
このたびはAX-KNL2034をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には
保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。
※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
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下記の場合は使用しないでください。
•発熱など、体調がすぐれない場合
•肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
•皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常がある場合
事故やけがの原因になります。
下記の人は使用しないでください。
•アレルギー体質の方
•皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
•敏感肌の方
•熱さを自覚できない方
肌や身体のトラブルの原因になります。

警告表示の意味

禁止を促す記号

強制を促す記号

1

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性
が想定される」内容です。警告
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害
のみが発生する可能性が想定される」内容です。注意

安全上のご注意
ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で示しています。

症状について

警告

乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。また、使用させないでください。
事故やけがの原因になります。
低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。次のような使いかたはしないでください。
•2時間以上の連続使用 ・素肌を長時間密着させての使用
•こたつの中や、ストーブなど暖房機器の近くでの使用
•布団などをかけての使用
•眠りながらの使用

ふとんやこたつ内部では使わないでください。
製品自体の温度が高くなり、故障や事故の原因になります。
浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすい所（洗
面台の上など）に置かないでください。
感電や故障の原因になります。

ご使用について

「低温やけど」について
比較的低い温度（40℃～ 60℃）であっても、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛い
といった自覚症状がない場合でもやけどしますので、ご注意ください。
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直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなど高温のところでは保管しないでくださ
い。
火災・故障の原因になります。
折りたたんだり、変形させたり、ヒーター本体が重なった状態で使用しないでください。
内部のヒーター線を傷め、火災や感電、故障の原因になります。
ピンや針などの金属物や異物を入れたりしないでください。
内部のヒーター線を傷め、火災・感電の原因になります。
本体に重量物をのせないでください。
内部のヒーター線を傷め、火災・感電の原因になります。

2

電源について

電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無
理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしないでください。
•火災や感電の原因になります。
•傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
•プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社カスタマーサービス課にお問い合わせくだ
さい。

本体やACアダプターは水につけたり水洗いしないでください。
感電やショートによる火災の原因になります。
ぬれた手でACアダプタープラグや電源プラグを抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。
電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。
感電やショートによる火災などの原因になります。
使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
感電や火災の原因になります。
お手入れの際はACアダプタープラグをコネクターから抜いてください。
感電やけがの原因になります。
必ず付属の専用ACアダプターもしくは指定のカーアダプター（別売）を使用してください。
また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。

故障や火災の原因になります

MODEL No. MP36-120300-AJ



3

安全上のご注意

警告

その他

改造・修理はしないでください。
火災・感電・けが・故障の原因になります。

異常（故障）について

使用中に異臭、異常な発熱、変色、変形など故障を発見したときは使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

電源について（つづき）

運転者は使用しないでください。　　　　　　　　　
運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。
カーアダプター（別売）は12V車専用です。24V仕様の車（トラックやバスなど）では使用し
ないでください。
火災や感電の原因になります。
車内は高温になる場合がありますので車内に放置しないでください。
故障や事故の原因になります。
ご使用にならない場合は必ずカーアダプターをシガーソケットから抜いてください。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
カーアダプターは指定された専用のものを使用してください。（AX‐Z08）
他のアダプターを使用すると故障の原因になります。
シートレール、シフトレバー、ハンドル、ブレーキペダル、アクセルペダルなどの可動部に
触れたり、挟み込まないように設置してください。
故障や事故の原因になります。
運転者のじゃまにならないように設置してください。
運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。
エンジン始動時には、カーアダプターはシガーソケットから取り外してください。
車種によってはエンジン始動時に瞬間的に想定以上の電圧が供給され、破損の原因になりま
す。

カーアダプター（別売）を使用するときは以下の事項をお守りください。
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4

注意

ご使用について

スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。
思わぬ事故につながります。
犬や猫などのペットの暖房用に使用しないでください。
ペットが本体やコードを傷め、故障や火災の原因になります。
スイッチ部を踏んだり、落としたり、ぶつけたりしないでください。
故障の原因になります。
保管の際、ナフリタンなどの防虫剤は使用しないでください。
発煙発火の原因になります。
アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。
熱で本体を傷め、発火の原因になります
お子様が使用の際には、保護者がつきそうか正しい使用方法を教えてください。
思わぬ事故につながります。

電源について

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずACアダプター本体部分を持って抜い
てください。
感電やけがの原因になります。
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梱包内容と各部の名称

梱包内容の確認

各部の名称

•本体 •ACアダプター

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください

本体

ACアダプター
専用カーアダプター
オプション品（別売）

品番：AX-Z08ACアダプター
プラグ

電源コード

電源プラグ

スリット

青留めひも
（内側2ヶ所）

表側

白留めひも
（内側5ヶ所）

裏側

本体

ボタン

本体カバー

ひも

電源ボタン

コネクター

スイッチ
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ボタン

本体カバー

ひも

電源ボタン

コネクター

スイッチ

ACアダプタープラグを
本体のコネクターにつなぐ

ACアダプターを
コンセントに差し込む
正しく確実に差し込んでください。

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

本体のコネクター

ACアダプター
プラグ

使いかた

1

2

ご使用前の準備

ACアダプターをつなぐ

ACアダプター

●遊び毛が出ることがあります
気になる場合は掃除機で吸い取ってください。
●においがすることがあります
購入後しばらくはにおいがすることがありますが、使用経過とともに少なくなります。

6



本体のコネクター

ACアダプター
プラグ

8

本体カバーの着脱と洗濯について

警告
●本体やACアダプターは水につけたり水洗いしないでください。
感電やショートによる火災の原因になります。

注意
●着脱の際、本体やコードの取扱いには十分注意してください。

本体カバーのみ洗濯ができます。
下記の「取り外しかた」の手順で取り外し、洗濯表示にしたがって洗ってください。
洗濯後、完全に乾いてから下記「取りつけかた」の手順で取りつけます。

取り外しかた

取りつけかた

①コネクターからACアダプタープラグ
を外します。

取り付けは、逆の手順でおこないます
・スイッチ近くの青留めひも（×2ヶ所）とそれ以外の白留めひも（×5ヶ所）をそれぞれの色の輪と合わせ
て結んでください。

・スイッチ部の面ファスナー2ヶ所をつけてください。

②本体カバー裏面のスリットから手を入れ、
内側の留めひも（7ヶ所）を外します。

④本体カバー裏面のスリットから本体を引き出し、
カバーを取り外します。

③スイッチ部の面ファスナー2ヶ所をはずし、
スイッチとコネクターを本体カバー内に
押し込みます。

お手入れ

留めひも(7ヶ所）

スイッチ部

面ファスナー

本体カバー

コネクター

ひざにかけたり、肩に羽織ったりして使用する

肩に羽織って
ボタンを留める
だけでOK。

ポンチョとして
椅子やソファで。
お腹・腰やお尻を
あたためます。

ブランケットとして

7

操作方法

使いかた

スイッチの電源ボタン　  を押す
電源ボタンが青く点灯し、本体が温かくなります。
※スタート時は温度が「弱」に設定されています。

電源ボタンを押すたびに点灯が切り替わります。

電源ボタン　  を押して温度の強弱を設定する

※自動オフタイマーが内蔵されており、約2時間経過すると自動的に停止します。

1

2

電源ボタン　　を押して電源を切る
ランプが消灯し動作が終了します。

4

3

警告
●眠りながら使用しないでください。
●素肌を長時間密着させて使用しないでください。
低温やけどのおそれがあります。

押す

青点灯 オレンジ点灯 消灯
ボタンを
押すたびに

温度「弱」 温度「強」 「切」
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●長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりをとったあと、商品箱に入れて湿気の少
ないところに保管してください。

●子供の手の届くところには、保管しないでください。
●廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
●ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

保管について

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修
理を依頼してください。
絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

●ACアダプターやコネクターは確実に差し込まれていますか？
●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？
●本機以外のACアダプターを差し込んでいませんか？
●本体がふとんなどで覆われていませんか？
　（温度が上がりすぎると安全装置が働き、動作は停止します。）

●お選びいただいた時間でタイマーが働き、動作が停止します。
　異常ではありません。

暖かくならない

使用中に停止する

AX-KNL2034
ココン ヒーター付きブランケット M
AC100V　50/60Hz
32W
入力　AC100-240V　50/60Hz
出力　DC12V　3A
弱：約42℃
強：約48℃

品番
商品名
定格電源
消費電力
ACアダプター
定格
ヒーター
設定温度

本体カバー：ポリエステル100%
本体内生地：ポリエステル100%
スイッチ部：シリコン、ポリウレタン
2時間自動オフ

（約）W110 ×L70 ×H3（cm）
約1.1kｇ（ACアダプターのぞく）
中国

素材

タイマー
本体サイズ
重量
原産国

仕様
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●長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりをとったあと、商品箱に入れて湿気の少
ないところに保管してください。

●子供の手の届くところには、保管しないでください。
●廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
●ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

保管について

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修
理を依頼してください。
絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

●ACアダプターやコネクターは確実に差し込まれていますか？
●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？
●本機以外のACアダプターを差し込んでいませんか？
●本体がふとんなどで覆われていませんか？
　（温度が上がりすぎると安全装置が働き、動作は停止します。）

●お選びいただいた時間でタイマーが働き、動作が停止します。
　異常ではありません。

暖かくならない

使用中に停止する

AX-KNL2034
ココン ヒーター付きブランケット M
AC100V　50/60Hz
32W
入力　AC100-240V　50/60Hz
出力　DC12V　3A
弱：約42℃
強：約48℃

品番
商品名
定格電源
消費電力
ACアダプター
定格
ヒーター
設定温度

本体カバー：ポリエステル100%
本体内生地：ポリエステル100%
スイッチ部：シリコン、ポリウレタン
2時間自動オフ

（約）W110 ×L70 ×H3（cm）
約1.1kｇ（ACアダプターのぞく）
中国

素材

タイマー
本体サイズ
重量
原産国

仕様
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memo



本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、
所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出
のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望
により有料修理いたします。
弊社は「ココン ヒーター付きブランケット M」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後
最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記
に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証とアフターサービス

保 証 書
本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書
に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束
いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL：06-6799-8100（代） FAX：06-6799-8118

KNL2034-01-190724

1

2

3

4

5

品名 / 型番 ココン ヒーター付きブランケット M / AX-KNL2034
お買上げ年月日 保証期間 お買上日より1年　本体年　　月　　日

お名前
様

ご住所

TEL：（ ）　　　　－　　　

販
売
店

お
客
様

★

★ ★

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本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。

保 証 規 約
1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに

準ずる理由により生じた故障などについては
本保証書は適用されません。
・取扱上の不注意、誤った使用方法
・天災、火災などによる故障または損傷
・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
・保存上の不備
・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた
 修理、改造
・本製品本来の使用目的以外の使用
・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶へ
 の搭載）に使用された場合の故障および損傷

2

3
4

5
6

7

運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担
願います。
無料保証期間はご購入の日から1年間です。
保証の適用されない故障および保証期間経過後の
故障については、有料で修理いたします。
保証書の再発行はいたしません。
本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた
場合は、有料修理になります。
本書は日本国内においてのみ有効です。

https://www.atex-net.co.jp/
株式会社アテックス　大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは
カスタマーサービス課
0120-486-505

受付時間　平日9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く）

■販売元 〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-53-67
フリーダイヤル 0120-500-924
受付時間　9：00～18：00（土・日・祝日を除く）
www.francfranc.com

sample




