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この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
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2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
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4. お客様の個人情報のお取扱いについて
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取扱説明書

各部の名前とはたらき

5

使用目的 / 効能または効果

6

ご使用前に

6

このたびは、マカロン マッサージクッションをお買い上げいた
だき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お 読 み に なった あとは 、い つで も取り出 せるところに 大 切 に
保管してください。

（1）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。 （4）一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
（2）お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
（5）指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。
（3）火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。

販売元：株式会社ツカモトコーポレーション
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保証書

裏表紙

安全にお使いいただくために
本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな
事故につながることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」を
よくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告／注意表示について
取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定
される危害の程度。
取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、
または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について
この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を
併記して注意を促しています。
警告・注意を喚起する。
禁止行為を示す。
指示に基づく行為を強制する。

使用者の体調に関する注意

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、使用する前に医
師と相談する

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型医用電気機器を使
用している人
悪性腫瘍
（しゅよう）
のある人
心臓に障害のある人
妊娠中や出産直後の人
糖尿病などによる高度な末梢（しょう）循
環障害からくる知覚障害のある人
施療部位に創傷のある人
安静を必要とする人
体温38℃以上
（有熱期）
の人
例：急性炎症症状
（けん怠感、悪寒、血圧変
動など）
の強いときや、
衰弱しているとき
骨粗しょう症の人、
脊椎
（せきつい）
の骨折、
捻挫
（ねんざ）
、
肉離れなどの急性疼
（とう）
痛性疾患の人
上記以外に、
とくに身体に異変を感じてい
る人
事故や体調不良をおこすおそれがあります。

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（塞[そく]栓）症、重度の動脈瘤
（りゅう）、急性静脈瘤（りゅう）、各種皮膚
炎、
各種皮膚感染症
（皮下組織の炎症含む）
など症状を悪化させるおそれがあります。

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

頭、胸、腹部へのマッサージに使用し
ない

事 故やけが、体 調 不 良をおこすおそ れ
があります。

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おそれがあります。

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、
体調不良をおこすおそれがあります。
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。

マッサージ以外の目的には使用しない
事故やけが、
体調不良をおこすおそれがあ
ります。

他の健康用機器や治療器と併用して使
用しない
事故やけが、
体調不良をおこすおそれがあ
ります。

事故やけがのおそれがあります。

食後および飲酒後は使用しない

子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない

使用中は眠らない

事故やけがのおそれがあります。

体調不良をおこすおそれがあります。

事故やけがのおそれがあります。

安全にお使いいただくために
使用に関する注意
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。

ご使用前には、必ず本体張地、外カバー
が破れていないか確認する
（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、修理を依
頼してください）
布地が破れた状態で使用すると、
感電やけが
のおそれがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
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等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると湿気等で絶
縁不良となり、火災の原因になります。
定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で
ふいてください。

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。
電源コンセントから電源プラグを抜くときは
コードを引っ張らず、
必ず電源プラグを持っ
て抜く。
電源コードを本製品に巻きつけない。
電源コンセントや配線器具など、
たこ足配線
等で定格を超える使いかたはしない。

本体の上に立ったり、座ったりしない

事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子様が遊んだりしないよう
ご注意ください。

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、けがをするおそれがあります。

外カバーをはずして使用しない

本体に水などをこぼさない

事故やけがのおそれがあります。

火災や感電、故障の原因になります。

生地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

もみ玉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。

けがや故障の原因になります。

本体を落としたり、強い衝撃を与え
ない

感電やショート、故障の原因になります。

使用場所についての注意

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。

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。

ご使用前には、必ず電源スイッチ、タイマ
ーなどが正常に作動するか確認する
事故やけがのおそれがあります。

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。お買い上げ販売店に点検・
修理を依頼してください。

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
おそれがあります。

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
火災や感電、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。

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
火災や事故、故障の原因になります。

保守についての注意
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。

長時間使用しない場合は、必ず電源プ
ラグをコンセントから抜く
絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因
になります。

お手入れにはベンジン、シンナー、アル
コール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは
使用しない

変形や変質など本体の外装を傷めるお
それがあります。

長時間使用しなかった場合は、使用前
に動作の確認をする
内部部品が劣化している場合、事故やけ
がのおそれがあります。清浄に動作しな
い場合は、必ずお買い上げ販売店にご相
談ください。

各部の名前とはたらき

使用目的 / 効能または効果
あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

本体

回転式もみ玉

● 疲労回復
マッサージ部

● 筋肉のこりをほぐす

電源プラグ

● 筋肉の疲れをとる

● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

ご注意

効能や効果は個人により差があります。

高さの異なる4つの
もみ玉が回転し、
マッサージします。

電源コード

ご使用前に
● 電源コードを確実に接続されているか確認してください。
● スイッチが正しく動作するか確認してください。
● 本体張地や外カバーが破れていないか確認してください。

外カバー

ご家庭で洗濯が
できます。
（※Ｐ9参照）

● 血行をよくする

電 源スイッチ
ボタンを押して
ON/OFF操作を
おこないます。

本体を開いた状態

使いかた
電源プラグをコンセントに差し込んでください。

マッサージ機構部

電源コードが抜け落ちないように、根元まで確実に
差し込んでください。

AC100V 50/60Hz

電源スイッチを押してください。マッサージが開始します。
スイッチは押すごとにONON・OFFが切り替わります。

クッション

電 源コード収納ポケット

使いかた
マッサージしたい部位に本体をあててください。
お好みの位置で

（使用例）

腰に

上下を入れ替えると、
もみ玉の高さが変わるので、
お好きなところに調節してマッサージができます。

ご使用時間について

本製品の使用時間は1回15分とし、連続使用はしないでください。
同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調
不良をおこすおそれがあります。

オートタイマーについて

使いすぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分で自動的に止まります。

安全装置について

本体内部の温度が上昇すると、自動停止する過負荷保護装置をつけています。安全装置
が働き停止した場合は、
しばらく本体を休ませて（約2時間程度）から再度電源スイッチ
を入れてください。

2 つ の マッサ ー ジ も 体 感 で きま す。

本体のファスナーを
開いて使用することができます。
首・肩に

このようなご使 用 方 法は危 険ですので、おやめください。
本体の上に座ってのご使用はおやめく
ださい。

体重が全体にかかるようなご使用はおやめく
ださい。
また、布団の中でのご使用はおやめください。
本体内部の温度が上昇し安全装置が働き、
マッサージが停止する可能性があります。

太もも
ふくらはぎに

もみ玉の刺激が強過ぎるときは、タオルなどをあてて感触を調節
してください。

こたつの中、または暖房器具の近くで使
用しないでください。本体内部の温度が
上昇し、安全装置が働き、マッサージが
停止する可能性があります。

頭部には使用しないでください。

マッサージが終わりましたら、電源スイッチを押して、動作を
停止させてください。
電源プラグをコンセントから抜いてください。

腹部、頭部には使用しないでください。

お手入れについて

※ マッサ ー ジ 機 構 部 カ バ ー は 取りは ずし
で きませ ん 。

故障かな？と思ったら

※ クッション は 洗 濯 で き ま せ ん 。

外カバーはご家庭で洗濯できます。縫付けの選択表示にしたがって、手洗いをしてください。

外カバーを取りはずすときのご注意

外カバー洗濯絵表示

電源スイッチ部分の、面ファスナーをゆっくり
とはずしてください。

保管について

症状

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いてください。
また、ぬれた手で抜き差しはしないでく
ださい。

マッサージ機構部

使用後は湿気の少ない場所に保 管してください。また、長 時 間 使 用しない場 合は、汚れを取ったあと、
布などのカバーをかけ、ほこりが か からないようにご注 意ください。

調べるところ

●張地とその他がすれる音

●構造上の音で機能等に影響はありません。

●動作しない

●電源プラグが抜けていませんか？
●オートタイマーが働き停止状態になっていませんか？

●連続使用後に
マッサージが止まる

●内部構造の温度上昇のため、安全装置が働いています。
しばらく本体
を休ませて（約2時間程度）から再度電源スイッチを入れてください。

●マッサージ動作時の音

外カバー

面ファスナー

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪いときはただ
ちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

長年ご使用の「マカロン マッサージクッション」の点検を！

しばらく使用していなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認
してください。

本製品の廃棄方法について

地 球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放 置しないで各自治 体の取り決めにしたがってくだ
さい。

主な仕様
販売名
一般的名称
医療機器認証番号
定格電圧・周波数
定格消費電力
定格時間
タイマー
外形寸法（直径×高さ）
・質量
電源コード長さ
材質
医療機器製造販売業
医療機器製造販売業許可番号

保証とアフターサービス
マッサージクッション＃301
家庭用電気マッサージ器
222AGBZX00236A01
AC100V 50/60Hz
35W
15分
約15分
約34cm×約18cm・約2Kg
約2ｍ
マッサージ機構部：ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム
外カバー：ポリエステル・ナイロン
クッション：不織布・ポリエステル
株式会社 クロシオインターナショナル
和歌山県海南市野上中78-1
30DB2X00001

（1）保証書（裏表紙）
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。
（2）保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
（3）保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
（4）補修用部品の最低保有期間
当社はこのマカロン マッサージクッションの補修用性能部品を製造打ち切り後最低
（ただし、縫製部品は除きます。）
5年間保有しております。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。

（5）ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上
げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

