
形名 ZR-50LT
このたびは、電気ひざかけをお求めいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときにお読みください。

電気ひざかけ

電気ひざかけ 形名　ZR-50LT 

1705-1

●この電気ひざかけは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
●地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
●この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

定　　　　　　格
本　 体　  寸 　法
繊   維   の   組    成
コ  ー  ド  の  長  さ
質                          量
表      面      温     度
消    費   電   力   量

交流100V　50/60Hz　50W
たて　約93㎝　よこ　約160㎝
綿　100％
（電源側）約2m （本体側）約1.2ｍ
約1.1Kg（コントローラーを含む）
温度調節目盛「強」 約40℃　  「中間目盛」 約37℃　
温度調節目盛「強」 約51Wh　「中間目盛」 約48Wh

※表面温度：室温20℃で畳の上に広げた状態（日本電機工業会の測定方法）で測定した値です。
※消費電力量（1時間あたり）：室温15℃で畳の上に広げた状態（日本電機工業会の測定方法）で測定した値です。
　実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。
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東京　　〒112-0002　東京都文京区小石川１-２８-１　　
　　　　TEL 03-5840-8270　　　
大阪　　〒532-0011　大阪市淀川区西中島3-23-15
　　　   TEL 06-6304-9535　　   
福岡　　〒810-0074　福岡市中央区大手門2-5-10-101
　　　　TEL 092-738-8668　　　



改造は絶対にしない。
サービスマン以外の人は、分解したり修
理しない。

丸めたり折りたたんだままで使用しない。

電源コードや差込プラグが傷んだり、コ
ンセントの差し込みがゆるいときは使
用しない。

差込プラグはコンセントの奥までしっか
りと差し込む。

電源コードを傷付けたり、破損したり、
加工したり、無理に曲げたり、引っ張った
り、ねじったり、たばねたり、高温部に近
づけたり、重いものを載せたり、はさみ込
んだりしない。

使用中にしわがよることがあるので、
1日1回必ず本体を広げ、しわを伸ばす。

差込プラグのほこりなどは
定期的にとる。

交流100V以外では使用しない。

発熱体を傷つけない。 接続プラグをなめさせない。

接続プラグにピンやゴミを
付着させない。

差込プラグを抜くときは、電源コードを
持たずに必ず先端の差込プラグを持
って引き抜く。

コントローラーに水やお茶を
こぼさない。

犬や猫などのペットの暖房用には使用
しない。

アイロン台の代わりに使用したり、加熱
物を置かない。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。 使用時以外は、差込プラグをコンセン
トから抜く。
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室温センサー（内臓）

温度調節つまみ（電源スイッチ兼用）

指針

電源ランプ

温度調節
目盛

本体側コード

電源コード

差込プラグ

接続プラグ

コネクター

スナップボタン（凹）3個

スナップボタン（凸）3個

室温が変化しても、ひざかけの温度をお好み
の設定温度に保つように自動調節します。

温度調節つまみと連動し、温度調節目盛りを指示します。

通電時点灯します。

本体とコントローラーを
接続します。

電源スイッチを入れてから約2時間後にランプが点滅し、
通電が自動停止したことをお知らせします。

タイマーランプ

電磁波99％（磁界）カット

同じ発熱体メーカーで、ほぼ同じ消費電力の通常の発熱線を使用したひざかけ本体
から発生する電磁波（磁界）と本製品のひざかけ本体表面から発生する電磁波（磁界）
の値の比です。

心臓用のペースメーカーをご使用の場
合は、本製品の使用にあたっては、医師
とよくご相談ください。

心臓病などで体を暖めることが好ましく
ないかたは使用しない。

衣類乾燥機・ふとん乾燥機の使用や通
電しながらの乾燥はしない。

他の用途に使わない。

掛けふとんや普通の毛布などを部分的に
かけない。

コントローラーを落としたり、踏みつ
けたりなどの強い衝撃を与えない。

強い電界を出す無線機の近くで使用し
ない

他の暖房器具や治療器具との併用はし
ない。

コントローラーを本体に入れて使った
り、他の熱源のそばに置いたりしない。

コードを乱暴に扱わない。

※素材の特性上、ご使用中に
　衣服等、他のものに毛羽が
　付着する場合があります。

■初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。
■初めて使用するとき、本体を洗濯したとき、シーズン始めは、温度が上がりにくいことがあります。
　一般のひざかけと同じように、本体が湿気を含んでいるためです。
　目盛りを「強」にして、一晩通電してから使用してください。
■室温が高いとき、「弱」目盛では通電しないことがあります。
■ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。
　本体やコントローラーから50㎝以上離したり、コンセントをかえたり、向きをかえたりしてくだ
　さい。
■この製品は、一般家庭用です。業務用には、お使いにならないでください。
■コントローラーは同梱した電気ひざかけ以外では使用できません。
■この製品は天然素材の綿を使用していますので、ご使用中に遊び毛がでます。徐々に少なくな
　りますが、気になる方は掃除機で取り除いてください。



イスに腰をかけ、本体を
ひざにかける

床に座り、本体をひざにかける

肩にかけて使用する

床に寝そべり、腰に本体を
かける

腰に巻く

スナップボタ
ンを用いて
腰に巻く

コントローラーを接続する
接続プラグの凸部にコネクターの凹部を
合せて、根元まで確実に差し込みます。

コントローラーは、必ず専用のものを使用し    
てください。

差込プラグをコンセントに
差し込み、温度調節つまみ
を好みの目盛に合わせる

・・・接続プラグをはずし、本体を軽くたたんで、ふとんなどの一番上にのせてください。

コネクター

本体からコントローラーをはずします。
たらい、または浴槽に40℃以下の水を入れ、洗濯用中性洗剤をよく溶かします。（入浴剤の入ったお湯
は使用しないでください。）
コネクターを内側にして３つ折りにし、長い方を４つ折りにたた
みます。

本体を押し洗いします。
本体を両手で、たらいや浴槽の底に押しつけたり、持ち上げることをくり返します。
ひどい汚れの場合は、洗剤液をつくり直して洗います。

「2」と同じ要項で、洗剤が残らないように、充分にすすぎます。
静電気防止のために柔軟仕上剤を使用してください。
コネクターをきれいな水で再度すすぎます。

さお、または浴槽のふちなどにかけて水をきります。
コネクターの開口部を必ず下にします。

日陰に、さおに干して、充分に自然乾燥させます。

乾燥したら本体を広げ、光にすかしてヒーターのよじれがないか確認します。（９ページの「安全にお使
いいただくための点検」参照）

ひざかけに表裏はありません。コードが絡まったり、引っ掛かったりしないよう
コネクターの位置に注意してご使用下さい。

コントローラーには安全のため、2時間「切」タイマーが内臓されています。通電してから2時間
たちますと自動的に「切」になり、タイマーランプが点滅いたします。
つづけてご使用のときは、温度調節つまみを一度「切」にし、好みの目盛に調節してください。
タイマーランプの点滅を止める場合は、温度調節つまみを「切」にしてください。

使用中の汚れや、次のシーズンまで保管する場合に
汚れが目立つときは、次の手順で洗濯してください。
洗濯機は絶対に使用しないでください。

スナップボタンを用いて肩にかける

柔らかな綿素材のため、スナッ
プボタンを無理に引っ張ると生
地を傷つけるおそれがありま
すのでご注意ください。
（スナップボタンを開閉する際
はていねいにお取り扱いくださ
い。）
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・中性洗剤使用 ・絞らない



汚れたときは､台所用中性洗剤をうすめ､布につけてふきとってください。
※シンナー･ベンジンなどは使用しないでください。

コードの損傷（被膜のすりきれ、ひび割れ）
コントローラーの破損
本体のすりきれによる発熱体の露出
発熱体のよじれや折れぐせ
（広げて光に透かしてみるとわかります）

差込プラグやコネクターが異常に熱い
コントローラーや接続プラグから異常音が発生した
コントローラーに水をかけたり、高い所から落とした
暖まったり、暖まらなかったりする
電源ランプがついたり、消えたりする
取扱説明書どおり使用しても、不審な点がある

目盛「弱」でも本体が異常に熱い

故障した電気ひざかけ本体と、他の正常な電気ひざ
かけのコントローラーを絶対に接続しないでくださ
い。故障して使用できなくなります。

差込プラグはコンセントに差し込
まれていますか。

コネクターがジョイントボックスに
確実に差し込まれていますか。

温度調節つまみは「切」になって
いませんか。

ご家庭のブレーカーは落ちていま
せんか。

温度調節つまみの位置が「弱」に
なっていませんか。

本体に手を触れても暖かく感じな
い。

コントローラーがひざかけの中に
入っていませんか。

温度調節つまみの位置が「強」の
ままになっていませんか。

差込プラグを確実に根元までコンセントに差し込ん
でください。

コネクターをジョイントボックスに確実に差し込んで
ください。

温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。

温度調節つまみを「切」にして、差込プラグを抜いて
ブレーカーを確認してください。

室温が高いとき「弱」では通電しないことがあります。
現在の設定より高めの目盛りにしてください。

本体を6～12折りに重ね、「強」目盛りで約10分間通電して
ください。本体に手を入れ暖かさを感じると正常品です。
確認後は必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。

センサーが働き、温度が低くなります。コントローラ
ーをひざかけの外に出してください。

温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。

次のことは絶対にしない。　（ヒーターを傷めたり、温度調節機能が正常に働かなくなる）
 ・ ドライクリーニング　　　  ・ アイロンがけ　　　　・ ねじりしぼり
 ・ 強制乾燥（乾燥機使用や通電しながらの乾燥）　   ・ 洗濯機の使用
 ・ 道具を使用する手洗い（洗濯板などの使用）
 ・ ダニ対策以外の折りたたんだ状態での通電（発熱体を傷めたり、事故の原因）　　　　

タイマーランプが点滅していませ
んか。

２時間「切」タイマーが働いています。温度調節つまみ
を「切」にし、再度好みの位置に合わせてください。
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ダニ対策のしかた
電気ひざかけ本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニ対策をします。

本体を折りたたむ。

本体をポリ袋（ゴミ袋など）に
入れる。

ダニ対策が終わったら本体を取
り出してしずかに広げ、掃除機の
吸じん力を弱めにして、ダニなど
を吸い取る。
使用したポリ袋は捨てます。

コントローラーはふとんの外に置いてください。
（1）温度調節つま
みを「ダニ対策」
に合わせ、約2時
間通電します。

（2）一度掛ふとん
をはがし、折りた
たんだ電気ひざか
けを裏返し、再度
掛ふとんをかけ
約1時間通電し
ます。

敷ふとんの上におき、
掛ふとんをかける。



この電気ひざかけは保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお
渡しいたしますので、内容をよくお読みいた
だき、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中に修理をお受けになる場合は、お
買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
その他の場合や保証対象外でも、お買い上げ
販売店や下記のゼンケンサービス係にお問
い合わせください。

修理を依頼されるとき
サービスを依頼される前に、この取扱説明書
をよくお読みになり再度ご検討の上、なお異
常がある場合はお買い上げ販売店、または 
㈱ゼンケンへご依頼ください。
保証期間中は、お買い上げ販売店まで保証
書を添えて商品をご持参いただくか、
（株）ゼンケンまで保証書を添えて商品をお
送りください。故障の内容により無償修理さ
せていただきます。
保証期間経過後については、お買い上げ
販売店まで商品をご持参いただくか、（株）
ゼンケンまでお送りください。修理によっ
て商品の機能が維持できる場合は、ご希
望により有償修理とさせていただきます。
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