
管理医療機器：家庭用エアマッサージ器

ハンドケア コードレス
AX-HXL280
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使いかた

各部の名称とはたらき

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せず、修理を依頼してください。

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。

使用前に操作ボタンや、タイマーが正常に動作するか
確認してください。

マッサージ部
縫製破れがないか確認して
ください。

お好みで本体に貼り付けて
お楽しみください。

ヒーター（内蔵）

本体
操作ボタン

ACアダプター

ACアダプタープラグ

ビニール手袋
（お試し用）

ACアダプター差込口

エアバッグ

エアバッグ

フェイスシール
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ACアダプター

コンセント

注意 使い始めは弱い刺激でマッサージしてください。
使用中身体に異常がないか十分注意してください。

ACアダプターと本体をつなぐ
まっすぐ根元まで確実に
差し込んでください。

正しく確実に差し込んでください。
※充電が開始され、電源ボタンが
赤色に点滅します。
※電池残量がない状態からフル充
電まで約4時間かかります。

1

3

ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む2

■コードレスで使う

■コードをつないで使う

ACアダプターをコンセントからはずし、本体からACアダプタープラグ
をはずしてご使用ください。

※電源ボタンが赤色の点滅から点灯
に変わると充電が完了です。

●約4時間のフル充電で、合計約1時間使用できます。
※使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。
●充電のしかたによって異なりますが、通常約300回の充電ができます。
※高い周囲温度の中で充電を行うと保護装置が働き、充電が途中で止
まる場合があります。

はじめてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池
が自己放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。

コンセントに差し込んだACアダプターを本体につないだままご使用くだ
さい。
●コンセントからの電源で動作します。この場合、動作中は充電できま
せん。

赤点滅

充電中

赤点灯

充電完了

ACアダプタープラグ

差込口
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使いかた

注意

本体への手の抜き差しは
必ず電源がOFFの時に
おこなってください。

奥までしっかり差し込みます。

本体に手を差し込む
●使用したい側の手をひらき、親指を除く4本の指を本体の指の差し込み部に
しっかり差し込みます。

●親指をマッサージする場合は、手を横向きに親指のみを本体に差し込みます。

使用例 左手 右手

4

●ビニール手袋をご使用の際にハンドクリーム等を
つける場合は、ふだんお使いのものをご使用くだ
さい。

（ビニール手袋の使いかた）

（親指マッサージの使用例）
左手 右手

・付属のビニール手袋は使い捨てタイプのお試し用です。付属のビ
ニール手袋を使い切りましたら、市販のビニール手袋でご使用くださ
い。繰り返しの使用は衛生上、おやめください。

※ビニール手袋でご使用中に手が本体から押し出される場合は、本体を
もう一方の手でかるく押さえてください。

ビニール手袋

指の差し込み部
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電源ボタン　 を長押しすると、「全体コース」でマッサージ動作を始めます。

電源ボタンを長押ししてマッサージを開始する
（マッサージを開始する）

電源ボタン　 を押すたびに、「全体コース」→「指先コース」→電源OFF
（くり返し）が切り替わります。

（マッサージコースを選ぶ）

（マッサージ強さを選ぶ）

ヒーターボタン  　を押すたびに、
「ヒーターON」 ↕「ヒーターOFF」が切り替わります。
スタート時はヒーターOFFです。

●ヒーターは単独では使用できません。
●エアマッサージが始動して約10分経過するとタイマー機能がはたらき、

自動的に停止します。

（ヒーターを開始する）

OFF 「指先コース」
LED

（緑）点灯

「全体コース」
LED

（青）点灯
押す

（長押し）

OFF ヒーターON
LED

（オレンジ）点灯
押す

押す

押す

「弱」
消灯

「強」
LED

明るく点灯

「中」
LED

弱く点灯
押す 押す

5

ヒーターボタン

電源ボタン

強さボタン押す

弱：消灯
中：弱く点灯
強：明るく点灯
※スタート時は、弱です。

「全体コース」
：青点灯

「指先コース」
：緑点灯

ヒーター動作時：オレンジ点灯

マッサージ動作中、強さボタン　 でエアの
強さを変更できます。
スタート時は弱で動作します。強さ切替ボタ
ン　　を押すたびに弱 ↓中 ↓強が切替わり
ます。

押す
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使いかた
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お手入れ
●やわらかい布でから拭きしてください。
●汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、
よく絞って拭き、最後にから拭きしてください。
●変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
●年に一度は電源プラグ（金属部分）をから拭きをしてください。
（絶縁劣化防止のため）

故障かなと思ったら

電源ボタンを押してから、約10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。電源ボタンを押すと運転を再開します。

ACアダプターが抜けていませんか？
ACアダプターをコンセントを差込んでもう一度操作してください。

マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

操作ボタンは正しく動作していますか？

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買
上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでく
ださい。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。
動かない

運転中に停止した

異音がする
音が大きい

保管について
●汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
●長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
●コード類はねじれをほどいて保管してください。
●子供の手の届くところには保管しないでください。
●廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

注意

●必ず電源が「切」の状態でACアダプターをコンセントから抜いて
行ってください。
●長期間使わずに保管していますと、電池性能が低下することがあり
ます。
電池性能の低下を防ぐためにも3ヵ月に1回は充放電を行ってくだ
さい。
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機械器具77　バイブレーター
管理医療機器
家庭用エアマッサージ器　（JMDNコード　34663000）
ハンドケア コードレス
AX-HXL280
230AABZX00095000
あんま、マッサージの代用。 一般家庭で使用すること。
AC100V　50/60Hz　10W（ヒーター4W）
入力　AC100-240V　50/60Hz　500mA　
出力　DC5V　2A

本体：ABS樹脂
内カバー ：ポリウレタン、ナイロン

10分自動オフ

中国

株式会社　アテックス
ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION（中国）

W170×L185×H100mm
約800g

約45℃以下

電気定格
アダプター定格

製品サイズ

タイマー
約70kPa以下エア圧力

充電所要時間（約4時間）・電池持続時間（約1時間）充電時間・持続時間
リチウムイオン充電池使用充電池

製品重量

ヒーター最高温度
生産国
製造元
製造販売元

素材

一般的名称
販売名
商品番号
医療機器認証番号
使用目的又は効果

医療機器分類
類別

仕様
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