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管理医療機器：家庭用電気マッサージ器

コードレス マッサージクッション
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※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。

取扱説明書 保証書付

このたびはAX-KCL7600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



2

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。

使用前にカバーの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せず、販売店または製
造販売元に連絡してください。
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。

マッサージ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。

施療部位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。

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、事故や故障のおそれがあります。

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。

使い始めは弱い刺激でマッサージしてください。
事故やけがの原因になります。

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

浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
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。

けんしょう（腱鞘）炎の人

MP24-145200-AJ

ACアダプターは指定された付属のものを使用してください。
また、付属のアダプターはほかの商品には使用し
ないでください。

しばらく使用しなかった場合は、機器が正常に、かつ
安全に作動することを確認してください。
事故やけがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必
ずACアダプター部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。

マッサージ面を下にして、動作させないでください。
故障の原因になります。

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。

故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店
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。
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もみ玉（ヒーター内蔵）表

裏
本体カバー本体カバー

本体ファスナー

（内側）カバー

電源ボタン
もみ動作、ヒーターの
入切を行います。

ACアダプター

電源プラグ

電源コード

電源コネクター電源コネクター
ACアダプター
プラグ
ACアダプター
プラグ

引っ張り防止ゴム引っ張り防止ゴム
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警告

ACアダプター
プラグ

ACアダプター

電源コネクター

使い始めは弱い刺激でマッサージしてください。

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
緑色に点滅します。
※電池残量がない状態からフル充
電まで約3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。

※電源ボタンが緑色の点滅から点灯
に変わると充電が完了です。

●約3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。

警告

●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。
●使用前に電源ボタンや、タイマーが正常に動作するか確認してく
ださい。
●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。

使用前の注意事項

縫製破れがないか確認して
ください。

マッサージ部

緑点滅

充電中

緑点灯

充電完了
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●電源ボタン　　を押すたびに下記のように切り換わります。

電源ボタン　を押して、マッサージを開始する4

●電源ボタン　を何度か押すと停止し、ランプも消えます。

※約15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。
使用後は、ACアダプターをコンセントから外しておいてください。

●商品に大きな負荷がかかるような使い方をすると安全装置が作動し、モーターが止
まる場合があります。
この場合、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。

電源ボタン　を押す1

ヒーターを使用するときは、もう一度電源ボタン    を押す5

もみ もみ+ヒーター切

使用を終了する

腰＆背中に 首＆肩に ふともも＆ふくらはぎに

白点灯

押す 押す

押す

オレンジ点灯
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2

本体の電源コネクターから
ACアダプタープラグを外す

本体カバー以外は洗えません。水につけないでください。

本体カバーのファスナーを開く

洗濯のしかた

本体のお手入れ

3 面ファスナーを外し、本体を取り出す

面ファスナー

本体カバー

本体の電源
コネクター

ファスナー

ACアダプタープラグ
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6

5

4

完全に乾いたことを確認し、逆の手順でカバーを取り付ける
面ファスナーを貼り合わすときは、本体の電源ボタンとカバーの穴の位置を確認して
貼り合わせてください。
また、本体の電源コネクターは、確実に外側に出してください。

本体カバーに縫い付けてある洗濯絵表示に従って洗う
本体カバーのファスナーは閉めて洗濯してください。
面ファスナーや他の洗濯物を傷めるおそれがあります。

しわをのばし形を整えてから、日陰に干す

面ファスナー
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内カバー

電池ケース

電池

ペンチ

コード

この製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、リサイクル協力店へお
持ちください。

④電池ケースを本体から取り出し、電池パックのコネ
クターとコードを基板からはずしてください。
（コネクターがはずれにくい場合はペンチで引き抜
いてください。）
　取り出した電池パックのコネクター部を
テープなどで絶縁してください。

③プラスドライバーで電池ケースの取付ビス（2カ所）
をはずしてください。

①ACアダプターをはずし、電源ボタンを押しても動作
しない状態を確認してください。
　電池の容量が残っている場合は、電源が切れるまで
動作させてください。

②本体カバーをはずし、ハサミなどで本体の表面から
内カバーを切り裂いてください。

取付ビス

コネクター

充電残量がある場合は、止まるまで何回か使用して電池を使いきってください。
コードはハサミなどで切らず必ずコネクターをはずしてください。
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動かない

運転中に停止した

充電されていますか？
コードをつないで使うときは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に差込んでもう一度操作してください。

電源ボタンは正しく動作していますか？
本体カバーの面ファスナーを貼り直して動作を確認してください。

（P7～8 本体カバーの取付方法参照）

大きな負荷がかかっていませんか？
安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。
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。

充電残量不足ではありませんか？
充電してください。

ヒーターがあまり
温かくならない

ヒーターの温度は使用時間や環境によって最高温度まで達しない場合が
あります。あらかじめご了承ください。

電源ボタンを押してから、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。
スイッチを押すと運転を再開します。

異音がする
音が大きい

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。



11

種別
医療機器分類

販売名
一般名称

商品番号

素材

もみ回数

原産国
製造元
製造販売元

機械器具77　バイブレーター
管理医療機器
家庭用マッサージ器　（JMDNコード　34662000）
コードレス マッサージクッション
AX-KCL7600
230AABZX00021000
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

約34回/分
15分自動オフ
中国
U Young Appliance Manufacturing(Xiamen) Co., Ltd（中国）
株式会社　アテックス

本体カバー：品質表示タグ参照

本体構造部材：ABS樹脂
本 体 中 材：ウレタンフフォーム、ポリエステル100％（樹脂綿）
本 体 張 り 地：ポリエステル100％

19W（ヒーター9W）

約1.6kg（アダプター含まない）
（約）W500×L270×H140mm（フリル含まない）

医療機器認証番号
使用目的または効果
電気定格
アダプター定格

タイマー

使用電池
定格消費電力

製品サイズ
約300回充電回数
0～+40℃， 10～85％RH保管環境温湿度
+10～+40℃， 30～85％RH使用環境温湿度
約1時間電池持続時間
約3時間充電所要時間

製品重量

入力：AC100-240V　50/60Hz　1000mA
出力：DC14.5V　2A

リチウムイオン充電池
DC10.8V　2100mAh
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コードレス マッサージクッション ／ AX-KCL7600

1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定
事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のう
え、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望によ
り有料修理いたします。

4 弊社は「コードレス マッサージクッション」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3
年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明
記しておりますサービス課までお問い合わせください。

7600-01-180312

（携帯・PHS・IP電話からは）06-6799-8100
0120-486-505
カスタマーサービス課

受付時間　平日9：00～17：00  （土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く）


