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東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F
電　話 : 03-6380-8827
メール : info-japan@domo-elektro.jp
（受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時）

もくじ
安全上のご注意
警告
注意
各部の名称

・・・・2
・・・・・・・2～3
・・・・・・・・・4

・・・・・・5

・・・・6～7
・・・・・8～9

・・9
・・・・・・・・10

・・・・・・・・10
・・10

・・・・・・・11

ご使用方法
お手入れ
故障かな、と思ったら
収納

仕様
アフターサービス
保証書

DM0011GY/DOMOフットウォーマー【グレー】
取扱説明書

フットウォーマー
FOOT WARMER



32 32

電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、
たばねない、重いものを載せない、挟み込まない、加工しない
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電・発熱・火災の原因になります。

お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く
感電・けがの原因になります。

電源コードや電源プラグが痛んだり、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。

コネクター、コネクター受けにピンやごみを付着させない
感電・ショート・発火の原因になります。

丸めたり、身体に巻き付けたり、他の用途に使用しない
低温やけど＊をおこす恐れがあります。

可燃性のスプレーなどを吹きつけたり、そのスプレー缶を近くに置かない
可燃性の周スプレーや化学薬品を近くで使うと、火災・爆発の原因になります。

電源プラグのほこりは、定期的に乾いた布で拭き取る
湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

梱包用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する
誤ってかぶった場合、死亡の原因になります。

異常・故障時はすぐに使用を中止する
すぐに電源プラグをコンセントから抜き、アフターサービスへ点検・修理の依
頼をしてください。煙・発火の原因になります。

禁 止

禁 止

ぬれた手で電源コードを抜き差ししない
感電・けがの原因になります。

電源コード、電源プラグ、コントローラー部を水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。禁 止

禁 止

禁 止

必ず実施

電源プラグは交流100Vのコンセントを使用する
交流100V以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になります。必ず実施

必ず実施

必ず実施

必ず実施

必ず実施

必ず実施

必ず実施

禁 止

禁 止

雷が鳴り出したら使用を停止し、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・故障の原因になります。

乳幼児が誤って電源プラグをなめないように注意する
感電・けがの原因になります。

警 告安全上のご注意

「人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容」

「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」

「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」

「必ず実行していただく内容」

禁 止

必ず実施

注意

警告

禁 止

次のような方は使用しない
3歳以下の乳幼児、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方、飲酒
された方。大きな事故や、低温やけど＊をおこす恐れがあります。

次のような方がお使いになる時は、設定温度を最低にするなど、周りの方が
特に注意する
お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方、疲労の激しい方。
※皮膚の弱い方は厚手の靴下を履いてご使用ください。
※居眠りやうたた寝をしないように周囲の方も注意してください。
低温やけど＊をおこす恐れがあります。

長時間、同じ態勢で使用しない
ときどき身体を動かして温熱部をずらさないと、低温やけど＊をおこす恐れが
あります。

分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。

ヒーター部分を痛めない、折りたたまない
本製品にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものを載せ
たり、折りたたんだりしないでください。内部のヒーターを痛め、火災・感電・
故障の原因になります。

ぬれた状態で使用しない
本製品をぬれた状態で使用しないでください。火災・感電の原因になります。

タコ足配線はしない
火災の原因になります。

警 告

＊低温やけど
　比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、
　熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどになる恐れがあります。
　ご使用の際は、ときどき身体を動かして温熱部をずらすようにしてください。
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次のようなところでは使用しない
ガスレンジなど炎があたるところ、引火性のガスがあるところ、雨やしぶきが
かかるところ、高温（40℃以上）、多湿（風呂場など）のところ、油や埃、金属
粉の多いところ。感電・火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引っ張らない
電源プラグの本体を持って抜いてください。
電源コードがショートや断線をして、発火・感電の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化により、感電・漏電・火災の原因になります。

犬や猫などペットの暖房用に使用しない
ペットが本製品や電源コードを痛め、火災の原因になります。

ヒーター部のみで使用しない
ヒーター部を痛め、発煙・発火の原因になります。

ぬれた床で使用しない
感電の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない
ヒーターを痛め、発煙・発火の原因になります。

心臓病や皮膚の弱い方、ペースメーカーを使用している方
ご使用の前に医師と相談してください。

靴を履いたまま使用しない
本製品や電源コードを痛め、火災の原因になります。

落としたり、強い衝撃を加えない
故障の原因になります。

布団など、保湿性のよいものをかけない
故障の原因になります。

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

必ず実施

必ず実施

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

注意

●本製品を丸洗いしないでください
　洗濯が可能なのは本体カバーのみです。
　詳しくは本書8ページ目のお手入れを読んでください。

●本書にある50Hz、60Hzという表示について
　静岡県を境に東日本では50Hz が、西日本では60Hz の周波数の電気が供給
　されています。本製品は自動的にそのどちらの周波数にも対応するものですが、
　ご使用の地域によっては仕様が少し異なることについて説明しています。

各部の名称
前マグネット

後マグネット

背面▲

本体カバー▶

前チャック

表カバー

ベルト

電源プラグ

本体カバー内の
クッション部分
（ヒーター本体）▶

電源コード

コントローラー
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ご使用方法（準備）

フットウォーマーとして使用する
　①電源プラグをコンセントに差し込む
　②本体の前チャック2箇所を下におろす

　③クッション部分に足をのせ、前チャック2箇所を締める
　④ベルト先端にあるマグネットとカバーにあるマグネットを付けて留める

②

③

④

ホットクッションとして使用する
　①本体の前チャック2箇所を下におろす
　②カバーからクッション部分を取り出して設置する
　③電源プラグをコンセントに差し込む

②

ご使用方法（操作）
　①電源を入れる
　コントローラー部にある「電源ボタン」を押すと「モード1」ランプ（緑色）が
　点灯します。電源ボタンを押すたびにモードが変更されます。

　②電源を切る
　コントローラー部にある「電源ボタン」を「モード4」ランプ（赤色）が点灯
　している状態で押すと電源が切れます。コントローラー部にある全てのランプ
　が消灯していることを確かめて、電源プラグを抜き、使用を終えてください。

　※タイマー機能について
　60Hz 使用時120分、50Hz 使用時144分を経過すると、自動的に電源が
　切れます。続けてご使用になられる場合は再度、電源を入れ直してください。

ランプ：緑色
設定：約45℃

モード1
ランプ：黄色
設定：約50℃

モード2
ランプ：オレンジ色
設定：約55℃

モード3
ランプ：赤色
設定：約60℃

モード4 電源
切

モード4（赤）

モード3（オレンジ）

モード2（黄）

モード1（緑）

電源ボタン

▲
コントローラー

注意
※モード変更後、約15分で設定した
　温度に到達します。
※初めて使用されるときは、少し臭う
　ことがありますが、使用にともない
　臭いは消えます。
※モード4で使用する場合は、1時間
　以上の使用はしないでください。
※通電中、コントローラーが暖かくなり
　ますが、故障ではありません。
※使用中、全てのランプが同時に点滅
　を始めたときは、本製品が故障して
　います。その場合はすぐ電源プラグ
　をコンセントから抜いて、アフター
　サービスまでご連絡ください。
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お手入れの前に必ずお読みください
　●電源プラグをコンセントから抜く
　　→感電・けがの原因になります。
　●クッション部分（ヒーター本体）、電源コード、電源プラグ、コントローラー部
　　を水につけたり、水をかけたりしない
　　→洗濯が可能なのは本体カバーのみです。他の部分は絶対に水にぬらさない
　　　でください。
　●漂白はしない、アイロンがけはしない　　　　　　　　　　　
　　→生地を痛める原因になります。
　●ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しない
　　→表面の傷つきや変質・変色の原因になります。

お手入れ

本体カバー
　①洗濯の前に
　　本体カバーの前チャックを開けて
　　クッション部分（ヒーター本体）と
　　コード部分を取り外してください。
　　クッション部分（ヒーター本体）は
　　洗濯することができません。

　　※シーズンの終わりや、汚れがひどい場合に洗濯してください。
　　※洗濯用洗剤を溶かしたぬるま湯で洗ってください。
　　※クリーニング店に依頼される場合は「手洗い」とご指定ください。

必ず、下の表示にあった洗濯方法を守ってください

手洗いの場合
　②洗濯

　たたんで、押し洗いしてください。
　※汚れがひどいときは二度洗いを
　　してください。

洗濯機の場合
　丸めて洗濯ネットに入れてください。
　※乾燥機能は選ばないでください。
　※他の洗濯物と別にしてください。
　　　　　（色落ちする場合があります）
　※洗濯時間を設定する場合は3分以内
　　にしてください。

■ こんなとき

・電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない
→電源プラグを確実にコンセントに差し込む。

モードランプがつかない

・タイマー機能が働いている
→60Hz で 120分、50Hz で 144分後に電源が切れる仕様です。

電源が切れる

・製品が故障している
→すぐにコンセントから電源プラグを抜き、アフターサービスに点検・修理を
依頼してください。

モードランプの全てが同時に点灯する

故障かな、と思ったら

　　うすめた台所用の中性洗剤にタオルなどを浸してしぼり、拭き取って
　　ください。水には絶対につけないでください。

クッション部分（ヒーター本体）

　　うすめた台所用の中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
　　水には絶対につけないでください。

電源コード、コントローラー部

手洗いの場合
　③すすぎ

　充分にすすぎます。
洗濯機の場合

　洗濯ネットに入れた状態ですすぎを
　してください。

手洗いの場合
　④脱水

　浴槽のふちなどにかけて水気をきって
　ください。

洗濯機の場合
　脱水時間を設定する場合は1分以内
　にしてください。

　⑤乾燥
　日当たりの良い場所に干してください。
　※乾燥機は使用しないでください。
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１. お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合
　 は無料修理をいたします。（消耗品は除きます）
　 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

２. 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。

４．本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

５．本書は日本国内においてのみ有効です。

（This warranty is valid only in Japan.）

＊この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束
　するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、
　及びそれ以外の事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するもの
　ではありません。

＊保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

３. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予め
　 ご了承ください。

（１）接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。

（２）使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または
　　 損傷。

（３）取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障また
　　 は損傷。

（４）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧に
　　 よる故障または損傷。

（５）本書のご提示がない場合。

ご住所
お名前

　　　　年　　　　月　　　　日お買い上げ日
販売店名

保　証　書

製品に関するお問い合わせは03-6380-8827までお電話ください。
その際、お手元に本書を控えてただき、DMから始まる製品番号をお伝え
ください。
※本書の内容は製品の改善・仕様変更により予告なく変更する場合が
　ありますので、予めご了承ください。

アフターサービス

仕　様

全長約300mm　幅約300mm　高さ約260mm本体寸法
約750g本体重量
約3m（コントローラー部含む）コード長
AC100V 50/60Hz定格電圧
60W消費電力

自動電源オフ機能（60Hz使用時120分、50Hz使用時144分）安全装置
モード①：約45℃／②：約50℃／③：約55℃／④：約60℃設定温度

ポリエステル80％、アクリル20％材　質
中国原産国

取扱説明書 /保証書（本書）付属品

DM0011GY
DOMOフットウォーマー【グレー】

型　番
品　名

※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。

収　納
収納する前に必ずお読みください

　●電源コードをきつく束ねない、巻き付けない
　　→電源コードを痛め、感電・火災の原因になります。
　●クッション部分（ヒーター本体）に重いものを載せない
　　→ヒーター部分を痛め、火災・感電・故障の原因になります。
　●ナフタリンなどの防虫剤を使用しない


