
ご使用の前には本取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。誤った取扱いをされると重大な事故や怪我の原因になります。

■以下の症状などで治療を受けているかたは、必ず医師に相談のうえ使用してください。
◎悪性腫瘍のある方
◎ペースメーカー、人工心肺など電磁障害を受けやすい体内埋め込み型医療用電気機器を使用しているかた。
◎心臓、脳神経に障害があるかた。
◎妊娠中、または出産直後のかた。
◎発熱している (38℃以上 ) のかた。倦怠感、悪寒、血圧異常、体調不良のかた。
◎骨折や骨粗しょう症など、骨に異常があるかた。
◎脊柱損傷 ( 骨折 )、椎間板ヘルニア、痛風、捻挫、腱鞘炎、急性 ( 疼痛性 ) 疾患のあるかた。
◎糖尿病による感覚障害及び、その他末梢循環障害の症状などがあるかた。
◎体内に金属が埋めこまれているかた。人工関節など、ひざ・関節の手術に既往歴があるかた。
◎薬を服用しているかた。
◎脚部に血行障害があるかた。
◎肌に傷、湿疹、はれ物、ケガなどがあるかた。
◎安静を必要とするかた。
◎感染症疾患のかた。
◎医療機関で治療中のかた。
◎低温やけどをしたことがあるかた。
◎医師から禁止されているかた。

警
告

ご使用前、アタッチメントの生地、エアホースに破損個所が無いかなどを必ずご確認ください。破損している場合は、
ご使用をおやめください。　
15 歳未満のお子様や介助が必要な方および電化製品の取扱い経験が少ない方のみでのご使用はおやめください。
ご使用方法、危険性を十分ご理解された方の指導管理の下一緒にご使用ください。

充電コードにホコリなどがたまると火災の原因になる恐れがあります。電源プラグから抜いた状態でお手入れしてください。

充電コードを抜くときは、コードを引っ張らず必ず先端部分をもってください。

初めて使用するかたは、レベル『Ⅰ』にて使用してください。

ご使用にならないときは、本製品および充電コードをお子様の手の届かない場所に保管してください。

いかなる理由があっても本製品の修理・分解・改造は絶対におやめください。重大な事故や怪我の原因になります。
修理・分解・改造をした製品または形跡のある製品は保証の対象外となります。

本体、アタッチメント、充電コードを水などの液体に浸したり、洗ったりしないでください。

浴室など、水のかかりやすい場所で保管しないでください。感電や火災の原因となります。

炎天下の車内、直射日光の当たる場所、火のそば、こたつの中など高温になる場所では、保管・使用をしないでください。

痛みや不快感を感じたら、ご使用をすぐに中止してください。

本体及び付属品に異常が発生した際、異臭や以上発熱が発生した場合は、すぐに電源を切り使用を停止してください。

ペットや動物などへのご使用は絶対におやめください。

本製品は一般家庭用です。医療機器ではありません。

Takada Bed取扱説明書
TNo.324

TB-1601　エアカーフ
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

警告
危険や損害の大きさと切迫の度合い区　分

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。注意
このような条件では、絶対に使用しないでください。禁止

充電は本製品に付属している USB コードをご使用ください。また他の製品に使用しないでください。感電や火事の原因となります。
※AC アダプターは付属しておりません。お手元に携帯電話用の USB 充電アダプター (5V/2A) をお持ちでなければ
別売の USB 充電 AC アダプター (TB-1615) をお買い求めください。 



各部の名称及び使用方法 ● ご使用前に必ずお読みください。

連続 10 分以上のご使用はおやめください。

注
意

刺激ポジションを変更する場合は、本体の電源を必ずオフにしてください。

足のアクセサリーなどは、必ず外した状態で使用してください。

首に巻き付けて使用しないでください。

禁
止

睡眠中には使用しないでください。また、使用中は立ったり歩き回ったりしないでください。

他の医療機器とは同時に使用しないでください。また、本製品を 2 台同時に使用しないでください。

乳幼児や子供、または自らで意思表示が出来ないかたや、操作を行うことが出来ないかた。

自動車・バイク・自転車等の運転や機械を操作しながらで使用しないでください。

複数人での使用はしないでください。

浴室など湿度の高い場所では使用しないでください。

収納時には、充電コードを本体などに巻き付けず、充電コードを抜いた状態で保管しないでください。

製品のお手入れを行う際は、必ず電源を切ってください。

本体は、中性洗剤など薄めて浸した柔らかい布を硬く絞って拭いてください。
その後乾いた柔らかい布でしっかりと水気を拭き取ってください。水につけたり、流水で洗うなどは絶対にお避け下さい
※マジックテープにゴミ、髪の毛などが絡まった場合は、爪楊枝などで取り除いてください。

レベルⅠ～Ⅲ

温熱Ⅰ・Ⅱ

モードⅠ・Ⅱ

基本仕様

外形仕様

重量

ご使用可能時間

電源

材質

幅 21.5× 奥行 6.5× 高さ 5.1cm（本体）
幅 61× 奥行 25cm（アタッチメント）
充電コード︓1.2Ｍ

約 830g

約 60 分

入力︓AC100V　50/60Hz
出力︓ＤＣ5Ｖ　2Ａ
※充電用 USB コード付き

ＡＢＳ. ゴム . ポリエステル

バッテリー容量

フル充電所要時間

3.7Ｖ/2,500mAh

約 3 時間

調節内容

2 種類モード（ほぐしモード）（プレスモード）
3 段階空気圧強度
レベルⅠ︓約 35Kpa　Ⅱ︓約 42Kpa　Ⅲ︓約 50Kpa

2 段階温熱機能（アタッチメント内温度）
レベルⅠ︓約 37°　Ⅱ︓約 50°

図 名

電源
レベルスイッチ

1. 長押ししてオン / オフ。
2. 起動後、短押しして強さを切り替えます。
3. 強さは 3 段階に分けれます︓Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ。
4. 電源は入った初期の状態はレベルⅠです。

モードⅠ︓ふくらはぎほぐしモード。
モードⅡ︓ふくらはぎ全体プレスモード。

1. 温度は 2 つのレベルで分かれています︓Ⅰ.Ⅱ。
2. 電源が入った初期の状態はオフモードです。

温熱

モードスイッチ

主要機能と操作方法



ご使用になる前に

ご使用方法

①ご使用になる前に約 3 時間程度充電をし、モードⅠランプが白色点灯した状態を確認してからご使用ください。

②本製品は、充電しながらのご使用も可能です。

①本体が十分充電されていることを確認してください（初回のご使用前は、約 3 時間の連続充電をおすすめします）。

②電源を入れる︓( 電源　　) ボタンを 2 秒長押し、電源を入れます。

③電源を切る︓電源が入っている状態で、( 電源　　) ボタンを 2 秒長押しすると、電源が切れます。

④電源が入っている状態で (　　マーク ) を 1 回押すと、レベルⅡへ移行します。
　さらにもう 1 回 (     マーク ) を押すと、レベルⅢモードへ移行します。そののちさらに 1 回 (　　マーク ) を
　押すと、レベルⅠへ戻ります。
※電源が入った初期の状態では、レベルⅠ、温熱ＯＦＦです。

⑤電源が入っている状態で (     マーク ) を 1 回押すと、レベルⅠの温熱モードへ移行します。さらにもう 1 回
　押すとレベルⅡへ移行します。そののちさらに 1 回押すと温熱がＯＦＦ（初期設定）になります。

⑥電源を入れた状態で (     マーク ) を押すと、モードⅡ（ふくらはぎ全体プレスモード）へ移行します。
　電源が入った初期の状態では、モードⅠ（ふくらはぎほぐしモード）です。

⑦10 分間連続で使用すると、自動的に電源ＯＦＦになります。

⑧充電の残量が 15％以下になると、モードⅠランプが短く点滅します。
　また、充電量が不足すると自動的に電源がＯＦＦになります。

左右正しいアタッチメントを選択して
ふくらはぎを包み込みます。
（R︓右脚用　L︓左脚用）

アタッチメントをふくらはぎに巻き付けて
マジックテープで固定します。

2つの空気圧コネクタを接続して、
対応するソケットを挿入してください。

アタッチメント固定用マジックテープの
巻き付け(締め付け)の強度にて

刺激の強弱を調整してください。

スイッチボタンを長押しすると電源が入り
アタッチメントが作動します。空気圧コネクタとソケットの接続方法

ゆるめに巻く︓刺激（弱）
隙間なく巻く︓刺激（強）



充電方法

①AC アダプターは付属しておりません。USB 充電アダプター（5V/2A）にて充電する仕様です。
※定格出力 DC5V　2A の AC アダプターを推奨いたします。
　2A 未満のアダプターでもご使用になれますが、充電時間が長くなります。
　また、2A を越えるものはご使用しないでください。
※お持ちでない場合、(TB-1615・USB 充電アダプター／別売 ) もご用意しております。

②充電中は、モードⅠランプがゆっくり点滅しています。充電が完了すると、モードⅠランプは点灯します。
※上記以外の充電アダプターにて充電を実施した場合、本体が自動停止しランプが連滅します。

故障かな︖と思ったら

製品をご使用中、このような症状でお困りの際は、お手数ですが一度以下をご参照のうえお確かめください。
それでも調子が悪い場合は、ただちに電源をお切りください。
※お客様ご自身での分解・修理は絶対に行わないでください。

こんな場合は

電源が入らない

考えられる原因

電源スイッチを長押ししていない。

その対処方法

※約 2 秒弱長押ししてください。

充電の残量が少なくなっている。 ※充電を実施してください。

突然停止した 充電がなくなった。 ※完全に充電するか、充電コードにて通電させてください。

突然エアーが抜けた

刺激が強い

刺激が弱い

10 分の自動停止となった。 ※再度、電源スイッチをＯＮにしてください。

エアホースが本体へ適切に接続されていない。 ※しっかりと装着されているか確認してください。

※エアーを挿入するモーター音です。

強さレベルが強い。 ※マジックテープを緩める、レベルⅠにてご使用ください。

強さレベルが弱い。 ※マジックテープをより強く固定する。
　レベルⅡ・Ⅲを使用する。

パリパリ音。 ※アタッチメントにエアーが入っている際
　マジックテープが引っ張られる音です。

ポコポコ音。 ※アタッチメント動作時のエアーバックが膨らむ音です。

変な音がします

ウォーン、ウィーン音。

シュー、スー音。 ※エアーの排気音です。

アタッチメント左右で音が違う。 ※マジックテープ固定の強さや、ふくらはぎへの
　密着度などにより影響を受けます。



株式会社 高田ベッド製作所
輸入元︓株式会社ジェーシーフレンド

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 2 番地 27
TEL. 072-484-8800 ㈹
URL  http://www.takada-bed.co.jp/
お客様相談室 ︓ フリーダイヤル 0120-62-2382

保証書・保証規定

1

保証期間はご購入から1年間有効とします。

本保証規定によって修理・交換をされる際の保証期間は当初ご購入日から起算して１年となります。
保証を受けられた後の保証期間の延長はありません。
保証期間内に故障し、無償修理を受ける場合は
-製品と保証書を添えてお買い上げの販売店にご連絡の上、修理及び交換のお問い合わせを行ってください。
-修理受付時の代替品のお貸出しは行っておりません。
-本製品の使用、または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、事業の中断、製品不良や使用時の不注意に
 起因する損害及び、その他の金銭的損害を含む)に関しては免責とさせていただきます。
保証期間内であっても次の事項に該当する場合は保証の対象外とさせていただきます。
-如何なる理由を問わず、分解された場合、分解された形跡がある場合。
-お買い上げ後(通販の場合は到着後からの適用)の輸送・移動・落下などにより、故障及び破損が生じた場合。
 火災・地震・水害・落雷・天変地変などによる、故障及び破損が生じた場合。
-他社の取り扱いもしくは再販もしくは転売された商品である場合。
  開封の有無に関わらず輸入元出荷前の検品をした状態を保たれていない可能性があるため保証対象外となります。
 

2

3

5

6

本保証規定は、ご購入から1年間において取扱説明書上の取扱方法、注意事項に従った正常な
使用状態で製造上の欠陥・商品の素材の不良によって故障が生じた場合に無償修理もしくは交換をお約束
するものです。
また当社の責任範囲は、この保証書に定める内容に準じた修理及び交換に限ります。

本保証書は日本国内のみ有効です。本保証書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
また、保証規定の内容は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
本保証書は明示した期間内に、保証規定に記載のもとにおいて無償修理及び交換のお約束をするものです。
本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではございません。
保証期間経過後の修理などご不明な場合は、以下販売元へお問い合わせください

ご購入日 年　　　　月　　　　日　保証期間：ご購入から1年間


