・おやすみになる前はレベル 1 に設定してお使いください。
低温やけどに注意

長時間ご使用になると低温やけどを引き起こすおそれがあります。
適温に調整のうえ、注意してお使いください。

熱を発する製品です。

お子様の使用の際は十分なご配慮の上お使いください。

※寝る際に使う場合は、
レベル 1（低温）にしてご使用ください。

3. 肌が敏 感 な方、マイクロファイバース
エード素材にアレルギーをお持ちの方
は、使用する前にかかりつけの医師また
は皮膚科医に相談してください。

4. 本製品は医療機器ではありません。本説
明書に記載の使用法以外では使用しな
いでください。

5. 破損したコードは使用しないでください。
6. 濡れた手で電源の抜き差しを行わないで
ください。

7. ご自身での修理・改造はおやめください。

9. 本製品を過度に曲げたりねじったりし
ないでください。

10. 水分を取り除いて乾かしてからご使用
ください。

11. 同梱の電源アダプタをお使いください。
12. 尖ったもので本製品を傷つけないでく
ださい。
13. ラテックス素材のものと併せて使用し
ないでください。火災の原因になるこ
とがあります。

14. ご使用の際は本製品が乾いていること
を確認してください、

15. 収納の際はぐしゃぐしゃにならないよう
お気をつけください。
16. 本製品は防水ではありません。洗濯し
ないでください。

ー
ー

※ お客様の責任による部品の紛失については保証しません。その他、弊社の責とはいえない事由による故障については保証しません。

※ 商品の色合いや仕様、商品パッケージは予告なく変更される場合があります。

※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、弊社は責任を負いません。

※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。

保証の対象外となります。

※ 本製品は防水ではありません。水に触れないようにしてください。

※ スマートヒューズシステム
（緊急停止装置）
が作動し、製品の再起動が不可能となる事については、本製品の仕様となるため

※ 高温で長時間、
または肌に直接使用すると低温やけどを負うおそれがあります。
ご注意ください。

※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。

※ 注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。

※ 本取扱説明書に書かれた使用方法・警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証しません。

保証書を紛失された場合には保証の対象外になります。予めご了承ください。

※ 使用上の誤り、
または改造、不当な修理による故障は対象外になります。

P

株式会社ロア・インターナショナル
https://www.roa-international.com

本製品は洗濯できません。

2. 長時間の使用は低温やけどを引き起こす
可能性があります。重度の障害に繋がる
おそれもありますのでご注意ください。

8. ラジエーター、ストーブ、またはその他
の熱を発するものの近くに設置しない
でください。

販売元

・お使いの前に本取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

・汗や水などで濡れてしまった場合は自然乾燥させてください。

1. ブランケットを畳んだ状態で使用すると、
内側が 50℃以上になり危険です。重ね
た状態で電源を入れたり、使用をしない
でください。

S

4段階温度調節

注意・指示

注意・禁止

ご 購 入日から1年 間

取扱説明書および保証書

コントロール
ボタン

保証期間

電源アダプタ、電源プラグ、

接続

※ 本製品は洗濯できません。

連絡先

コントローラー

ケーブル : PVC

接続

自然乾燥させます。

M
A

ブランケット(コントローラー含む)、

ブランケット
本体

布やティッシュで汚れを拭いたあと

製品保証書

構成品

コントローラー : ABS

汗や水などで濡れてしまった際は、

ー

ブランケット :マイクロファイバー（ポリエステル）

セーフティ機能を搭載しています。

【 簡単お手入れ方法 】

〒

素材

自動で電源がオフになる

E
L

自動電源オフ機能

連続使用が 12 時間を超えると

お名前

電源アダプタ＆プラグ: 53 × 123 × 35mm, 約297g

グレー

ダニ駆除モード（レベル4）

本体をビニール袋に入れ、温度設
定を 4 段階にして 3 時間以上放置
してください。
ダニが温度により死滅します。
のちにハンディ掃除機などで死骸を
吸引してください。

電源オフ

ケーブル長: 約2m

カラー

35℃

コントロールボタンを押すごとにレ
ベル 3, レベル 2、レベル 1 と設定
温度が下がっていき、4 回目でオフ
になります。

コントローラー : 93 × 30 × 12mm

50W（24V/2.1A）

レベル1 低温
おやすみモード

※ 保証書の購入年月日、購入店舗、
お客様情報（お名前、
ご住所）
が記載されていない場合・記入内容を任意に修正した場合・

ブランケット本体と電源アダプタ・電源プラグを接続し、
プラグを電源に差し込んでください。

i-1050

消費電力

つけください。

の形状が、日本（A タイプ）と異なる場合は、変換プラグを別途にご用意ください。

電 源アダプタの使 用

レベル2 中温

お客様情報

ブランケット: 700 × 1050mm, 約510g

用時や肌と接触する際にはお気を

購入店舗

サイズ・重量

故障ではありませんが、長時間の使

購入年月日

INKO ヒーティングブランケット

る場合があります。

ご住所

います。渡航の際は事前に渡航先の電圧をご確かめください。渡航先のコンセント

と電源コードの接続部や電源アダプ

タが最高温度 (50℃) 以上に暑くな

■ 免責事項

※ AC100V ～ 240V でほぼすべての国に対応していますが、一部非対応の場合もござ

製品仕様

製品名

モデル名

取扱説明書
および保証書
（本書）

INKO ヒーティングブランケット

INKO ヒーティングブランケットをお買い上げいただき
ありがとうございます。
ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みになり、
大切に保管してください。

電源プラグ
100V PLUG

製品名

取扱説明書および保証書

コントローラー
Controller

※ 保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。

ACアダプタ
Adapter
AC100V～240V

※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。

レベル３ 中温

※ 使用環境により、ヒーティングマット

※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。

50℃

購入店の情報・購入履歴が確認できない場合、保証は無効となります。

レベル4 高温

レシート発行の無い個人間の売買の場合、保証の対象外となります。

電源をオンにすると、温度レベルは
自動的にレベル 4（最高約 50℃）の
設定になります。
それからボタンを押すごとにレベル
3、レベル 2、レベル 1 と下がってい
きます。

※ 本説明書の内容及び製品デザインは、
よりよい品質のために事前予告なしに変更することがあります。

電源オン

コントロールボタンを押すと LED
ランプが点灯し、
「INKO」
の文字部分
が光ります。

※ 対応後の保証期間は、交換対応させていただいた場合も含め、元の保証期間の残存期間を適用します。

ヒーティング
ブランケット本体
（コントローラー 一体型）

※ この保証書は、
お買い上げ時のレシート、
または納品書と共に有効となります。大切に保存してください。

使用方法

※ 製品の故障が発生した場合は、
カスタマーセンターにご連絡ください。

構成品

