
このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。
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 警告
ACアダプターについて

安全上のご注意　必ずお読みください

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただき
たい事項を次のように表示しています。

 警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を
示しています。

 注意 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想
定される内容」を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。
表示は、してはいけない「禁止」内容です。

表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

同梱の専用ACアダプター以外のアダプターは
使用しないでください。
故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災や
感電の原因となります。

ACアダプターは、指定された電源電圧以外の
電圧では使用しないでください。
故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災や
感電の原因となります。

電源コードを引っ張ったり、コードの上に重い
ものを載せないでください。
火災や感電の原因となります。

電源コードは束ねたまま使用しないでください。
ケーブルが破損し、感電や故障の原因となります。

ぬれた手で本体やACアダプターを操作しない
でください。
故障・火災・感電の原因となります。

電源コードが破損した場合は、使用を中止して
ください。

破損した電源コードの修理をしないでください。
火災・感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込
んでください。
ACアダプターを正しく差し込まないで操作すると、
火災や感電の原因となります。

火災・感電・ショート・発火の原因となります。

その他
本体や電源コードを踏んだり、落としたり、叩い
たりなど、強い力や衝撃を与えないでください。
破損することがあり、火災や感電の原因となります。
破損した場合には、電源を切り、電源プラグをコン
セントから抜き、使用を中止してください。そのま
ま使用すると、火災や感電の原因となります。

電源プラグにホコリが付着している場合はふき
取ってください。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、
ショートや火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持っ
て引き抜いてください。
感電やショートの原因となります。

お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセン
トから抜いてください。
感電やけがの原因となります。

落雷のおそれがあるときは、コンセントから電
源プラグを抜いてください。
感電や故障の原因となります。

本体から煙が出たり、こげたにおいがする場合
はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセント
から抜いてご使用を中止してください。

本体を分解、または改造しないでください。
火災や感電の原因となります。また、本書に記載さ
れていない操作はしないでください。
事故や故障の原因となります。
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 警告
本体や電源コードを水に浸したり、水をかけた
りしないでください。また、風呂場、脱衣場、
温室などの湿気の多い場所で使用および保管し
ないでください。

乳幼児やペットの手が届く場所で設置や使用し
ないでください。
本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故やけがの
原因となります。

幼児やお子様を本製品で遊ばせないでください。
思わぬ事故やけがの原因となります。

故障や火災、感電の原因となります。水などをこぼ
した場合には、電源を切り、電源プラグをコンセン
トから抜き、使用を中止してください。そのまま使
用すると、火災や感電の原因となります。

使用しても効果が表れない場合は、使用を中止
して医師または専門家に相談してください。

医師からマッサージを禁じられている方
（例：血栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、
各種皮膚炎、皮膚感染症など）は使用しない
でください。

身体に異常を感じたときは、使用を中止して
ください。

他の治療器と同時に使用しないでください。

お子様や身体の不自由な方、自分で意思表示の
できない方だけで使用させないでください。
思わぬ事故やけがの原因となります。

本体が入っていた袋は、お子様がかぶらないよ
うに手の届かないところに保管または廃棄して
ください。
窒息のおそれがあります。

異常や故障時には直ちに使用を中止してくだ
さい。
そのまま使用を続けると火災・感電・けがの原因と
なります。

 注意
本体のすき間などに、ピンや針金などの異物
を入れないでください。
感電やけがの原因となります。

本製品はヒーターの機能があります。表面が
熱くなるため熱に敏惑な人は、ご使用前に十
分注意して使用してください。

本体に体重がかかるような使用や、壁に立て
かけての使用はしないでください。

やけどやけがの原因となります。

次の人は使用する前に医師に相談してください。
・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方
・悪性腫瘍のある方
・心臓に障害のある方
・温度感覚喪失が認められる方（電熱装置を持つも
のに限る）
・妊娠初期の不安定期または出産直後の方
・糖尿病などによる高度な抹消循環障害からくる知
覚障害のある方
・皮膚に創傷のある方
・安静を必要とする方
・体温38℃以上（有熱期）の方
　例1）急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動

など）の強い時期
　例2）衰弱している
・骨粗しょう症の方、脊椎の骨折、捻挫、肉離れ、
急性（疼痛性）疾患の方
・背骨（脊椎）に異常のある方または背骨が左右に
曲がっている方（背中を施療する機器に限る）
・その他、医療機関で治療中の方

マッサージ以外の目的で使用しないでください。
事故や体調不良の原因となります。

けがや故障の原因となります。

アクセサリーなど硬いものやマフラーなどを
つけたままで使用しないでください。
思わぬ事故やけがの原因となります。

使用中は眠らないでください。
けがの原因となります。

使用時間は1日20分以内にしてください。
また、同一箇所への3分以上の連続使用はし
ないでください。
必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因となります。
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使用前のご注意
●必ずお守りください

・ 電源コードやACアダプターははずれないよう確実に接続してください。
・ しばらく使用しなかったときには、各部が正常に動作するかどうか確認してください。

また、異常が発見された場合は直ちに使用を中止してください。
・ 生地に破れやほつれがないか確認してください。異常が発見された場合は直ちに使用を中止してください。

使用中のご注意
●必ずお守りください

・ 使用時間は1日20分以内にしてください。また、同一箇所への3分以上の連続使用はおやめください。
・ 使用中に眠らないでください。
・ 停電になった時は、直ちに本体からACアダプターをはずし、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



使いかた　使用前にすべての説明をお読みください

2.
ACアダプターの電源コネクターを本体コネクターに接続し、電源プラグをコンセントに差し
込んでください。

電源を接続してください。

3.
マッサージしたい箇所にもみ玉を当てて使用してください。
もみ玉は1分ごとに正転と逆転を自動で繰り返します。

本体のON/OFFボタンを押すと、もみ玉が回転を始めます。

6.
自動停止時はヒーターも停止します。
もみ玉は動作開始から20分で自動停止します。

7.もみ玉を停止させてから本体コネクターからACアダプターの電源コネクター
をはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

5.停止するときは本体のON/OFFボタンを3秒以上長押ししてください。

4.
ヒーターがONになっているときはもみ玉が赤く光ります。

本体のON/OFFボタンを押すごとに、もみ玉に内蔵されたヒーターの
ON/OFFを切り替えることができます。

1.ご使用前にユーザーズガイドをよくお読みいただき、各部に異常が無いか確
認してください。

5

各部の名称

本体コネクターもみ玉

電源プラグ

電源コード

持ち運び柄

ON/OFFボタン

本体 ACアダプター

電源コネクター
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 注意

安全装置について
本製品は安全装置を有しており、次の場合に作動し電源が切れます。
・動作開始から20分経過したとき。
・高負荷が掛かったとき。
・異常を感知したとき。
安全装置はモーターやACアダプターの内部温度が正常な状態になると、再度使用が可能になります。

使い終わったら お手入れと保管について

お手入れ
・乾いた布で汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水でぬらして固くしぼった柔らかい布でやさしく拭きとり、その後乾い
た布で乾拭きしてください。

製品の保管
・お手入れを行ったあと、直射日光当たらない、湿度の低い場所で保管してください。
・乳幼児や小さなお子様の手の届く範囲や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
・長期間保管する場合は、汚れやほこりが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。

シンナー・ベンジン・アルコールなど溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。
故障や部品の割れ、変色などの原因となります。

 注意

長時間日光に当たると変色する場合があります。
汗などで湿った場合や、摩擦などにより他の衣類や、ソファーなどに色移りする可能
性があります。
素材の特性上、年月の経過とともに劣化、べたつき、剥がれ、変色などが生じる場合
があります。

・
・

・



製品仕様
販売名 マッサージャー　EMK－136
品番 BC04
種別 機械器具77　バイブレーター

お客様ご相談窓口 0570-024-389
※ IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間　10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

個人情報のお取り扱いについて
株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様
の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や
修理、その確認などのために利用し、その記録を
残すことがあります。また、個人情報を適切に管
理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由
がある場合を除き、第三者には提供しません。

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居
されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場
合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

※お問い合せの際には品名・品番をご連絡ください。

7

医療機器認証番号 231AKBZX00008000

一般的名称 家庭用電気マッサージ器34662000
医療機器の種類 管理医療機器

定格電圧 AC100V　50/60Hz
定格消費電力 30W（加温機能の定格電力：2W）
定格時間 20分
アダプタ仕様 型番IVP1200-2500P
 AC100V-240V　50/60Hz　0.8A
 DC12V　2.5A　クラスⅡ

使用目的または あんま、マッサージの代用
効果 一般家庭で使用する

タイマー 約20分
もみ回数 27～33回分

付属品 専用ACアダプター
 ユーザーズガイド（保証書含む）
製造販売業者 株式会社QUIX
 大阪市中央区内本町1丁目2-5
 27B2X00316
生産国 中国
※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。
※ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
 ( This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
※ 「Toffy」は㈱ラドンナ、㈱キングジムの登録商標です。



本書の内容および製品仕様は、予告なく変更することがあります。
2022-①

■発売元　  〒 135-0031 東京都江東区佐賀 1-5-9 永代 MK ビル　https://ladonna-co.net/


