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■このたびはオムロンエアマッサージャHM-250をお

買い上げいただきましてありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読み
のうえ、正しくお使いください。
■この商品を安全に正しく使用していただくため
に、お使いになる前にこの取扱説明書の「安全上
のご注意」をお読みになり十分に理解してくださ
い。
■お読みになった後はいつも手元においてご使用
ください。
■保証書を兼ねていますので、紛失しないように
してください。

オムロンエアマッサージャ

リフレットHM-250
取扱説明書
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保証規定
1.取扱説明書にしたがった正常な使用状態でお買い上げ後1年以内に故障した場合には、無償修理いたします。
2.無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店、オムロン（株）の支
店またはオムロンフィールドエンジニアリング（株）のネットワークに依頼または送付してください。
なお、送付の場合はオムロン（株）の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング（株）までの送料の負担を
お願いします。
3.無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損害。
（ニ）本書の提示がない場合。
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換え

られた場合。
（ヘ）消耗部品。
（ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
（チ）営業、業務用に使用した場合による故障および損傷。
4.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5.この保証書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お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●札幌011（271）7826 ●仙台022（265）2734 ●大宮048（645）8111 ●東京03（3436）7092 ●横浜045（411）7216 ●名古屋052（561）0621
●京都075（223）1135 ●大阪06（282）2572 ●神戸078（361）1199 ●広島082（247）0260 ●高松087（822）8521 ●福岡092（414）3206
製造元：日東工器株式会社

東京都大田区仲池上2丁目9番4号

健康統轄事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL03(3436)7092

品　質　保　証　書
このたびは、オムロン健康機器を、お買い求めいただきありがとうございます。本機は厳重な検査を行ない高
品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によ
りお買い上げ後、一年間は無償修理いたします。

※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいて
ください。

お買い上げ店名

印

住所

Tel. （ ）

お買い上げ年月日　 年　 月　 日

品　名 オムロンエアマッサージャ

形　式 リフレット HM-250 

ご芳名

ご住所

Tel. （ ）

発売元
健康統轄事業部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL03(3436)7092

オムロン健康相談室がお答えします。

ダイヤルは正確に

商品の使い方に関するお問い合わせは

受付時間/10:00～12:00/13:00～16:00(月～金)
（都合によりお休みをいただくことがあります。）
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安全上のご注意
●ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々
への危害や損害を未然に防止するためのものです。
●表示と意味は次のようになっています。

注意�
警告サイン 内　　容

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害＊の発生が想定
される内容を示します。

＊物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

記号は禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な注意内容は、 の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は“分解禁止”を示します。

●記号は強制（必ず守ること）を示します。
具体的な強制内容は､●の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は“一般的な強制”を示します。

次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。
■すでに医師の治療を受けている人
■装着部に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
■装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性
疾患などの皮膚疾患がある人
■装着部に骨折、脱きゅう、肉ばなれ、ねんざ、外傷などのあ
る人
■悪性腫瘍のある人 ■心臓に障害がある人
■高血圧症と診断されている人 ■静脈血栓を患っている人
■妊娠している人
■安静を必要とする人
■特に身体に異常を感じている人
■熱の高い人
■本機の使用によりかえって疼痛が増す人
■本機を使用しても症状の改善がみられない人
• 症状や原因によっては使用に適さない場合があります。

本製品は脚用のエアマッサージャです。
脚以外の部位への使用はしないでください。また、マッサージ以外の用途に使用しな
いでください。
• 重大な事故につながる恐れがあります。

注意�

1

△記号は注意（警告を含む）を示します。
具体的な注意内容は,△の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は“感電注意”を示します。
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安全上のご注意

注意�

身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師に相談
してください。
• 使用を続けた場合、身体に悪影響を及ぼす原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。
• 本機の効果が十分発揮できないばかりか、身体に悪影響を及ぼす原因に
なります。

乳幼児や自分で意思表示ができない人には使用しないでください。
• 事故やトラブルの原因になります。

浴室など湿度の高いところでは、使用しないでください。
• 感電の原因になります。

「電源プラグ」は家庭用AC100V電源コンセントにつないで使用
してください。タコ足配線はしないでください。
• AC100V以外で使用すると正しく作動しなかったり、火災や感電の原
因になります。

停電のときは、ただちに「電源プラグ」を電源コンセントから抜
き、「タイマー」ツマミを「切」にしてください。
• 復旧したとき、事故につながることがあります。

ぬれた手で「電源プラグ」の抜き差しをしないでください。
• 感電の原因になります。

暖房器具や火のそばで使用しないでください。
• 故障の原因になります。

「電源プラグ」を電源コンセントから抜く場合は、「電源コード」
をもって引き抜かないでください。また、「電源コード」を無理
に曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
• 「電源コード」が断線し、火災や感電の原因になります。
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エアマッサージャHM-250の特長

効能・効果

・血行促進
・疲労回復
・筋肉の疲れ、こりをほぐす

1 ソフトな空気圧によるマッサージなので、局部的な痛みや電気的な刺激がなく、
足元から太ももまでまんべんなくもみ上げます。

2 マッサージの強さは、「強さ調節」ツマミで調節ができます。

3 使用時間は、タイマーで任意に設定ができます。（0～15分）

末梢静脈やリンパ循環の主な原動力は、下肢の筋肉群で、この筋肉の収縮
によるポンプ作用と弁機構が密接に関連して循環がおこなわれます。
本機はブーツに設けられた空気室に加圧、除圧を繰り返すことにより、筋
肉の収縮・弛緩の場合と同じような作用をして、リンパ液と静脈血の還流
を促進します。

3

安全上のご注意

注意�

使用前に必ず「強さ調節」ツマミを「弱」に合わせてください。
• 事故につながることがあります。

使用中に立ち上がったり、歩いたりしないでください。
• 事故につながることがあります。

「本体」を倒したり、傾けた状態で使用しないでください。
• 故障の原因になります。

使用後やお手入れのときは、「電源プラグ」を電源コンセントから
抜いてください。
• 事故や感電の原因になることがあります。

本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。
• 事故の原因になります。

「本体」を保管するときは、「電源コード」を「本体」にまかない
でください。
• 「電源コード」の接続部が断線し、火災や感電の原因になります。

踏み台にしたり、上にのったりしないでください。
• 事故につながることがあります。

本機に異常（発煙、手でさわれないほど熱い、音が急に大きくな
ったなど）を感じたときは、ただちに使用を中止し、「電源プラグ」
を電源コンセントから抜いてください。その後、お求めの販売店
に連絡してください。
• 使用を続けた場合、火災や感電の原因になります。
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各部のなまえ

ブーツ側プラグ

ブーツ側差込口
（青）

「強さ調節」
ツマミ

本　体

「タイマー」
ツマミ

本体側差込口

電源コード

電源プラグ

本体側プラグ

ホース

ブーツ側差込口
（ピンク）

※「ブーツ」は消耗部品です。

ブーツ

6

ご使用にあたっての準備

次の確認をしてください。

「強さ調節」ツマミを「弱」に合わせてから、

「電源プラグ」を電源コンセント（AC100V）

に差し込みます。

「本体側プラグ」を「本体側差込口」に、切

込みが上を向くように合わせてしっかりと差

し込みます。

電源プラグ

本体側プラグ

本体側差込口

注意�
「本体」作動時は「ブーツ側プラグ」を目や耳に向けないでください。
• 「ブーツ側プラグ」からでる圧縮空気により、目や耳に障害を負う可能性があります。

「ブーツ」を装着するときは、ズボンのポケットなどに、物が入っていないことを確かめてください。
• 脚をけがしたり、「ブーツ」破損の原因になります。

「ブーツ」は、決められた部位に装着してください。
• 正しい部位に装着されていない場合、身体に悪影響を及ぼしたり、事故の原因になります。

「ブーツ側プラグ」と「ブーツ側差込口」は、必ず色を合わせて接続してください。
• 色違いで接続すると正しい加圧順序にならず、血行を妨げ身体に悪影響を及ぼす原因になります。

使用前に必ず「強さ調節」ツマミを「弱」に合わせてください。
• 事故につながることがあります。

使用後は、「電源プラグ」を電源コンセントから抜いてください。
• 事故につながることがあります。

30分を超えての使用はしないでください。
• 筋肉に対して必要以上の刺激となり逆効果になります。

1

2

3
「本体側プラグ」について

「電源プラグ」について

「タイマー」ツマミが「切」の範囲にあると
きは「電源プラグ」が電源コンセントに差し
込まれていても作動しないことを確認してく
ださい。

「
切
」
で
作
動
し
な
い�

切り込み
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ご使用方法

圧力の調節
「強さ調節」
ツマミを回し
て、お好みの
強さにしてく
ださい。

「タイマー」ツマミについて
・5分以下に合わせる場合は、一度10分以上の位置まで
回してから合わせてください。

・「タイマー」ツマミが「切」の範囲に入ると、ポンプ
は停止しますが、「ブーツ」内の圧力を下げるための
機能は、ツマミが回りきるまで作動しています。

※ただし「電源プラグ」が電源コンセントから抜かれ
ている場合は、圧力を下げる機能は、作動しません。

途中で停止したいとき
「タイマー」ツマミを「切」にしてください。

※この場合も圧力を下げる機能は、作動しません。

使用が終わったら

・「本体側プラグ」を抜きとります。
・「ブーツ」内の空気をよく抜いてから
「ブーツ」を足からはずしてください。
・「強さ調節」ツマミを「弱」にして、
「電源プラグ」を電源コンセントから抜
いてください。

「本体側プラグ」の取り扱いについて
「プラグ」を「差込口」からはずすとき、「ホー
ス」をもたず、必ず「プラグ」をもって引き抜
いてください。
• 本体側プラグ」から「ホース」が抜ける恐れが
あります。

1

2

3
注意�

「ブーツ側プラグ」の取り扱いについて
「プラグ」を抜くとき、「ブーツ」の布地や「ホ
ース」をもたずに「プラグ」をもち、「差込口」
をおさえて抜いてください。
• 「ブーツ」破損の恐れがあります。

<注意>上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

「ブーツ」を脚に装着しない状態で加圧（本体を
作動）することは、やめてください。
• 「ブーツ」破損の原因になります。

椅子やソファーに座ったり、横になるなど楽な姿勢でご使用ください。

注意�

使用時間
「タイマー」
ツマミを回し
て、使用時間
を設定してく
ださい。

「ブーツ側プラグ」を「ブーツ側差込口」
に、色を合わせてしっかり差し込みます。

※「ホース」は折れたりねじれたりしない
ように接続してください。

7

「ブーツ」の底にかか
とがつくように深くは
いてご使用ください。

ご使用にあたっての準備

4
「 ブーツ」の装着について

※冬期など低温のところで保管すると「ホ
ース」が硬くなります。このようなとき
は、暖かいところに数分放置し、軟らか
くなってから使用してください。

5

青

ピンク

「ブーツ側プラグ」について

5 椅子やソファーを使ったり、横になるなど楽な
姿勢でご使用ください。
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ご使用中に異常が生じた場合は、まず次の点をお調べください。

こんなとき 点検するところ 直しかた

「ブーツ」が加圧されない。

「ブーツ」に穴があいていませんか。 新しいものを購入してください。
別売品：交換用「ブーツ」
片脚￥10,000（税別）

上記の点検後もなお異常のある場合はただちに使用を中止し、お求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

お手入れと保管／おかしいな？と思ったら

■お手入れ

水または中性洗剤をしみこませた布
でよくふき取り、乾いた布でから拭
きしてください。

「ブーツ」は、水を含ませたタオル
などでふき、風通しをよくして乾か
してください。洗濯したり、ぬらし
たりしないでください。

ベンジン、ガソリン、シンナー、ア
ルコールなどは使用しないでくださ
い。

■保　管

直射日光、高温、多湿、ホコリ、腐
食性ガスの多いところに保管しない
でください。

「電源コード」を束ね、「本体」と
「ブーツ」から「ホース」を抜いた状
態で個装箱に収納してください。
「ブーツ」は、軽く折り畳んで収納し
てください。

■おかしいな？と思ったら

「電源プラグ」が、電源コンセントから
抜けていませんか。

「タイマー」ツマミが「切」の位置になっ
ていませんか。

「本体側プラグ」が、「本体側差込口」か
ら抜けていませんか。

「ブーツ側プラグ」が、「ブーツ側差込口」
から抜けていませんか。

「ホース」が折れていたり、重いものがの
ったりしていませんか。

「電源プラグ」を、電源コンセントに差し込み
ます。（P6参照）

「タイマー」ツマミで、使用時間を設定します。
（Ｐ8参照）

「本体側プラグ」を、「本体側差込口」に差し
込みます。（Ｐ6参照）

「ブーツ側プラグ」を、「ブーツ側差込口」に
差し込みます。（Ｐ7参照）

折れをなくして、重いものを取り除きます。

ベ
ン
ジ
ン�
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仕様／修理のお問い合わせは

名　　　称 オムロンエアマッサージャ　

形　　　式　リフレット HM-250

電 源 電 圧 AC100V

電源周波数 50／60Hz

消 費 電 力 20W

マッサージサイクル 27秒／50Hz、22秒／60Hz

タイマー設定時間 0～15分

使用温湿度 ＋10～＋40℃、30～80％ RH

保存温湿度 －20～＋60℃、10～95％ RH

電気用品認可番号　第91-30782号

医療用具承認番号　20900BZZ00880000

空　気　圧 足先、足首：6.7(弱)～14.7(強)kPa (50～110mmHg)
調 節 範 囲 ふくらはぎ、

太もも
定 格 時 間 30分
質　　　量 本体：約2.7kg、ブーツ・ホース：約0.5kg
本 体 寸 法 高さ 204x幅 194x奥行 133(mm)
ブーツ寸法 ふくらはぎ最大周囲：510mm

太もも最大周囲： 640mm
足部長さ： 280mm
ブーツ丈： 740mm

使用可能 ふくらはぎ： 450mm
脚まわり 太もも： 600mm

仕　様

オムロンフィールドエンジニアリング北海道（株）札幌支店

〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1 サンメモリア6F TEL011(281)5125

オムロンフィールドエンジニアリング（株）仙台支店

〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町18-26 二日町OAビル3F TEL022(261)7054

オムロンフィールドエンジニアリング（株）東京第一支店

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル2F TEL03(3448)8104

オムロンフィールドエンジニアリング（株）日本橋テクノセンタ

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町8番地 アセンド神田紺屋町ビル7F TEL03(5296)1760

オムロンフィールドエンジニアリング（株）北関東支店

〒336-0007 埼玉県浦和市仲町1-14-8 三井生命浦和ビル2F TEL048(833)7911

オムロンフィールドエンジニアリング（株）横浜テクノセンタ

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル2F TEL045(312)1923

オムロンフィールドエンジニアリング（株）名古屋支店

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-22-21 安田火災名古屋ビル7F TEL052(962)3281

オムロンフィールドエンジニアリング（株）静岡テクノセンタ

〒420-0859 静岡県静岡市栄町4-10 静岡栄町ビル2F TEL054(254)3718

オムロンフィールドエンジニアリング（株）金沢支店

〒920-0025 石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル1F TEL0762(61)5467

オムロンフィールドエンジニアリング（株）大阪第一支店

〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-1-9 古河大阪ビル西館 TEL06(348)1814

オムロンフィールドエンジニアリング（株）京都支店

〒604-8141 京都府京都市中京区蛸薬市通高倉西入泉正寺334 日昇ビル1F TEL075(255)9909

オムロンフィールドエンジニアリング（株）神戸テクノセンタ

〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通3-2-22 富士火災神戸ビル9F TEL078(242)8268

オムロンフィールドエンジニアリング（株）広島支店

〒730-0016 広島県広島市中区幟町13-14 新広島ビル5F TEL082(227)1573

オムロンフィールドエンジニアリング九州（株）福岡第一支店

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル3F TEL092(451)6837

オムロンフィールドエンジニアリング九州（株）鹿児島支店

〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町5-6 鹿児島県プロパンガス会館4F TEL099(252)7674

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お買い上げの販売店または下記のオムロンフィールドエンジニアリング(株)のネットワークまでお問い合わせください。
品質保証書の記載内容により修理させていただきます。

北海道地区の方

東北地区の方

関東地区の方

東海地区の方

北陸地区の方

関西地区の方

中四国地区の方

九州地区の方

修理のお問い合わせは

98.4.1

※お断りなく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

：4.0(弱)～10.7(強)kPa (30～80mmHg)
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