使用方法

構成品

専用バンド

ヒーティングマットをバンド裏側のヒーティン
グマット差込口に挿入し、モバイルバッテリー
と接続して使用します。
電源オン

INKO ヒーティングベルト Haramaki

リモコンのコントロールボタンを押すと電源
がオンになります。

ヒーティング
マット、
コントローラー

2

高温

電源をオンにすると、温度レベルは自動的に
レベル 3（最高約 5５℃）の設定になります。
それからボタンを押すごとにレベル 2、レベル
1 と下がっていきます。
！ 注意

バッテリー用
ポーチ

バッテリー充電用
micro USB
ケーブル

専用バッテリー
（5,000mAh）

電源、
またはバッテリーに接続して使用する

ベルクロ

ベルト
差込口

※ 5V/1.5A以上の出力のバッテリーをお使いください。
※ 付属の専用バッテリーは最大出力5V/2Aのものです。

ベルクロ

ポリエステル
素材

取扱説明書
および保証書
（本書）

マイクロファイバー素材

専用バンド（表）

専用バンド（裏）

ヒーティングマット
差込口

中温

レベル 3 で使用した場合、
非常に高温になります。
屋外での仕事・アウトドアなど
0℃を下回る環境での使用を推奨します。

低温

電源オフ

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

安全のため、30 分が経過すると自動的にオフ
になります。

注意・指示
・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。

・バンド部は洗濯可能です。
汚れた場合はバンドからヒーティングマットと
バッテリーを外してから洗濯してください。

※ヒーティングマット、バッテリーは洗えません。
必ず取り外し、バンド部のみを洗濯してください。

注意・禁止

取扱説明書

ヒーティング
マット

Ver.2

INKO ヒーティングベルト Haramaki 2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。

Thank you for purchasing the INKO Microfiber

Electric Heating Belt. This manual also serves as a

製品名

モデル名
サイズ・重量

warranty card. Please keep this manual for the

LEDランプ

製品仕様

INKO ヒーティングベルト Haramaki 2

パッド : ８ × 23 × 0.1cm, 16.5g

構成品

コントローラー : 2.5 × 3.5 × 1cm, 20g

safety and operating.

バッテリー : 6.9 × 9.6 × 1.4cm, 114.5g

消費電力

バンド :マイクロファイバー、ポリエステル
コントローラー : ABS
ケーブル : PVC
マット：人工スエード（ポリエステル）

素材

バンド: 110 × 11.6 × 0.15cm, 212g

7W (5V / 1.4A)

USB端子

グレー

カラー

PD-S100

操作ボタン コントローラー

専用バンド、コントローラーつきヒーティングマット、
専用バッテリー(3.7V/5,000mAh)、バッテリー用ポーチ、
バッテリー充電用micro USBケーブル

コントローラー ３段階温度調節

製品名

INKO ヒーティングベルト Haramaki 2

E
L
P

購入年月日
購入店舗
お客様情報

お名前

M
A
S
ご住所

WWW.INKO.CO.JP

製品保証書

〒

連絡先

保証期間
販売元

ー

ー

ー

ご購入日から1年間

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

1. ヒーティングベル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。
2. 使用する際は肌に直接当てないでください。

3. 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。
4. 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。

5. 肌が敏感な方、
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。

6. 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。
7. 破損したコードは使用しないでください。

8. 濡れた手で電源の抜き差しを行わないでください。

10. 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。

11. 本製品を過度に曲げたりねじったりしないでください。

12. 水分を取り除いて乾かしてからご使用ください。
13. 同梱の専用バッテリーをお使いください。

14. 尖ったもので本製品を傷つけないでください。

15. 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。
16. 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。
17. 3 歳以下のお子様、
またお年寄りは使用しないで
ください。
18. 小さなお子様やお年寄りがご使用になる場合は保護者
の監督のもとご使用ください。
19. ヒーティングマットとバッテリーは防水ではありません。
バンド部以外は洗濯しないでください。

9. ご自身での修理・改造はおやめください。

※ 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。
※ 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。
※ 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。
※ 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。
※ 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。
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。
※ 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。

■ 免責事項

※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。
※ 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・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。
※ 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。
※ 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。
※ 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恐れがあ
ります。
ご注意ください。
※ 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
となることについては、本製品の仕様となるため保証の対象外となります。
※ 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
の責とは言えない事由による故障については保証しません。
※ 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。
※ 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。

Use a power supply at least 5V/1.5A

PD-S100
Heating Mat (Artificial Suede/PEs)

WWW.INKO.CO.JP

WWW.INKO.CO.JP

