装飾品（アンクレット、指輪など）
を付けたまま使わない。
故障やけがの恐れがあります。

お手入れのしかた
次回使用時に支障がないように、お手入れを行ってください。
必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをして
ください。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ベンジン、シンナー、アルコール、アルカ
リ性洗剤、漂白剤などをよごれ落としとし
て使わない。

●

●

クッションカバーは、他のものと一緒に洗
わない。色落ちする場合があります。
クッションカバーを乾燥機にかけない。

●

●

乾いたやわらかい布でふき取る。
汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、
よくしぼって汚れなどをふき取ってから、やわらかい布でからぶきする。

やわらかい布に水または水で薄めた中性洗剤をふくませ、よくしぼってからふき取り、
乾燥させる。

本　体

クッションカバー

クッションカバーの汚れが気になるときは、本体から
取り外して洗濯機で洗ってください。
※内布は取り外しできません。

①ファスナーを開けてクッションカバーを本体から取
り外す。
②洗濯ネットに入れ、中性洗剤を使って洗濯機で洗い
脱水する。
③陰干しで十分に乾燥させる。
④完全に乾いてから、取り外しの逆の手順で本体に取
り付ける。（クッションカバーに左用／右用はあり
ません）

クッションカバーの汚れが気になるときは
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注意

廃棄について

こう処置してくださいこんなときは 考えられる原因

安全上のご注意

動かなくなったときや、異常を感じたと
きは、ただちに使用を中止し、電源プラ
グをコンセントから抜く。
漏電やショートなどによる感電や火災の
原因になります。お客様による勝手な分
解・修理などせず、お買い上げ販売店に
点検・修理を依頼してください。

長期間使用しなかった場合は、使用前に
正常にかつ安全に動作するか確認する。
内部部品が劣化している場合、事故やけ
がの恐れがあります。
正常に動作しない場合は、必ずお買い上
げ販売店にご相談ください。

使用中、からだに異常が現れた場合は、
ただちに使用をやめて医師に相談する。
そのまま使い続けると症状が悪化し、
事故や体調不良をおこす恐れがあります。

本製品の使用時間は1回15分以内とし、
連続使用を避ける。
同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に
対して必要以上の刺激が与えられ、事故や
けが、体調不良をおこす恐れがあります。
使用しても効果が感じられない場合は、
医師または専門家にご相談ください。

ご使用前には、必ず電源スイッチ、操作
ボタン、内蔵タイマーなどが正常に作動
するか確認する。
事故やけがの恐れがあります。

本製品は突起物がなく、平らで滑りにく
い安定した場所で使用する。
不安定な場所で使用した場合、使用中に
本体が動き出し、事故やけがの恐れがあ
ります。

電源コードに負荷をかけたり、傷つけた
りしない。
電源コードやプラグの誤った取り扱いは、
電源コードに負荷をかけたり、
傷つけたりすることによる感電や火災の
原因となります。
次のことをお守りください。
●

●

●

●

●

●

●

電源コードを加工したり傷つけたりしない。
電源コードを熱器具に近づけない。
電源コードの上に重いものを載せたり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじった
りしない。
電源コードが傷ついていたり、電源コン
セントへの差し込みがゆるんでいたりす
るときは使用しない。
電源コードを本製品に巻き付けない。
電源コードはねじれをほどいて保管する。
電源コンセントや配線器具など、たこ足
配線などで定格を超える使いかたはしない。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
感電の原因になります。

身体がぬれた状態で本製品を使用しない。
感電の原因になります。

絶対に分解や改造、修理をしない。
感電の原因になります。
また発火や異常動作をして、
けがをする恐れがあります。

本体のすき間や、スライド機構部の穴に
指を入れない。
けがの恐れがあります。

故障かな？と思ったら
下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、
お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（14ページ参照）

クッションカバーが破れた。

電源コードが破損した。

ただちに使用を中止し、「お客
様ご相談窓口」にご相談くださ
い。（14ページ参照）
※本製品の分解・修理は絶対に
しないでください。

ただちに使用を中止し、専用の別
売品と交換してください。
別売品のお取り寄せについては、
お買い上げ販売店、または弊社
「お客様ご相談窓口」へお問い合
わせください。（14ページ参照）

マッサージ中の音が気になる。 構造上、音が出ることがありま
す。機能に影響はありませんの
で、そのままお使いください。

内布が破れた。

こげくさい臭いがする。
本体が破損した。

電源が入らない。
動かない。

●電源プラグが抜けている。 ●電源プラグを確実に差し込む。

●電源スイッチが入っていない。 ●電源スイッチを入れる。

●入/切ボタンを長押ししていない。 ●入／切スイッチを3秒押す。

停止してしまった。 ●コース選択後、15分以上経っ
ている。（自動停止した）

●故障ではありません。
※使用時間は1回15分以内に
してください。

地球環境保護のため、本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。
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仕

　様

安全上のご注意

自分で意思表示ができない人や自分で
操作できない人には使用させない｡
事故やけがの恐れがあります。

幼児や子供に本体の上や、
まわりで遊ばせない。
けがや故障の恐れがあります。

子供に使用させない｡
また、使用中は子供を近づけない。
事故やけがの恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に
置かない。
頭からかぶるなどをすると口や鼻を
ふさぎ、窒息する恐れがあります。

足部、ふくらはぎ部以外のマッサージに
使用しない。
(特に頭や首には絶対に使用しない）
事故やけが、体調不良をおこす恐れが
あります。

クッションカバーを外して使わない。
内部構造が露出した状態では絶対に使わない。
けがの恐れがあります。

本製品専用の電源コード以外は使用しない。
感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグ・差し込みプラグは容易に
外れないように正しく確実に差し込む。
感電や発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる。
プラグにほこりなどがたまると湿気などで
絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源コードを抜いた状態で、必ず乾いた布
で拭いてください。

使用しても効果が現れない場合は、
医師または専門家に相談する。
事故や体調不良をおこす恐れがあります。

電源は交流100Vを使用する。
本製品は日本国内専用です。
交流（AC）100V以外の電源を使用すると、
火災や感電の原因になります。

布地が破れた状態で使用すると、感電や
けがの恐れがあります。

次の人は使用しない｡
医師からマッサージを禁じられている人。
例：血栓［そく（塞）栓］症、重度の動脈りゅう

（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎、
皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

症状を悪化させる恐れがあります。

ご使用後は、必ず電源プラグを
コンセントから抜く。
プラグにほこりなどがたまると、湿気な
どで絶縁劣化し、感電や漏電火災の原因
になります。

使用中に本体に足を入れた状態で
立ち上がらない。
事故やけがの恐れがあります。

本体の上に立ったり、座ったり、本体を
踏み台にしたりしない。
けがや故障の原因になります。

TF5000

株式会社惣田製作所
〒522-0004　滋賀県彦根市鳥居本町492

医 療 機 器
製造販売業

AC100V　50/60Hz電 源
40W消 費 電 力 医療機器分類
15分定 格 時 間
約15分内蔵タイマー

材 質
約13kg質 量

エアーフットマッサージャー販 売 名

通常時：高さ480×幅490×奥行き450
リクライニング時：高さ400×幅490×奥行き510

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
● 疲労回復　　　　　　● 血行をよくする　　　　　　● 筋肉の疲れをとる
● 筋肉のこりをほぐす　● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

寸法（mm）

約1.9m電源コード長さ
30～50kPaエアー圧力

使用目的／
効能・効果

21.5cm～28cm足 サ イ ズ

本体：ABS樹脂
布地：ポリエステル、ポリウレタン

管理医療機器
医療機器認証番号  227AGBZX00019000

一般的名称 家庭用エアマッサージ器
（JMDNコード　34663000）

類 別 機械器具　77　バイブレーター
日本製

ご使用前には、必ず内布・クッション
カバーが破れていないか確認し、
破れや外した状態では使用しない。
（どんな小さな破れでも、ただちに
使用を中止し、電源プラグを抜き、
勝手に修理などせず、お買い上げ販
売店に修理を依頼してください。）

電源コードを抜くとき、本体から電源
コードを抜くときは、必ず先端の電源
プラグ・差し込みプラグを持って抜く。
コード接続部に無理な力をかけないで
ください。感電や発火の原因になります。
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警告

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危
害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、
必ず医師に相談の上、使用する。
●

●

●

●

●

●

●

●

ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内
植込み型医用電気機器を使用している人
悪性しゅよう（腫瘍）のある人
心臓に障害のある人
妊娠中または出産直後の人
糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からく
る知覚障害のある人
皮膚に創傷のある人
安静を必要とする人
体温38℃以上（有熱期）の人

●

●

●

●

骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ
（捻挫）、肉離れなど、急性［とう（疼）痛性］疾患の人
かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
腱鞘(けんしょう)炎の人
上記以外に、特に身体に異常を感じている人

例：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など］
の強いときや、衰弱しているとき

事故や体調不良をおこす恐れがあります。

アフターサービス

誤った扱いをすると、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。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負
う可能性があり、かつその切迫度合いが高
いと想定される内容を示します。

危険

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物
的損害のみの発生が想定される内容を示します。

注意

（左図の場合は分解禁止）

（左図の場合は電源プラグを
　コンセントから抜く）

絵表示の例

記号は、「してはいけないこと」の
内容をお知らせするものです。

記号は、「しなければならないこ
と（強制）」の内容をお知らせす
るものです。


