
取扱説明書・保証書

　このたびは、当社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。
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあとも
いつでも見られるように大切に保存してください。
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安全上のご注意
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●
ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。●
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。●

警告 誤った取り扱いをすると、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ます。

注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示
します。
（物的損害とは、家屋 ･家財 ･家畜 ･ペット等にかかわる拡大損害を示します。）

図記号の意味と例

は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、 の中や近くに絵や文
章で示しています。（左図の場合は、「分解禁止」を示します。）

は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、 の中や近くに絵や文章で示
しています。（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。）

警告

指示

医師の治療を受けている人や、次のような人は医師にご相談ください。
● 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型医用電子機器を使用している人。
●安静を必要とする人。 ●悪性腫瘍のある人。 ●心臓に障害のある人。
●熱の高い人（38°C以上・有熱期）。 (例:急性炎症症状倦怠（けんたい）感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき)
●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性[疼痛（とうつう）性]疾患の人。
●妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 ●かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人。
●背骨（脊椎）に異常のある人又は曲がっている人。 ●特に身体に異常を感じているとき。 
●皮膚に創傷のある人。 ●糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による知覚障害のある人。
●温度感覚喪失が認められる人。 ●使用しても効果が現れない人。 ●その他医療機関で治療中の人。

禁止

次のような人は使用しないでください。
症状を悪化させるおそれがあります。
●医師からマッサージを禁じられている人。
　例：  血栓塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、各種皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など。

交流100Ｖ以外では使用しない。
火災・感電･故障の原因になります。

禁止

電源コードを傷つけたり、破損した
り、加工したり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったり、たばねた
り、重いものを乗せたり、挟み込ん
だりしない。
火災・感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだ
り、コンセントの差し込みがゆるい
ときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になりま
す。

子供に使用させない。また本体の
上で遊ばせない。乗らせない。
けがや故障の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの
金属物等、異物を入れない。
感電・けがの原因になります。

指示

異常時（こげ臭い、発煙など）は電
源プラグを抜き、使用を停止する。
火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで
しっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因に
なります。

電源プラグの刃および刃の取り付
け面にホコリが付着している場合
はふきとる。
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・火災の原因
になります。

プラグを抜く

使用しないときは、必ず電源プラ
グをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の
原因になります。

プラグを抜く

お手入れの際は、安全のため電源
プラグをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になること
があります。

分解禁止

分解しない。また、修理技術者以
外の人は修理しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または
ドウシシャお客様相談室（裏表紙
参照）にご相談ください。

ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源プラグを抜き差
ししない。
感電の原因になります。

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしてぬ
らさない。本体が濡れた状態では
使用しない。湿度の高い環境では
使用しない
ショート・感電の原因になります。
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注意

警告

指示

使用前に首肩部カバー、背部カ
バー、座面部カバーが破れていな
いかを確認する。また、そのほか
の部分にも破れがないか確認す
る。もし破れがある場合には、どん
なに小さな破れでも、ただちに使
用を中止し、電源プラグをコンセン
トから抜き、修理を依頼する。
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。

禁止

本体に乗って立ったり、勢いよく腰
をおろしたりしない。
けがや故障の原因になります。

金属や燃えやすいものを近づけ
ない。たばこを吸いながら使用し
たり、ストーブなどの火気の近くで
使用したりしない。
感電やショート、火災の原因になり
ます。

禁止

布団や毛布をかぶせたり、こたつ
で使用しない。
内部の温度が上昇し、火災や事故、
感電の原因になります。

改造しない。
発火や異常動作、けがの原因にな
ります。

マッサージ以外の目的に使用しな
い。また頭、胸、腹、骨部へは使用
しない。
事故やけが、体調不良をおこすこ
とがあります。

本体カバーをはずさない。
事故やけが、故障の原因になります。

クルマでの使用はしない。
事故やけが、故障の原因になります。

禁止

業務用として使用しない。

喉（のど）はマッサージしない。
事故やけがのおそれがあります。

電源コードを束ねたままや巻きつ
けたまま使用しない。
発火や発煙の原因になります。

素肌や、衣服が濡れている状態で
使用しない。
けがや感電の原因になります。

使用中は眠らない。
無意識での使用は、からだへの異常
やけがの原因になります。

浴室など湿気の多い場所では使用
しない。
感電および故障の原因になります。

指示

電源プラグをコンセントから抜く
ときは電源コードを持たずに必ず
電源プラグをもって引き抜く。
感電・ショート・電源コードの断線の
原因になることがあります。

1回の使用時間は15分以内にし、
同一箇所への連続使用はさける。
逆効果やけがのおそれがあります

使用中、からだに異常があらわれ
た場合は、ただちに使用をやめて、
医師に相談する。
事故やけがのおそれがあります。

動かなくなったり、異常が感じられ
たときは、すぐに電源プラグをコン
セントから抜く。
感電・漏電・ショートなどによる火災
のおそれがあります。

設定した以上に熱を持ったり、異
音がするときは、すぐに電源プラ
グをコンセントから抜く。
内部の故障、火災のおそれがあり
ます。

十分な強度・設置面のある椅子・座
椅子に設置する。
十分な強度・設置面がないと正しく
使用できず、故障や事故の原因に
なります。

禁止

この機器は、表面が熱くなるため、
熱に敏感でない人、自分で意思表
示ができない人、自分で操作でき
ない人には、使用させない。
低温やけどや事故、けがの原因に
なります。

禁止

ACアダプターは本品に付属してい
るもの以外は使わない。
故障の原因になります。

首の前方はマッサージしない。
事故やけがのおそれがあります。

お手入れの際は住宅用洗剤・シン
ナー・ベンジン・アルコール・磨き粉
などを使わない。
変色・変形・感電・故障の原因になり
ます。

次のようなときは使用しない。
・  疲労が激しいとき。
・  酒に酔っているとき。
・  湿疹が生じているとき。
・  食前、食後（それぞれ1時間）
体調不良をおこすことがあります。

直射日光が当たったり、高温にな
る場所に本体や付属品を置いたり
しない。
色あせ、熱による変形、故障の原因
になります。

皮膚に直接マッサージしない。
けがや事故の原因になります。

炎症や傷のあるところに直接使用
しない。
炎症や傷の悪化の原因になります。

頭部・顔周辺にアクセサリーなど
硬いものをつけて使用しない。
事故やけがのおそれがあります。

他の治療器具と一緒に使用しな
い。
事故やけが、体調不良を起こすお
それがあります。

禁止

寝る前に使用しない。また貧血、貧
血気味の人は使用しない。
寝る前・貧血、貧血気味の人が使用
すると、睡眠に悪い影響があるこ
とがあります。

使用にかかわらず、本機の上での
飲食はしない。
感電や故障の原因になります。

落としたり、強い衝撃を与えない。
感電やショート、事故の原因になり
ます。

本体に異常な負荷を与えない。
一度に2人以上で乗るなど、本体
に通常ではない負荷を与えないで
ください。故障や変形の原因にな
ります。

プラグを抜く

停電のときには、ただちに電源プ
ラグをコンセントから抜く。
停電復帰時に事故やけがのおそれ
があります。

3

L15_TSP-017_SeatMassager.indd   3L15_TSP-017_SeatMassager.indd   3 2018/05/06   0:58:092018/05/06   0:58:09



各部の名称とはたらき

本体

リモコン

背なか部

DCジャック

座面部

首肩部カバー
はずして洗うことができます

固定ベルト
（面ファスナー付）

背なかもみ玉移動範囲

背なかもみ玉（ヒーター内蔵）
もみ玉が上下してマッサージを
します

座面ヒーター
温感ボタンを押すことで選択し
ます

リモコンポケット

リモコン

リモコンコード

背部

付属品　ACアダプター
電源ボタン

電源を入/切します

首肩入 /切ボタン
首肩のマッサージを入/切します

首肩回転切換ボタン
首肩もみ玉の回転方向を切り換えます

背なかもみ位置ボタン
背なかもみ位置ボタンを押すたびに背なかのもみ
位置ランプが上半身→背すじ→腰と変化し、背なか
のもみ位置を設定します

首肩もみ位置ボタン
首肩もみ玉のもみ位置を調節します

たたきモードボタン
たたきモードボタンを押すたびにたたきモードラン
プがリズムたたき→連続たたき→たたき切と変化
し、たたきの動きを設定します

たたき強さボタン

温感ボタン
ヒーターをONする場所を選択します

首肩部
首肩もみ玉（ヒーター内蔵）
首肩もみ玉が回転してマッサー
ジをします

緊急停止ボタン
すべての動作を緊急停止させることができます

たたきモードランプ

たたき強さランプ

温感ランプ

背なかもみ位置ランプ

接続プラグ

ACアダプター

※ 電源コードをAC
アダプターに取り
付けます。

DCコード

DCプラグ

電源コード

電源プラグ

取っ手

4
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正しい使いかた

効果、効能
あんま、マッサージの代用• 
血行促進• 筋肉の疲れをとる• 
疲労回復• コリをほぐす• 
神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる• 

使用前の準備
本機だけでは使用することができません。背もた
れのある椅子や座椅子などに設置して使用します。
本機を椅子に設置する際は、取っ手を持ち落下※ 
や転倒させないようにご注意ください。

警告
回転する椅子やキャスターの付いた椅子など
固定できない椅子には設置しない。
電源コードがからまって転倒したり、断線したり、発
煙・発火する原因になります。

首肩部カバーが確実に装着され、座1. 
面部や背なか部・首肩部に破れなど
がないことを確認する
もみ玉まわりなど注意して確認してください。• 
破れを発見したときは使用しないでください。• 
首肩部カバーの付けはずしは、9ページ参照。※ 

設置する2. 
正しく設置して使用してください。
椅子に固定するように固定ベルトをまわし、• 
面ファスナーで椅子に固定します。
ソファーなど、固定ベルトを取り付けること• 
ができないときは、使用するときだけ、本体
背部をたてかけて、使用してください。
前方へ転倒しないようにご注意ください。※ 

注意

テレビ、ラジオなどから2m以上離して設• 
置する。
雑音の原因になることがあります。
座面部の手前が浮いた状態で使用しない。• 
座面の広い椅子を使用し、座面部はすべて椅子
などにのせて、下に空間ができないようにして
使用してください。椅子から落下したり、力をか
けられず、効果が薄くなる原因になります。

使用目的
一般家庭で使用すること• 

警告

首肩部カバー、背部カバー、座面部カバーをはずして使用しない。• 
使用前には、必ず首肩部カバー、背部カバー、座面部カバーが破れていないか確認する。• 
破れなどがあるときには、どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、• 
絶対に使用しない。
他の治療器と同時に使用しない。• 
事故やけが、体調不良を起こす原因になります。

面ファスナー

固定ベルト

設置できる椅子などの条件
座面の幅45cm、奥行きが50cm、背もたれの• 
高さが50cm以上ある
十分な強度の背もたれがある（角度は約90度～• 
110度推奨。90度のときは多少手前に出してたて
かけるようにする）
後方に転倒しにくい安定した形状の椅子であること• 

注意
十分な強度・設置面のある椅子・座椅子に設置する。
十分な強度・設置面がないと正しく使用できず、
故障や事故の原因になります。

座面の幅
45cm以上 座面の奥行き

50cm以上

背もたれの高さ
50cm以上

《設置例》

5 ▶▶つぎのページにつづく▶▶
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ACアダプターのDCプラグを本体の3. 
DCジャックとつなぎ、電源プラグを
コンセントに差し込む
電源プラグ、DCプラグとも確実に差し込んで
ください。

DCプラグDCジャック
《ACアダプター側》《本体側》

注意 電源プラグはコンセントの奥まで、DCプラグ
はDCジャックの奥まで、しっかり差し込む。

4. 電源ボタン、 緊急停止ボタ
ンなどが正常に作動するか確認する
しばらく使用しなかった機器を使用するときは、
機器が正常かつ安全に動作することを確認してく
ださい。
前回使用したときに緊急停止したり、動作中に電
源プラグを抜いた場合は思いがけない部分から
動作が始まることがあります。正しく終了させて
から、再度電源を入れて使用を開始してください
（「使用を終えたら」（8ページ）参照）。

基本的な操作のしかた

注意

次のようなときは使用しない。
・ 疲労が激しいとき　　　・ 酒に酔っているとき
・ 湿疹が生じているとき
・ 食前、食後（それぞれ1時間）
体調不良をおこすことがあります。
・ 寝る前のとき  ・  貧血の人、貧血気味の人
睡眠に悪影響を与えることがあります。

本体を取り付けた椅子に座り、1. 電
源ボタンを押して電源を入れる①
電源ボタンを押すと電源が入ります。

電源を入れたあと、背なか／首肩／温感を独• 
立して操作することができます。
首肩のみを動かすことはできません。※ 

注意
1回の使用時間は15分以内とし、同一箇所への
連続使用は避ける。
逆効果やけがのおそれがあります。

使用中に気分が悪くなったり、異常動2. 
作をしたときは 緊急停止ボタンで
緊急停止させる②
緊急停止ボタンを押すとすべての動きが瞬

時に停止します。
再度動かすときは、一度 電源ボタンを押す
ともみ玉が所定の位置に戻り電源が切れるの
で、再度 電源ボタンを押して電源を入れる
ところから始めてください。

正しい使いかた (つづき )

注意
万が一、本体内部から異音が聞こえたり、設定以
上の熱を持ったりしたときは、すぐに使用をやめ
て電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけどの原因になります。

③背なか
（→8ページ）

④首肩
（→7ページ）

①⑥
電源ボタン

温感⑤
（→7ページ）

緊急停止②

6
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背なかのマッサージを使用するとき3. 
は、もみ玉のたたき動作、たたき強
さ、もむ範囲を好みに合わせて操作
する③
「背なかの好みに合わせた操作のしかた」
(8ページ )により操作します。

首肩のマッサージを使用するときは、4. 
首肩入/切ボタンを押す④
首肩回転切換ボタンを押すと、首肩部のも

み玉の回転方向が反転します。
首肩もみ位置ボタン（• ボタンまたは ボタン）
を押してもみ位置を調節することができます。
首肩部のマッサージをやめるときは、• 首肩
入/切ボタンを押して首肩もみ玉を停止させま
す。
首肩※ マッサージのみを動かすことはできま
せん。

注意 首肩部に対する極度に強い刺激は避ける。
逆効果やけがのおそれがあります。

警告
子供や自分で意思表示ができない人、体の不
自由な人に使用させない。
けがの原因になります。

もみ玉・座面の温感を使用するときは、5. 
温感ボタンを押す⑤
温感ボタンを押すたびに、背なか／首肩（もみ

玉に内蔵された温感ランプが点灯）、おしり（座面
に内蔵されたヒータが稼働）、背なか／首肩+お
しり、切 が選択されます。

背なか／首肩

切

おしり

背なか／首肩+おしり
温感の使用をやめるときは、何度か• 温感ボタ
ンを押してリモコンの温感ランプを消灯させま
す。
本機の温感機能は温熱治療効果を目的とし※ 
たものではありません（40° C 程度の低め
の温度です）。適度の使用をお願いします。

注意
温感ランプが点灯したもみ玉に、長時間同一箇
所で触れない。
低温やけどの原因になります。

使用を終えたら、6. 電源ボタンを押し
て、もみ玉が止まるのを確認してから、
電源プラグをコンセントから抜く⑥
電源ボタンを押して電源を切ると、もみ玉

は所定の位置（背面部の下方位置）に戻ります。
もみ玉が動いているときは、電源プラグをコン
セントから抜かないでください。
通常は 緊急停止ボタンを使用しない
緊急停止ボタンは、緊急時などに全機能を

瞬時に止めるためのものです。使用を終えると
きは 電源ボタンを使用してください。

警告

使用しないときは、必ず電源プラグをコン• 
セントから抜く。
絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因に
なります。
お手入れする際は必ず電源プラグをコンセ• 
ントから抜く。
感電、火災の原因になります。

注意

通常は使用を終えるのに• 緊急停止ボタン
を使用しない。
もみ玉が所定の位置に戻るまでは、• 
電源ボタンを押しても電源が入りません。
電源プラグを抜くときは電源コードを持たず• 
に必ず電源プラグをもって引き抜く。
感電・ショート・電源コードの断線の原因
になることがあります。
コード類は、プラグなど接続部を持って抜• 
く。
コードを持って引き抜いたりすると接続部
に無理な力がかかり、絶縁劣化による感電、
漏電、火災の原因になります。

リモコンポケットの利用7. 
リモコンを入れておくことができます。

リモコンポケット

7 ▶▶つぎのページにつづく▶▶
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正しい使いかた (つづき )

背なかの好みに合わせた操作のしか
た
1. 電源ボタンを押して電源を入れ
る1
マッサージは、もみ玉でやさしくもみます。

※ 電源ボタンを押して電源を「入」にし
ていないと以下の動作を開始させることは
できません。

2. たたきモードボタンを押してもみ玉
のたたき動作を指定する2
リズムたたき：間欠たたき動作
連続たたき：連続たたき動作

リズムたたき/回転もみ
連続たたき/回転もみ回転もみ

たたき強さを指定する33. 
強さボタンでたたき強さを指定します

弱 中 強

もむ範囲を指定する44. 
背なかもみ位置ボタン（   ）でもみ位置
を指定します
• 上半身コース（腰～背なか全体）
　 腰から約50cmまでの高さで、上半身全体
をマッサージします。
• 背すじコース（背なか上部）
　 背なかの上部を中心にマッサージします。
• 腰コース（腰まわり中心）
　 腰部を中心にマッサージします。

使用を終えたら、5. 電源ボタンを押
して、もみ玉が止まるのを確認してか
ら、電源プラグをコンセントから抜く
電源を切ると、もみ玉は所定の位置（背なか
部の下方位置）に戻ります。

警告

使用しないときは、必ず電源プラグをコン• 
セントから抜く。
絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因に
なります。
お手入れする際は安全のため電源プラグを• 
コンセントから抜く。
感電、火災の原因になります。

もむ範囲4

電源ボタン1

たたきモード2

たたき強さ3

注意

もみ玉が動いているときは、電源プラグを• 
コンセントから抜かない。
次回電源プラグをコンセントに差したとき、
電源を「入」にしないのにもみ玉が動く原
因になります。
コード類は、プラグなど接続部を持って抜• 
く。
コードを持って引き抜いたりすると接続部
に無理な力がかかり、絶縁劣化による感電、
漏電、火災の原因になります。

8
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お手入れと保存
お手入れのしかた

警告 背部カバー、座面部カバーは絶対取りはずさ
ない

乾いた布でからぶきをしてほこりや汚れをふきと• 
ります。それでも落ちない汚れは、少し水分を含
ませた布や食器用中性洗剤を含ませた布で汚れを
落とし、からぶきで水分を落とします。
住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、• 
磨き粉などは絶対に使わないでください。
本体は水をかけて洗わないでください。（感電・• 
故障の原因になります。）

保存のしかた
本体、付属品などは、次回の使用に支障のないよ• 
うに清掃し、「収納のしかた」に合わせて収納し、
湿気の少ないところに整理、保存してください。
長期間使用されないときは、付着したごみや髪の• 
毛など（カビや虫が発生する原因になります）を
取り除き、ビニールなどをかけて、ホコリがつか
ないようにしてください。
子供の手の届かないところに保存してください。• 

廃棄のしかた
本機は一般ゴミでは捨てることができません。破• 
棄するときは、お住まいの自治体（都道府県、市
区町村）の指示に従ってください。

収納のしかた
使用したあとは安全のため、必ず次のように収納し
てください。

椅子などからとりはずし、リモコン1. 
をリモコンポケットに入れる
座面部を内側に折りたたみ、固定ベル2. 
トで右図のようにまとめる
本体のDCジャックからACアダプターのDC
プラグを抜き、まとめておきます。

首肩部カバーのお手入れ
本製品では首肩部カバーを取りはずして洗濯する
ことができます。
1電源プラグをコンセントから抜く
2首肩部カバーのまわりのファスナーを開く
3首肩部カバーを慎重に本体から取り出す

首肩部カバーの洗濯
1洗濯タグにある洗濯絵表示を確認する
2首肩部カバーの洗濯をする
　  40° C 以下の弱水流でネットに入れて洗濯して
ください。

注意 ドライクリーニングはしない。• 
アイロンを• かけない

3シワを伸ばし、日陰でつり干しにする
4首肩部カバーを正しく取り付ける
　  完全に乾いてから取り付けてください。

首肩部カバー

注意 首肩部カバーは正しく取り付ける。• 
首肩部カバーを取り付けずに使用しない。• 

取りはずし

取り付け

9
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警告 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。
「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状 主な原因 処置
電源が入らない コンセントに電源プラグがしっか• 

り差し込まれていない
電源プラグをしっかり差し込む

本体のDCジャックに• DCプラグ
がしっかり差し込まれていない

DCプラグをしっかり差し込む
（6ページ参照）

電源がすぐ切れる 前回電源を切ったときにもみ玉が• 
所定の位置に移動中だった

もみ玉が所定の位置にもどるまで待っ
て再度電源を入れる

首肩もみ玉がボタンで位置を
下げてもちょうどよい場所へ
こない

ちょうどよい場所は個人差があり、• 
本体のみで対応できないこともあり
ます

座布団などを座面に敷いて、首肩の
高さを調節する

マッサージ運転中に停止した タイマーによって最大約15分す• 
ぎると、自動的に停止します

再度電源を入れる

電源プラグをコンセントに差
しただけで、もみ玉が移動す
る

前回使用時に電源を「切」にせず• 
に電源プラグをコンセントから抜
いた

もみ玉が所定の位置にもどるまで待っ
て再度電源を入れる

音がする 故障ではありません• 構造上、音が発生するものなので、
故障ではありません

音が大きい 通常よりも音が大きいときは、本• 
体に乗ったり立ったりして負荷を
かけ、内部に異常が発生した可能
性があります

負荷をかけずに音が大きくなったの
であれば、様子をみて、直らないよ
うであれば、お客様相談室にご相談
ください

長年ご使用のマッサージ器はよく点検を

このような症状はありませんか？
電源コードや電源プラグ、ACアダプターが異常に熱い。• 
コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。• 
こげ臭い匂いがする。• 
その他の異常・故障がある。• 

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源
を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店
またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

修理・サービスを依頼する前に

10
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仕　　様
類　　別 機械器具77　バイブレーター
医療機器分類 管理医療機器
一般名称 家庭用電気マッサージ器（JMDNコード　34662000）
販 売 名 首肩シートマッサージャー
型　　番 TSP-017

医療機器認証番号 229AGBZX00078000
使用目的または効果 あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

電気定格 AC100V　50‐60Hz　50W
定格消費電力 DC12Ｖ　50W（ヒーター12W）

ACアダプターコード長 約3.5m
タ イ マ ー 自動オフ　15分

外形寸法 背部 ：幅 約 47×高さ80×厚み23cm
座面部 ：幅 約 41.5 ×奥行40.0 ×厚み3.5 cm

質　　量 約8.0kg（ACアダプター含む）

材　　質

（張地） 張り生地 ：ポリエステル
 メッシュ生地 ：ポリエステル、ナイロン
 伸縮性生地 ：ナイロン、ポリウレタン
（本体内部） ABS樹脂・PP樹脂
（座面内部） ウレタンフォーム

もみ回数 首肩部 ：約31回 /分 背なか部 ：約28回 /分
たたき回数 弱 ：約600回 /分 中 ：約 750回 /分 強 ：約 900回 /分
上下移動速さ 約1.8cm/ 秒

ヒーターの最高温度 首肩部 ：50° C 以下 背なか部 ：50°C以下 座面部 ：50° C 以下
付 属 品 ACアダプター、取扱説明書・保証書
製造販売元 株式会社ドウシシャ　東京都品川区東大井1-8-10
製造業者 XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 
原 産 国 中国

仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。 ●
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 unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
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製造販売元

●製品の保証について
1. この製品には保証書がついています。
 保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。
 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理は販売店またはドウシシャお客様相談室にご相談ください。
 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
●修理を依頼されるときは

●補修用性能部品について

アフターサービスについてわからないことは…
お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

 警告
• 故障のときは、ただちに使用をやめてACアダプターを抜き、お
買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけ
ください。

• ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

1. 補修用性能部品とは、その製品の機能
を維持するために必要な部品です。

2. 本機の補修用性能部品の最低保有期間
は製造打切後 3 年間です。

保証書
本書は、下記の保証規定により無料修理を行なうことをお約
束するものです。お買い上げの日から1年以内に万一故障が
発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修
理をご依頼ください。
保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販
売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名等を証
明するものを合わせてご提示ください。
安全点検などのために、写しをとる必要がある場合、お客様
にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス
活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させて
いただく場合がございますので、ご了承ください。

お
名
前

電話
ふりがな

ご
住
所お

客

様

保
証
期
間

お買い上げ日 　年　月　日

お買い上げの日から本体1年間

様 電話

印

住所・店名

販売店様へお願い この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

お
買
い
上
げ
店 

保証規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがって正常な使用状態で故
障した場合には、無料修理いたします。

2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書を
ご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼
できない場合には、ドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ） 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（ロ） お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
（ハ） 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその

他の天災地変による故障および損傷
（二） 本書の提示がない場合
（ホ） 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、

または字句を書きかえられた場合
（ヘ） 故障の原因が本製品以外（電源、他の機器等）にあってそれを点検、

修理した場合

（ト） 一般家庭用以外（例えば、業務用、船舶や海上使用等）に使用され
た場合の故障および損傷

（チ） 腐食による故障および損傷
（リ） 樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷
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.
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお
約束するものです。したが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
てご不明な場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室
にお問い合わせください。

※ お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にご持参いただくに
際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またお買い上げの販売店
と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担
いただく場合があります。

持込修理

株式会社ドウシシャ　www.doshisha.co.jp

ドウシシャお客様相談室
【受付時間】9:00～17:00（祝日以外の月～金曜日）

福井県越前市四郎丸町52-5ドウシシャ福井家電カスタマーセンター
※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。
※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。 

0120-104-481
〒915-0857

故障・修理についての
ご相談に関しては…

アフターサービスについて

首肩シートマッサージャー TSP-017

作成2018年 2月26日（初版）
*作成2018年 5月 6日（第2版）5A18Ｂ
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