
取扱説明書・保証書
型式 a-360

a-360WH

切

入

各部の名称

電源コード・プラグ

運転表示ランプ
すべり止めゴム×４個

台座（樹脂）

電源スイッチ

アルミ放熱板

足裏マッサージ用凸部

入

使用方法

■使用方法

運転開始

運転停止

①　電源プラグをコンセントに差し込みます。

②　電源スイッチを『入』にすると、運転表示ランプが

　　グリーンに点灯し運転を開始します。

①　電源スイッチを『切』にすると、運転表示ランプが

　　消灯し運転が停止します。

入 (ON)

切 (OFF)

低温やけどについて

・初めて通電されるときヒーターより臭いが少し出ることがありますが故障ではありません。
　ご使用にともない消えます。

設置例

立　位 座　位

注意事項をよくご確認いただきご自由に設置して下さい。製品を使用する際は、足元には十分に気を付けてください。

くつ下をはいている場合は、すべりやすいので注意してください。

・速暖性はありませんので、連続運転でご使用ください。

☞ＰＯＩＮＴ

『低温やけど』は、体温より少し高い温度（40～50℃）の発熱体を皮ふの同じ場所に長時間あてていると

おこすやけどのことです。通常のやけどと異なり気が付きにくいため重症化する可能性があります。

■低温やけどを防ぐための注意点

　○皮ふの同じ場所を長時間アルミ放熱板にあてて使用しないでください。

　○幼児やお年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬等）を服用された方や深酒、

    身体の不自由な方等は特にご注意ください。

　○糖尿病等で血行障害のある方は、熱さを感じにくいことがありますのでご注意ください。

  ○足をのせていて熱いと感じた時は、ヒーター部にタオル等を敷いて熱さを和わらげて使用してください。　

　○足の裏に違和感を感じた時は、すぐに氷水等で冷やしてください。自覚症状をともなわないで

　　低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

　○肌に赤み、かゆみ、痛みなどややけどの症状がおきたときはすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

　○枕、アンカ等の用途及びペットには使用しないでください。

　

このたびは、フットヒーター　              をお買上げいただき、誠にありがとうござ
います。 ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いく
ださい。 お読みになったあとは、大切に保管してください。

a-360BR

a-360

電気用品安全法を補完し,電気製品のより安心安全のため第三者認証機関
によって製品試験および工場の品質管理の調査が行なわれています。

この製品はS-JETマークを取得しています。

・本体が汚れたときは、水または薄めた中性洗剤をかるく

　含ませた柔らかい布で拭いてください。それ以外のもの

　は使用しないでください。

シンナー　　　　

ベンジン

酸・アルカリ

アルコール

・１ケ月に１回は電源プラグとコンセントの間にホコリや

　ごみが無いか確認して取り除いてください。

・シーズン終了後など長期間使用しないときはホコリや汚れを

　取り除いて、湿度が低く、日差しが当たらない場所に保管してください。

■お手入れの仕方

■点検方法

家電製品は長時間使用していると、熱、湿気、ホコリ等の影響や、使用頻度により部品の劣化や

故障したりして、時には安全を損なって事故につながる恐れがあります。時々下記の項目を

チェックしてください。異常と思われる箇所が見つかった場合は、故障や事故の防止のために

直ぐに電源プラグを抜いてお買上げの販売店または弊社にご相談ください。

チェック項目

お手入れ前には必ず電源プラグをコンセントから抜いて十分に冷えたことを確認してください。

感電、やけどの恐れがあります。

電源コードやプラグ、ヒーターが異常に熱くなっていませんか？

電源コードを動かすと通電したり、しないことはありませんか？

電源コードに傷みや破れはありませんか？

異常な臭い（焦げるような）はしませんか？

触れると電気（ピリピリ）を感じることがありませんか？

本体にヒビ割れ、欠けなどの破損はありませんか？

型　式

定格電圧

23W

約 1.2kg

消費電力

表面材

安全装置

重　量

炭素繊維ヒーター

AC100V　50/60Hz

金属部 : アルミニウム（アルマイト処理後クリアー電着塗装 )　樹脂部：ABS 樹脂

サーモスタット　温度ヒューズ　電流ヒューズ

電気ヒーター

外形寸法 幅：36　奥行：25　高さ：3　(単位：ｃｍ)

仕　　　様

日常のお手入れ・点検

愛情点検

禁止

注意



警告

スイッチを入れても電源が入らない。

（ＬＥＤランプ緑が点灯しない。）

修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。

故障かな？と思ったら、下記の原因が考えられますのでお確かめの上、ご購入の販売店または弊社までご相談ください。

パネルが温まらない。

電源プラグがコンセントに差し込ま

れていない。または家のブレーカー

が落ちている

電源プラグをコンセントに差し込ん

で下さい。または家のブレーカー

を上げてください。

販売店または弊社にご連絡下さい。

販売店または弊社にご連絡下さい。

安全装置（電流ヒューズ )が

切れている。

タオルなど乗せている場合は取り除

いてください。

問題ありません。初めてご使用になる

ときは、一時的に臭いが出ることがあ

ります。使用とともに臭わなくなりま

す。消えない場合は販売店または弊社

にご連絡下さい。

掃除を行ってください。

安全装置（サーモスタット）が働い

ている。

安全装置（温度ヒューズ）が切れて

いる。

本体を動かすとコツコツ

と音がする。

運転中にカチッやパキッと

音がする事がある。

においがする。

足裏にかゆみなどの違和感がある。

安全装置（サーモスタット）が

アルミパネルに当たる音です。

問題ありません。

問題ありません。安全装置（サーモスタット）の作動音

や熱による膨張や収縮による音です。

連続運転されていない。 速暖性はないのでスイッチは点けた

ままでご使用ください。

部品の塗料や接着剤の揮発成分

ゴミなど異物が付着している。

長時間の使用により低温やけどに

なっている可能性があります。

直ちに使用を中止してください。

違和感が治まらない場合は、医師に

ご相談ください。

修理・サービスを依頼される前に

症  状 主な原因 処  置

a-360

保 証 書

１．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状況で故障した場合には、お買上げ販売店または弊社が無料で修理いたします。

２．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買上げの販売店にまたは弊社にご依頼の上、本書をご提示ください。

　　なお、出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

３．ご転居の場合は、事前にお買上げ販売店にご相談ください。

４．ご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には弊社にご相談ください。

５．保証期間でも次の場合は有料修理になります。

　　イ）使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障及び損傷。

　　ロ）お買上げ後の落下や輸送中の故障及び損傷。

　　ハ）火災・地震・水害・落雷・その他天変地異、公害、異常電圧や仕様外電圧による故障及び損傷。

　　ニ）一般家庭以外（例えば　船舶、車輌などへの搭載や業務用）に使用された場合の故障及び損傷。

　　ホ）本書の提示がない場合。

　　へ）本書に、お買上げ年月日、お客様名、販売店名など、必要事項の記入のない場合あるい字句を書き換えられている場合。

６．本書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

※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、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について不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

〈無料修理規定〉

★

★

★印欄に記入が無い場合は無効となりますので、必ずお確かめください。

製造番号型　式

保証期間 ３年

ご住所

〒

お名前

電　話（　　　　　）　　　　　－

　　年　　   月　　   日 お買い上げ日より
お買い

上げ日
お　

客　

様

販　

売　

店

５　ご使用中に異常が発生したときは、お使いになるのを止め、差込プラグから抜いて、お買い上げの販売店に

　　ご相談ください。なお、ご相談されるときは、型式及びお買上げ時期をお忘れなくお知らせください。

４　保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。保証期間が過ぎている時はお買上げの

　　販売店または弊社にご相談ください。修理により使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

６　補修用性能部品の最低保有期間

　　ヒーターの補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後６年です。

１　保証期間はお買上げいただいた日から 3年です。

２　保証期間中であっても有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

３　この説明書に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反してご使用された場合の故障・事故は保証いたしません。

■保証とアフターサービスについて
この商品には保証書がついております。「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店より

お受け取になり、大切に保管してください。

製造元

   株式会社ナカガワ工業

本　　社

〒061-1424　
北海道恵庭市大町２丁目４番１号

TEL:0123-32-6111　FAX:0123-32-6112
HP　http://nakagawakougyou.net
　

傷んだままの電源コードを使用しない。

火災・感電の原因になります。

『低温やけど』を防止する為に

皮ふの同じ場所を長時間

ヒーター部にあてて使用しないで

ください。

交流１００V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。

コードは無理に引っ張ったり、ねじったり

加工しないでください。

火災・感電の原因になります。

製品本体と電源プラグは定期的に掃除をして

下さい。ほこりが溜まると火災・感電の原因

になります。

差込プラグはコンセントの奥まで確実に差込

む。又コンセントの差込口が緩んでいる時は

使用しないでください。感電やショート発火、

発煙の原因になります。

国外では使用しない。この商品を使用できる

のは日本国内のみです。

This appliance is designed for domestic

 use in JAPAN only and cannot be used 

in any other country.

スプレーを近くで使用したり

可燃物を近くに置かないでく

ださい。

爆発や火災の原因になります。

お使い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のように説明しています。

警告 死亡または重症などを負う可能性が想定される内容です。

注意 人が損害を負う可能性が想定される内容または物的損害のみの発生が想定される内容です。

絵表示の例（注意内容の性質を絵表示でしめします。）

は行為を禁止する記号です。具体的な注意事項を図の中や近くに絵や文章で示します。

   （左図の場合は『分解禁止』を示します。）

は行為を強制・指示する記号です。具体的な注意事項を図の中や近くに絵や文章で示します。

　 （左図の場合は『電源プラグをコンセントから抜くこと』を示します。）

分解禁止

長時間

触れない

製品は絶対に分解や加工しないでください。

けがや故障、火災の原因となります。

破裂注意

覆わない

覆わない

は警告・注意を促す記号です。具体的な注意事項を図の中や近くに絵や文章で示します。

   （左図の場合は『感電注意』を示します。）

警告

安全上のご注意

濡れたタオルや衣類等の乾燥用

として使用しないでください。

漏電や火災の原因になります。

毛布などを掛けてコタツや

アンカなどの替わりとして

使用しないでください。

火災や火傷の原因になります。

ス
プ
レ
ー

濡れた手で操作したり浴室など

水のかかる場所で使用しないで

ください。
禁　止 禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

本来の用途（足温器・竹踏み）以外の

目的では使用しないでください。

遠赤外線ヒーターなどの近くで使用した場合、

ヒーター本体が加熱され、高温になりやけどの

原因になる事があります。他の暖房器具の影響

を受ける場所で使用しないでください。

竹踏みとして使用する場合、過度の使用で

足裏・足首を痛める事があるのでご注意ください。

製品の上で飛び跳ねたり蹴るなど

強い衝撃を与えないでください。

けがや故障の原因になります。

製品の上にコード等をたるませ

たり、コードの上に乗せて使用

しないでください。

破損や火災・感電の原因になります。

長期間使用しないときは、電源スイッチを切り

安全のために電源プラグを持ってコンセ

ントから引き抜いてください。

火災・感電の原因になります。

ペットのいる場所でご使用の際はペットがコード

を傷めたり、製品に乗ったり、触ったり、倒した

りしないよう十分に注意してください。

火災の原因になる場合があります。

製品を固定するためビス等を

うちつけないでください。

漏電や感電の原因になります。

電源コードを本体に巻き付けて

保管しないでください。

断線の原因になります。

立った姿勢の時は、右図の様な

方向で使用はしないでください。

すべりやすいため危険です。

万が一、煙がでたり、変な臭いがする

などの異常状態のまま使用すると、

火災感電の原因になります。すぐ電源

スイッチを切り、差込プラグをコンセ

ントから抜いてください。異常状態が

治まったことを確認してから、

工事店、販売店に修理を依頼してください。

プラグを抜く

プラグを抜く

逆さ

上に乗って遊ばないでください。

けがや故障の原因になります。

幼児やお体の不自由な方が使用

する場合は、周囲の方が十分に

注意して使用してください。

けがや火傷の恐れがあります。

台座部分（樹脂）に乗るなど

大きな負荷をかけないで下さい。

けがや故障の原因となります。

製品を移動する際は、電源コード

のみを持ち、ぶら下げるように

持たないでください。

断線等の破損の原因となります。

横倒しや縦置き、斜め、逆さな

どの状態で使用しないでくださ

い。

けがや故障、火災の原因になり

ます。

設置場所が不安定なところや高所、吊り

下げなどの状態で使用しないでください。

けがや故障、火災の原因になります。

横倒し斜め縦置き

吊り下げ 高い所不安定な所

注意

禁　止 禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

入

入

入

入


