
製造番号

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器

マッサージシート タタキもみDMA
ADE01

取扱説明書 保証書付

この度はADE01をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

保管用保証書付 添付文書

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

もくじ
安全上のご注意 ･･･････････････････ 2～3
各部の名称とはたらき ････････････ 4～5
ご使用前の準備 ･･･････････････････････ 6
コースでマッサージする ･･････････ 7～8
お好み機能でマッサージする ･･･ 9～11
保管について ････････････････････････12
本体のお手入れ･･････････････････････12
首肩カバーのお手入れ･･･････････････12
故障かなと思ったら ･･････････････････13
仕様･･････････････････････････････････14
保証書 ･･･････････････････････････････16



2

マッサージ器の上に寝た状態で使用しないでく
ださい。
負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあり
ます。

持ち手を強く引っ張ったり、振り回さないでくだ
さい。
思わぬ事故やけがのおそれがあります。

保管の際は、マッサージ部の上に物を置かない
でください。
故障や事故の原因になります。

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを
次に説明しています。

警告表示の意味
表示内容を無視して誤った使いかたをしたと
きに生じる危害や損害の程度を、次の表示で
示しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う
可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「損害を負う可能性または
物的損害のみが発生する可能性が想定され
る」内容です。

次の人は使用しないでください。
症状を悪化させるおそれがあります。
• 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、重度の動脈瘤、
　　急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症
幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で
遊ばせたり、上にのせたりしないでください。
思わぬ事故の原因になります。
使用前に、マッサージ部の縫製破れがないか
を確認してください。
破れている場合は使用しないでください。
また、カバーを外して使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工した
り、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりし
ないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

自分で意思表示のできない方や身体の不自由
な方には使用させないでください。
けがの原因になります。禁止

首周辺をマッサージする時は、もみ玉の動きに
注意してください。また、首の前方はマッサージ
しないでください。
事故やけがのおそれがあります。

禁止

他の治療器と同時に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。

禁止

マッサージ以外の用途に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

禁止

本体を布団やコタツの中に入れて使用しないで
ください。
事故・感電・低温やけどのおそれがあります。禁止

お腹や胸、頭部やのどには使用しないでください。
事故や体調不良の原因になります。

禁止

改造はしないでください。また、修理技術者以外の
人は、絶対に分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。分解

禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセント
の差込がゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。禁止

ピンなど鋭いものを本体に入れないでください。
故障や事故の原因になります。

禁止

ヒーターは医療用途に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。

禁止

身体にアクセサリーなど硬いものをつけて使用
しないでください。
事故やけがのおそれがあります。禁止

もみ玉面に勢いよく体をあてないでください。
事故やけがのおそれがあります。

使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因に
なります。禁止

キャスター付の椅子や回転椅子では使用しない
でください。
本器が倒れて事故やけがのおそれがあります。禁止
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使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を
中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。必ず

守る

浴室など湿気の多い場所では使用・保管しない
でください。また、水などの液体がかからないよ
うにしてください。
感電や故障の原因になります。

禁止

本体に強い衝撃や荷重をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。

禁止

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないで
ください。
本体内部が高温になる可能性があります。禁止

もみ玉面を下にして、動作させないでください。
故障の原因となります。

禁止

もみ玉やエアバッグに故意に力を加えて無理に
止めないでください。
けがや故障の原因となります。禁止

停電のときはすぐに電源を切ってください。
感電・ショート・火災の原因になります。

必ず
守る

電源は交流用100V専用コンセントを使用して
ください。
火災やけがの原因になります。必ず

守る

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しし
ないでください。
感電やけがの原因になります。

必ず
守る

この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でな
い人は十分注意を払って使用してください。
低温火傷のおそれがあります。必ず

守る

故障した場合には、勝手に修理などせず、販売元
または製造販売元に連絡してください。
事故やけがの原因になります。必ず

守る

使用しても効果が現れない場合は医師または専
門家に相談してください。
事故や健康を害すおそれがあります。必ず

守る

1日の使用時間は1回15分、合計30分以内で
ご使用ください。また、同一箇所への連続使用は
避けてください。
長時間のご使用は、健康を害するおそれがあり
ます。

必ず
守る

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに
必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。必ず

守る

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜い
てください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。必ず

守る

本製品は家庭用です。病院等での治療用機器で
はありませんのでご注意ください。
事故やけがの原因になります。必ず

守る

使用前後には点検を行い、故障又は異常が認め
られた場合は、お買い上げの販売店、又は製造
販売業者までご連絡ください。
事故やけがの原因になります。

必ず
守る

初めてご使用の際は、弱の設定からご使用くだ
さい。
事故やけがのおそれがあります。必ず

守る

故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源
を切ってください。
事故やけがの原因になります。必ず

守る

本体やもみ玉の上に横になったり、座ったりして
使用しないでください。
けがや故障の原因になります。禁止

次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用くだ
さい。
事故や健康を害するおそれがあります。
・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
・温度感覚喪失が認められる人
・悪性腫瘍のある人
・心臓に障害のある人
・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
・背骨に異常のある人や曲がっている人
・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
・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉
離れなど、急性［とう（疼）痛性］疾患の人
・体温38℃以上（有熱期）の人
例：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧

変動など］の強い時期、衰弱しているとき
・その他、医療機関で治療中の人

必ず
守る

商品は、定期的に点検してください。
事故やけがの原因になります。

ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みのうえ、
正しくご使用ください。
事故やけがの原因になります。

投げたり、落としたりしないでください。
破損や故障の原因になります。

禁止
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本　体　

固定用ベルト

リモコン

リモコンポケット

首肩カバー

エアーバッグ

エアーバッグ

座部

首・肩メカ
下もみ玉のみ
ヒーター内蔵

背・腰メカ
もみ玉に

ヒーター内蔵

（ ）

（ ）

電源プラグ
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リモコン

入/切ボタン
電源の入/切をおこないます

もみボタン
もみの入/切をおこないます

交互指圧ボタン
交互指圧の入/切を
おこないます

首ストレッチボタン
首ストレッチの入/切を
おこないます

上下もみボタン
上下もみの入/切を
おこないます

部分もみボタン
部分もみの入/切を
おこないます

たたき速ボタン
たたき速の入/切を
おこないます

たたき遅ボタン
たたき遅の入/切を
おこないます

はさみボタン
エアバッグで
はさみ動作をします

ストレッチボタン
エアバックで
ストレッチ動作をします

エアバッグランプ
エアバッグの強・中・弱を
表示します

緊急停止ボタン
すべての動作が止まります

首肩メカ、背腰メカ、
エアーバッグすべてが
自動で動作します

首肩メカの上下移動範囲を
２段階で選択できます
※約5cm上下移動します

首肩メカの上下位置調整を
おこないます
※調整後は定位置で動作します

たたきの上下位置調整を
おこないます

ヒーターボタン
もみ玉ヒーターの入/切を
おこないます
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ご使用前の準備

6

注意

使用前の注意事項

●設置する

• 使用前にマッサージ部の縫製破れが
ないか確認してください。破れてい
る場合は使用しないでください。

• 使用前にリモコンの操作ボタンや
タイマーが正常に動作するか､確認
して使用してください。

• しばらく使用しなかった場合、もう
一度取扱説明書をよく読み、機器が
正常にまた、安全に動作することを
確認してから使用してください。

●使用する際は、本体を椅子やソファなどの安定した場所に置いてください。
※椅子やソファなどに傷が付く恐れがある場合は、必ず本機との間に、傷

防止用に敷物を敷いて使用してください。

●椅子で使用する際は、固定用ベルトを椅子の
背もたれに固定して使用してください。

※本機が倒れて事故やけがのおそれがあります。

●キャスター付の椅子や回転椅子では使用しないでください。
本器が倒れて事故やけがのおそれがあります。

●本体を寝かせて、マッサージ器の上に寝た状態で使用しないでくだ
さい。
負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。

注意

固定用ベルト

縫製破れがないか
確認してください。

マッサージ部
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「入/切」ボタンを押して
電源を入れる

コースでマッサージする

正しく確実に差し込んでください。

電源プラグをコンセントに
差し込む

●「入/切」ボタンが点灯し、電源が入り
ます。
※もう一度押すと電源が切れます。

1

2

「全自動」ボタンを押し、
動作を開始する
●「全自動」ボタンが点灯します。
※首肩メカの位置が高いと感じる場合は
「位置低モード」ボタンを押し、上下移
動範囲を低くします。
位置が低いときは点灯します。

3

もみ玉ヒーターの設定
●コース動作中、お好みでもみ玉ヒー
ターを使用することができます。

●「ヒーター」ボタンを押すたびに、もみ玉
ヒーターを入/切することができます。
●ヒーター使用中は「ヒーター」ボタンが
点灯します。

4

3

4

2

首肩メカの位置
高

低
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コースでマッサージする

停止のしかた

お好み機能動作への切り替え

●「入/切」ボタンを押すとすべての動作
が止まり、原点復帰をします。
●「緊急停止」ボタンを押してすべての
動作をその場で止めることもできま
す。再び動作をさせる場合は「入/切」
ボタンを押して原点復帰をさせてくだ
さい。

●「入/切」ボタン、「緊急停止」ボタンを
押さない場合はタイマーが働き、15
分ですべての動作が自動停止します。

6

7

●全自動動作中、「首・肩」、「背・腰」ボタ
ンを押すとお好み動作へ切り替わりま
す。

●お好み動作中、「全自動」ボタンを押し
た場合はもみ玉は一旦原点復帰をして
から全自動動作が始まります。

6

7 5

7
エアバッグの強弱調節
●コース動作中、お好みでエアバッグの
強さを調節することができます。
「はさみ」ボタンを押すことで、
中→強→弱（繰り返し）と強さが
切り替わります。

5

中

強

弱

9

お好み機能でマッサージする（首・肩）
「入/切」ボタンを押して
電源を入れる
●「入/切」ボタンが点灯し、電源が入ります。
※もう一度押すと電源が切れます。

1

首肩をマッサージする
●「もみ」、「交互指圧」、「首ストレッチ」のい
ずれかのボタンから選択して、首、肩を
マッサージしてください。

2

（首肩交互指圧）
●「交互指圧」ボタンを押すと、「交互指圧」
ボタンが点灯し、動作を開始します。
約5ｃｍ上下移動しながら動作をします。

（首肩もみ）
●「もみ」ボタンを押すと、「もみ」ボタンが
点灯し、動作を開始します。
約5ｃｍ上下移動しながら動作をします。

首肩メカの位置調整をする
●「首肩メカの位置が高いと感じる場合は
「位置低モード」ボタンを押し、上下移動
範囲を低くします。

●「もみ」「交互指圧」動作中に上下移動さ
せずに定位置でマッサージしたい場合は
「↑」「↓」ボタンを長押しして調整してく
ださい。

※調整後は上下移動せずに定位置で動作し
ます。

2

1

（首ストレッチ）
●「首ストレッチ」ボタンを押すと、「首スト
レッチ」ボタンが点灯し、動作を開始します。
約5ｃｍ上下移動しながら動作をします。

注意 「もみ」「交互指圧」「首ストレッチ」は、
併用することができません。

首肩メカの位置
高

低
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お好み機能でマッサージする（背・腰）
背腰もみをする
●「上下もみ」ボタンを押すと、「上下も
み」ボタンが点灯し、動作を開始します。
※もう一度押すとボタンが消灯し動作
が停止します。
※定位置で、もみマッサージすること
はできません。

3

背腰たたきをする
●速いたたきがお好みの場合は、「たた
き速」ボタンを押します。
●遅いたたきがお好みの場合は、「たた
き遅」ボタンを押します。

　押されたボタンが点灯し、選択した動
作を開始します。
※もみ動作とたたき動作は同時に行う
ことができます。

●たたき動作中に位置を定位置で微調
整したい場合は「↑」「↓」ボタンを長
押しして調整してください。
※定位置で、もみマッサージすること
はできません。

4

部分的にもみマッサージをする
●決まった箇所を部分的にもみマッサー
ジをしたい場合は、上下もみ動作中に
「部分もみ」ボタンを押すと、「部分も
み」ボタンが点灯し動作を開始します。

4

3

注意
「上下もみ」と「部分もみ」は、併用す
ることができません。

注意
たたきの定位動作と、もみ動作は併
用できません。

11

お好み機能でマッサージする（エアバッグ）
エアバッグでマッサージする
「はさみ」、「ストレッチ」のいずれかのボタン
から選択して、マッサージしてください。

（はさみ）
●「はさみ」ボタンを押すと、「はさみ」ボタンが
点灯し、「中」ではさみ動作を開始します。押
すたびに強さが切り替わります。

（ストレッチ）
●「ストレッチ」ボタンを押すと、「ストレッチ」
ボタンが点灯し、「中」でストレッチ動作を開
始します。押すたびに強さが切り替わりま
す。

5

停止のしかた
●「入/切」ボタンを押すとすべての動作が止
まり、原点復帰をします。
●「緊急停止」ボタンを押してすべての動作
をその場で止めることもできます。再び動
作させる場合は「入/切」ボタンを押して原
点復帰をさせてください。

●「入/切」ボタン、「緊急停止」ボタンを押さ
ない場合はタイマーが働き、15分ですべ
ての動作が自動停止します。

6

6

6

5

中 強 弱

中 強 弱

注意
「はさみ」と「ストレッチ」は、併用するこ
とができません。
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お好み機能でマッサージする（背・腰）
背腰もみをする
●「上下もみ」ボタンを押すと、「上下も
み」ボタンが点灯し、動作を開始します。
※もう一度押すとボタンが消灯し動作
が停止します。
※定位置で、もみマッサージすること
はできません。

3

背腰たたきをする
●速いたたきがお好みの場合は、「たた
き速」ボタンを押します。
●遅いたたきがお好みの場合は、「たた
き遅」ボタンを押します。

　押されたボタンが点灯し、選択した動
作を開始します。
※もみ動作とたたき動作は同時に行う
ことができます。

●たたき動作中に位置を定位置で微調
整したい場合は「↑」「↓」ボタンを長
押しして調整してください。
※定位置で、もみマッサージすること
はできません。

4

部分的にもみマッサージをする
●決まった箇所を部分的にもみマッサー
ジをしたい場合は、上下もみ動作中に
「部分もみ」ボタンを押すと、「部分も
み」ボタンが点灯し動作を開始します。

4

3

注意
「上下もみ」と「部分もみ」は、併用す
ることができません。

注意
たたきの定位動作と、もみ動作は併
用できません。

11

お好み機能でマッサージする（エアバッグ）
エアバッグでマッサージする
「はさみ」、「ストレッチ」のいずれかのボタン
から選択して、マッサージしてください。

（はさみ）
●「はさみ」ボタンを押すと、「はさみ」ボタンが
点灯し、「中」ではさみ動作を開始します。押
すたびに強さが切り替わります。

（ストレッチ）
●「ストレッチ」ボタンを押すと、「ストレッチ」
ボタンが点灯し、「中」でストレッチ動作を開
始します。押すたびに強さが切り替わりま
す。

5

停止のしかた
●「入/切」ボタンを押すとすべての動作が止
まり、原点復帰をします。
●「緊急停止」ボタンを押してすべての動作
をその場で止めることもできます。再び動
作させる場合は「入/切」ボタンを押して原
点復帰をさせてください。

●「入/切」ボタン、「緊急停止」ボタンを押さ
ない場合はタイマーが働き、15分ですべ
ての動作が自動停止します。

6

6

6

5

中 強 弱

中 強 弱

注意
「はさみ」と「ストレッチ」は、併用するこ
とができません。
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保管について

本体のお手入れ

首肩カバーのお手入れ

首肩カバーを止めている
周囲のファスナーをはずす1

首肩カバーに縫い付けてある
洗濯絵表示に従い洗う

※首肩カバーをはずした時の逆の要領で、首肩カバーを取付けてください。

2

しわをのばし、形を整えてから、
日陰に干す3

ファスナー

首肩カバー

本体

●首肩カバーの汚れは、下記の要領で首肩カバーをはずして洗濯してください。

首肩カバーの取り付けかた

13

故障かなと思ったら

しばらく本体を休ませて（1時間程度）から再度動作を確認してください。

マッサージ動作を始めてから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が
停止します。故障ではありません。
動作ボタンを押すと運転を再開します。
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ADE01ADE01
マッサージシート タタキもみDMA

もみ回数
たたき回数

上下移動速さ

原産国

（約） 遅 ： 450回／分　速 ： 700回／分
（約） 首 ・ 肩部 ： 37回／分、　背 ・ 肩部 ： 26回／分

もみ玉ヒーター50℃以下
（約） 首 ・ 肩部 ： 0.9cm／秒、　背 ・ 肩部 ： 1.0cm／秒

80Ｗ（ヒーター15W）
定格電源
定格消費電力

（約）W520×L480×H820mm

本体構造部材 ：ABS樹脂、PP樹脂
クッション材 ：ウレタンフォーム
張 り 材：（bk）合成皮革、（bk）ポリエステル100％
　 マッサージ部（各色共通）：ポリエステル80％・レーヨン10％・

　 ポリウレタン10％

約10.5kg

仕様

230AABZX00031000

エア圧力 最大85kPa

15
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