
取扱説明書・保証書

添付文書

　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。

両ひざマッサージャー　DKM-2001
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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及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、次のような人は必ず医師とご相談ください。
● 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気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℃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。 ●腱鞘炎の人。
●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左右に曲がっている人。 ●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ACアダプターが傷
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
ACアダプターを抜き、使用を停
止する。
火災・感電の原因になります。

ACアダプターはコンセントの奥
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。

ACアダプターの刃および刃の取
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ACアダプ
ターを差し込むと、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ACアダプ
ター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。

お手入れの際は、安全のためAC
アダプター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、ACアダプターを抜
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。フットカバー以外、洗わ
ない。
ショート・感電の原因になります。

指示

使用前には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、ACアダプターを抜き、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。
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注意

警告
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。

禁止

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。

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。

本体に乗って立ったり、歩いたり、
勢いよく乗ったりしない。
けがや故障の原因になります。

禁止

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。

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

けい部（首）には使用しない。
けがや事故の原因になります。

禁止

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。
事故やけが、体調不良をおこすこ
とがあります。

マッサージをする部位にアクセサ
リー（装身具）を付けたまま使用し
ない。
けがや感電・事故の原因になります。

業務用として使用しない。

ACアダプターを抜くときは電源
コードを持たずに必ずACアダプ
ターをもって引き抜く。
感電・ショート・電源コードの断線の
原因になります。

指示

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。
逆効果やけがの原因になります。

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。
事故やけがの原因になります。

動かなくなったり、異常が感じられ
たときは、すぐにACアダプターを
コンセントから抜く。
感電・漏電・ショートなどによる火災
の原因になります。

フットカバーのファスナーなどキ
チンと取り付けてから使用する。
カバーのファスナーが中途半端な
取り付け状態だと、体を傷つける
原因になります。

異常に熱を持ったり、異音がする
ときは、すぐにACアダプターをコ
ンセントから抜く。
内部の故障、火災の原因になりま
す。

毎回使用開始時は、必ず「弱」（弱
い刺激）から使用する。
ケガの原因となります。

禁止

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。

禁止

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。

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。

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。

電源コードを、ねじれたまま使用し
ない。保存しない。
故障の原因になります。使用する
前にはねじれをなくしてから使用
してください。

マッサージ中にACアダプターを
コンセントから抜かない。
故障の原因になります。

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。

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。

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。

車内で使用しない。
事故・故障の原因になります。

プラグを抜く

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。

停電のときには、ただちにACアダ
プター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。
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各部の名称とはたらき

取っ手

取っ手

温感ボタン C
温感パットのヒーターの入／切をします

緊急停止ボタン D
すべての機能を停止します

電源ボタン A
電源の入／切をします

強さボタン B
押すたびにエアーの強さが変わります

DCジャック

操作部

ファスナー
エアバックカバー取
り付け取りはずし用

ACアダプター

DCプラグ

電源コード

温感パット（ヒーターが内蔵されており、ひざに使用するときには立
てて、足をのせて使用するときは、倒して底面にして使用します）

エアバック
エアバックカバー
（取りはずし可）

付属品
ACアダプター

操作部Ⅱ

操作部Ⅰ

 A B C D
操作部

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• 

使用目的
一般家庭で使用すること• 

警告
エアバックカバーをはずして使用しない。• 
使用前には、必ずエアバックカバーが破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する。• 
もし、破れなどがある場合には、どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、• ACアダプターをコンセントか
ら抜いて、絶対に使用しない。

使用前の準備
カバーが確実に装着され、破れなど1. 
がないことを確認する
破れを発見したときは絶対に使用しないでく
ださい。

ACアダプターのDCプラグを本体の2. 
DCジャックに接続する

注意
ＡＣアダプターは、コンセントの奥まで、DC
プラグは本体側のDCジャックの奥までしっ
かりと差し込む。

ＡＣアダプターをコンセントに差し3. 
込む
電源コードは、束ねたまま・巻きつけたまま
使用しないでください。

注意
テレビ、ラジオなどから2m以上はなして設
置する。
雑音の原因になる場合があります。

4. 電源ボタン、強さボタン、温感ボタ
ン、緊急停止ボタン、タイマーが正常
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。

電源コード

DCジャック

DCプラグ

5 ▶▶つぎのページにつづく▶▶
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使いかた
本体を手に持ち、上からひざにのせる使いかた

電源を切った状態で、温感パットを1. 
立て、左右の取っ手を持ち、右図のよ
うにひざを当てるように本体の凹み
に入れる
マッサージしたい部位にあわせて、足の位置
を前後させてください。

注意

ズボンやくつ下をはいて使用する。• 
床や椅子に座って使用する。• 
全体重を本製品にかけると、故障の原因に
なります。マッサージ中は立ち上がらない
でください。

正しい使いかた（つづき）

温感ボタン C
温感パットのヒーターの入／切をします

緊急停止ボタン D
すべての機能を停止します

電源ボタン A
電源の入／切をします

強さボタン B
押すたびにエアーの強さが変わります

取っ手

温感パット

ひざにのせて使用

約10cm 約10cm

本機の凹みの幅は約10cmです。
それ以上の大きさの足、ひざ、ふくら
はぎなどのマッサージはすることがで
きません
無理に使用すると破損やけがの原因になります。

両脇の取っ手を持つ
・温感パットは外側
・操作ボタンが手前

緊
急
停
止
ボ
タ
ン 

D

温
感
ボ
タ
ン 

C

強
さ
ボ
タ
ン 

B

電
源
ボ
タ
ン 

A

操作部Ⅱ

操作部Ⅰ

温感パットを立てる

6

L21_DKM-2001_Massager.indd   6 2020/07/17   22:35:00



本体を下に置いた使いかた
（足先からふくらはぎ、ひざのうらまで）

電源を切った状態で、温感パットを1. 
底面に倒し、両足を本体の上から凹
みに入れる
マッサージしたい部位にあわせて、足の位置
を前後させてください。

注意

ズボンやくつ下などをはいて使用する。• 
床や椅子に座って使用する。• 
全体重を本機にかけると、故障の原因にな
ります。マッサージ中は立ち上がらないで
ください。
本体は水平で丈夫な場所に設置して使用する。• 

温感パットを底面に倒してください

ふくらはぎに使用

足先に使用
※必ず椅子などに座って使用してください。
　全体重を本機にかけると、故障の原因になります。

 弱 中 強
 （水色） （緑） （紫）

操作方法
1. 電源ボタンを押してマッサージを開
始する

注意

1回の使用時間は15分以内にする。• 
逆効果やけがの原因になります。
足・ふくらはぎ以外で使用しない。• 
本製品は足専用です。本来の使いかた以外
の使用はしないでください。

警告
緊急時はACアダプターまたはDCプラグを抜く。
エアーによって足を取り出しづらい状態でも、
ACアダプターを抜くことにより、空気が抜
けて足が取り出しやすくなります。

2. 強さボタンを押して、エアーの強
さを調節する
強さボタンを押すことで、エアーの強さを調

節することができます。必ず「弱」から使用し、
慣れてきてから順に強さを調節します。
強さボタンを押すたびに、ボタンの色が変わ

り強さが変わります。
ひざ・ふくらはぎ・足首ではそれぞれ太さ※ 
が違うため、 強さボタンで調節して、適
切な強さでマッサージしてください。

自動オフタイマー
使いすぎや切り忘れを防止するためタイマーにより約15
分で自動で停止します（ヒーターも停止します）。

 電源切  電源入
 （消灯）  （点灯）

7 ▶▶つぎのページにつづく▶▶
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警告

使用しないときは、必ずACアダプターを• 
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。
ACアダプターを持ってコンセントから抜く。• 
 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。
電源コードを巻きつけたまま使用しない。• 
 発煙・発火の原因になります。

お手入れと保存

警告 お手入れの際は、必ず電源コードをコンセントから抜き、温感パット使用のときは本体が冷めたことを確認する。
感電やけが、やけどの原因になります。

お願い
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。
化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに• 
したがってください。
本体に直接、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。）

本体のお手入れ
エアバックカバーのみ取りはずすして洗うことがで
きます。※
本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘
系を除く）に浸してかたくしぼった柔らかい布で
ふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきを
してください。強くこすらないでください。傷つ
きや布が破損する原因になります。

3. 温感ボタンを押して、ヒーターの
「入」「切」を選択する
ヒーターが「入」のときは、温感ランプが点• 
灯し、温感パットを「入」にします。
ヒーターは温熱治療を目的としたものでは※ 
ありません。

4. 電源ボタンを押して動作を停止さ
せ、ACアダプターをコンセントから
抜く
※ 緊急停止ボタンを押すとすべての機能が
強制的に終了します。エアバックは解放状
態、ヒーターは切状態になります。
使いすぎや切り忘れを防止するため、タイ※ 
マーにより約15分で自動で停止します。
使用後は、電源コードのねじれなどを元に戻• 
してから保存してください。

正しい使いかた（つづき）

 温感切  温感入
 （消灯）  （点灯）

エアバックカバー
（ エアバック・温感パット
まわりを取りはずして洗
うことができます※）

※ 洗濯タグに記載されている洗濯マークに従ってください。
8
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ファスナーの末端部分
をスライダー（動く部
分）の上からはめ込む

ファスナーのスライ
ダー（動く部分）を末端
部分に下からはめ込む

ファスナーを最後
まで（布をかまな
いように）閉じる

エアバックカバーのお手入れ
エアバックカバーの取りはずし
本体にある、ファスナーを動かすと、本体の凹み
部分（左右計2枚）のエアバックカバーのみ取り
はずすことができます。洗濯タグに記載されてい
る洗濯マークに従って洗濯することができます。

エアバックカバーの取り付け
エアバックカバーは左右別々で、スライダーの付
いている側、スライダーの付いていない側があり
ます。さらに、温感パットや、左右のエアー部の
凸凹に対応させて取り付けてください。

エアバックカバー

温感パットや、左右のエアーバックを
エアバックカバーに挿入する

保存のしかた
次回の使用に支障のないように清掃し、ホコリが
付かないようにビニール袋などに入れて、湿気の
少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。

取りはずしたエアバックカバー

ファスナーのスライダーに生地端を
かみこまないように注意しながら、
ファスナーをしめてください。

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 電源コードがコンセントに差し込• 

まれていない
電源コードをしっかりコンセントに
差し込む

ACアダプターのDCプラグが本• 
体の DCジャックに差し込まれて
いない

DCプラグをしっかりDCジャック
に差し込む

マッサージ運転中に停止し
た

タイマーによって約15分で自動• 
で停止します

1回の使用は15分以内とし、同一箇
所への連続の使用は避けてください

エアーが抜けない 運転が継続している• 緊急停止ボタンを押して運転を止め
る。どうしてもエアーが抜けないと
きは、ACアダプターを抜いてみる

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

そのままご使用ください

マッサージ運転中に操作パ
ネルのボタンが効かない

裏側の操作ボタンに何かが当たっ• 
て、ボタンを押し続けた状態になっ
ている

製品を傾け、裏側ボタンが押されて
いない状態にする

長年ご使用の家庭用電気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ACアダプターを抜いて、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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操作方法や機能説明などをホームページで公開中
http://momilux.jp/index.html

仕 様

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 家庭用エアマッサージ器（JMDNコード　34663000）
販 売 名 両ひざマッサージャー
型 番 DKM-2001

医療機器認証番号 302AGBZX00078000
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 AC100 V 50/60 Hz　22 W
定格消費電力 DC12Ｖ 22 W（ヒーター8 W）
電源コード長さ 約2.0 m
タイマー 15分 自動OFF
外形寸法 幅 約 48.5 × 奥行 19.0 × 高さ 19.5 cm
質 量 約2.87 kg（ACアダプター含む）
材 質 本体：ABS樹脂　生地：ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革他
エア圧力 最大 51 KPa（± 10％）

ヒーター最高温度 約 45 °C
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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ドウシシャのパーツ購入は　ドウシシャマルシェ

公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

こちらの
QRコードを
読み込んで
ください

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）

福井県越前市家久町41-1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
〒915-0801

故障・修理についての
ご相談に関しては…

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター
http://www.doshisha.co.jp/support/

faq/appliance.html

作成2020年 6月18日（初版）
*作成2020年 7月17日（第2版）7B20B
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