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電源ボタン
スピード調節ボタン
オートモードボタン
リモコン送信部
スタート／一時停止ボタン
タイマーボタン

設置場所について
●設置場所は必ず硬く水平で安定した場所に設置してください。タイルの上などの滑りやすい場所や、クッ
ションの上など不安定な場所でのご使用はおやめください。本体が移動する、がたつきや異常振動、異音が
発生する恐れがあり、事故や故障の原因になります。
●フローリングなど、設置場所によっては設置跡や傷がつく恐れがありますのでご注意ください。必要に応
じ、床表面に本製品が直接当たらないよう、マットを敷くなどしてください。その際、毛足が長い絨毯など
不安定なものは避けていただき、ゴムマットなどの滑りにくいものをご使用ください。
●テレビなどの映像 / 音響機器のそばで使用すると、映像 / 音響機器に雑音が入る場合があります。本製品
と映像 / 音響機器を十分に離して設置してください。
●本製品や手が周囲の家具や人にぶつからないよう、家具や壁から離し、十分なスペースを確保してから設
置してください。事故やケガの原因になります。

●必ず本体や付属品、電源コードなどに損傷がないか確認してください。
●ご使用前に、主電源スイッチや本体の操作パネル、リモコン、タイマー機能などが正常に動作するこ
とを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。
●異常が発見されたときは、そのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
●本製品は振動と音が出ます。ご使用の際には、ご近隣など周囲に迷惑がかからないよう、十分にご
注意ください。
●ご使用前にリモコンをセットしてください。
　※リモコンの電池セット方法は P9「リモコンの電池セット方法」をご参照ください。

ご使用になる前に

電源コード取り付け方法
●電源コネクタに付属品の電源コードを図のように差し込んでください。
　※電源コードを束ねた状態での使用はしないでください。16

●アースを取り付ける
   安全のために、アースは確実に取り付けてください。感電の原因になります。
　アースを取り付ける際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
　※アースを取り付けることで以下のことをふせぐことができます。
　　・感電の防止　・静電気の防止　・電磁波の防止　・落雷による被害の軽減など
●コンセントにアース端子がある場合
   アース線をコンセントのアース端子に取り付けてください。
●コンセントにアース端子がない場合
   お買い上げの販売店、電気工事店などにご相談のうえ、アース取り付け工事（Ｄ種＜第三種＞設置工事）  
　を行ってください。アース工事費はお客様にてご負担ください。
●次の場所には取り付けないでください。
   ・ガス管・・・・・・・爆発や引火の危険があります。 
   ・電話線や避雷針・・・落雷のとき危険です。 
   ・水道管・・・・・・・途中がプラスチックの場合は、アースになりません。

＋－

▶■ ■

オートモード タイマー

スピード調整

電源 スタート/一時停止
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※リモコンをご使用になる場合は、リモコン送信部をリモコン受光部に向けて使用してください。

～

＜図 1＞詳細
①左側の溝に爪をひっかけて右に押します ③電池ケースが出るまで下に引いてください。

②右に押しながら右側の溝に爪をひっかけて下に引っ張ります。

リモコンの電池セット方法電池について
●付属の電池は動作確認用です。出来るだけ早めに新しい電池と交換してください。
●電池の極性（＋・－）を確認して正しくセットしてください。
●電池交換の際は、必ず新品の電池と交換してください。
●電池を廃棄する際は、お住まいの地方自治体のルールに従って廃棄してください。

本
体

操
作
パ
ネ
ル 

及
び 

リ
モ
コ
ン

名称

名称

電源ボタン

オートモード
ボタン

・主電源を入れます　　　　　
　⇒主電源スイッチを｜マーク側にすると主電源が入ります。
・主電源を切ります
　⇒主電源スイッチを○マーク側にすると主電源が切れます。

・電源を入れます
　⇒主電源を入れた状態で押すと【スタンバイモー　     
　  ド】になりLEDディスプレイに【15】と表示されます。

・電源を切ります
　 ⇒動作中に押すと動作が停止して、【スタンバイモード】
     になります。

・【オートモード】で動作を開始します
　⇒【スタンバイモード】【マニュアルモード】時に オー
　  トモードボタンを押すと、【オートモード】で動作が
　  開始します。
     また、オートモードボタンを押す毎に、次のように 
　  モードが変わります。

ボタン（スイッチ）の名称と各機能

タイマー
ボタン

スタート/一時停止
ボタン

スピード調整
ボタン(＋)(－)

・【マニュアルモード】で動作を開始します
   ⇒スタート/一時停止ボタンを押すと【マニュアルモ
　   ード】スピード001で動作を開始します。

・動作を一時停止します
   ⇒動作を停止して【スタンバイモード】になります。

・動作時間を設定します
　 ⇒タイマーボタンを押すと動作時間が設定できます。
　  ※タイマーは5分～30分まで設定できます。また、
　　  タイマーを設定しない場合はスタート時間15分  
　     で停止します。(5分間隔で設定できます。）                  

主電源スイッチ

機能

機能

LEDディスプレイ表示

LEDディスプレイ表示

・

＜リモコン＞ ＜電池ケース＞ ＜コイン形リチウム電池＞

リモコンの電池セット方法

①図1のように裏側の電池ケースを右側につまみ、引っ張り出します。
<図1>

裏

②図2のように取り外した電池ケースの表示に従って電池をセットしてください。
※電池の極性 (+・－)を確認して正しくセットしてください。
<図2>

③図3のように電池ケースをリモコンにしっかりと差し込んでください。

　　[遅]001～ 008[速]の 8 段階から調整できます。
　 オートモード中に押すと、マニュアルモードに切り

替わります。

  ・スピードを調整します
     ⇒(＋)：スピードを上げます。
        (－)：スピードを下げます。

<図3>

＋－

▶■ ■

オートモード タイマー

スピード調整

電源 スタート/一時停止

表

※オートモードは変則的な振動の組み合わせです。
　P03>P02>P01 の順で振動の強弱が変わります。
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※オートモードは変則的な振動の組み合わせです。
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確認していただくこと症状

上記の方法で直らない場合は、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

■故障かなと思ったら

●電源コードが本体とコンセントの両方にきちんと接続されているか確認
してください。
●主電源スイッチが入っているか確認してください。
●本体操作パネル、リモコンともに動作しないか確認してください。
　リモコンのみ動作しない場合はリモコンの電池が消耗している可能性が
あります。

●タイマーにより自動で停止していないか確認してください。

●硬く水平な場所に設置しているか確認してください。
●本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。
　異常ではありません。

電源を入れても動かない

突然停止した

異音がする

■お手入れと保管について

お手入れ方法
●必ず電源コードを本体とコンセントから抜いて行ってください。
●乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤をやわらかい布にふくませ、かたくしぼってからふき取ってくだ
さい。その後、乾いた布で乾ぶきしてください。
●シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品
の割れ、変色などの原因になります。

保管方法
●必ず電源コードを本体とコンセントから抜いて保管してください。
●汚れやほこりをよくふき取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所は避
けて保管してください。
●乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
●長期間保管される場合は、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。

●廃棄する際は各地方自治体の廃棄区分に従い処分してください。

■廃棄について

ご使用方法
①電源コードを本体の電源コネクタに奥までしっかりと接続します。

②電源プラグを家庭用コンセント（AC100V）に奥までしっかりと差し込みます。また、アース端子
にアース線も確実に取り付けてください。

③主電源スイッチを｜マーク側にすると、主電源が入り【ピッ】と音がなり、LED ディスプレイに
【ーーー】と表示されます。

④本体に静かに乗ります。
　※本体に乗るときは飛び乗ったりしないでください。

⑤本体またはリモコンの電源ボタンを押すと【スタンバイモード】になり、LED ディスプレイに
【15】と表示されます。

⑥‐1【スタンバイモード】 時にスタート / 一時停止ボタンを押すと、【マニュアルモード】で運転を
開始します。
【マニュアルモード】 にはスピードが８段階あります。スピードの調整は(+)(－)ボタンで行えます。また、
【マニュアルモード】時にオートモードボタンを押すと【オートモード】に切り替わります。

⑥‐2【スタンバイモード】時にオートモードボタンを押すと、 モード選択 (P01/P02/P03)ができます。モー
ド選択後、スタート / 一時停止ボタンを押すと、選択された【オートモード】で運転を開始します。選
択中のモードが LEDディスプレイに表示されます。

 

⑦タイマーは最短5分から最長30分まで5分間隔で設定できます。タイマーを設定しない場合はスタート
時間から15分で自動停止します。  
途中で運転を停止する際は、本体またはリモコンの電源ボタンを押してください。運転が停止
します。
　運転が完全に停止した状態で、本体から降りてください。

⑧主電源スイッチをOマーク側に入れ主電源を切り、電源コードと電源プラグを本体とコンセントから
抜いてください。
※リモコンをご使用になる場合は、リモコン送信部をリモコン受光部に向けて使用してください。
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電源を入れても動かない

突然停止した

異音がする

■お手入れと保管について

お手入れ方法
●必ず電源コードを本体とコンセントから抜いて行ってください。
●乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤をやわらかい布にふくませ、かたくしぼってからふき取ってくだ
さい。その後、乾いた布で乾ぶきしてください。
●シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品
の割れ、変色などの原因になります。

保管方法
●必ず電源コードを本体とコンセントから抜いて保管してください。
●汚れやほこりをよくふき取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所は避
けて保管してください。
●乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
●長期間保管される場合は、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。

●廃棄する際は各地方自治体の廃棄区分に従い処分してください。

■廃棄について

ご使用方法
①電源コードを本体の電源コネクタに奥までしっかりと接続します。

②電源プラグを家庭用コンセント（AC100V）に奥までしっかりと差し込みます。また、アース端子
にアース線も確実に取り付けてください。

③主電源スイッチを｜マーク側にすると、主電源が入り【ピッ】と音がなり、LED ディスプレイに
【ーーー】と表示されます。

④本体に静かに乗ります。
　※本体に乗るときは飛び乗ったりしないでください。

⑤本体またはリモコンの電源ボタンを押すと【スタンバイモード】になり、LED ディスプレイに
【15】と表示されます。

⑥‐1【スタンバイモード】 時にスタート / 一時停止ボタンを押すと、【マニュアルモード】で運転を
開始します。
【マニュアルモード】 にはスピードが８段階あります。スピードの調整は(+)(－)ボタンで行えます。また、
【マニュアルモード】時にオートモードボタンを押すと【オートモード】に切り替わります。

⑥‐2【スタンバイモード】時にオートモードボタンを押すと、 モード選択 (P01/P02/P03)ができます。モー
ド選択後、スタート / 一時停止ボタンを押すと、選択された【オートモード】で運転を開始します。選
択中のモードが LEDディスプレイに表示されます。

 

⑦タイマーは最短5分から最長30分まで5分間隔で設定できます。タイマーを設定しない場合はスタート
時間から15分で自動停止します。  
途中で運転を停止する際は、本体またはリモコンの電源ボタンを押してください。運転が停止
します。
　運転が完全に停止した状態で、本体から降りてください。

⑧主電源スイッチをOマーク側に入れ主電源を切り、電源コードと電源プラグを本体とコンセントから
抜いてください。
※リモコンをご使用になる場合は、リモコン送信部をリモコン受光部に向けて使用してください。






