
①コードカバーの先端スリット部をＶ字カットします。
 ・スリットが硬くなっていますので、手やコードを
傷付けないように、ご注意ください。
 ・ドライヤー等で温めるとコードが入れやすくなります。

スリット

V字カット

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お客様に製品を正しくお使いいただくため
に、「使用方法」や「注意事項」を記載しております。ご使用前に本書をお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
また、本書はお読みになった後も大切に保管してください。
※ペットのアクションによる商品破損は、如何なる補償にも応じることができませんので予めご了承下さい。

DA-260

※屋内用ペットヒーターです。
　水中や他の用途では使用できません。
※長期間留守にされる場合や、使用を中止
される場合は、必ずコンセントから外して下さい。
※使用中は、ペットが脱水症状や低温やけどに
　ならないように、注意してください。
※ACアダプターや接続コードは、必ず純正品をご使用ください。

ヒーターへの通電時にコネクターケース
の内部でランプが点灯します。
本体（マット）が暖まり、ヒーターへの
通電が止まると、消灯します。

ヒーター通電時以外でも通電ランプが点滅しますが故障ではありません。

（ベージュの面）
約30℃
低温

（ブラウンの面）
約38℃
高温

※室温18℃時

ミニサイズはモバイルバッテリーに接続
してもご使用いただけます。
ペットキャリーやペットカート等での
ご使用には「出力DC5V/2A以上」の
モバイルバッテリー（別売）をご用意くだ
さい。使用時間目安、バッテリー容量：
6500mAhの場合120分程度ご使用
いただけます。
※室温18℃時（使用環境やバッテリー劣化
　によって稼働時間は変動します。）
バッテリーはキャリーやカートの外側の
ポケット等に納め、必ずペットやヒーター
に触れない場所に設置してください。

モバイルバッテリー

キャリーや
カートでの
移動に！

ケースカバー

コード接続口

取扱説明書

〈各部の名称〉

ACアダプター 接続コード

コード通し

本体（マット）コードカバー

コネクターケース

①コネクターケース側面の
　「PUSH」ボタンを押しながら、
　ケースカバーを矢印の方向に
　外します。

②コネクターケースの中のコード接続口に接続
コードを差し込みます。

③ケースカバーを
　取り付けます。

④接続コードは、コンセントの方向によりコネ
クターケースの三辺の希望の位置に固定する
ことができます。接続コードをコード溝に
はめ込み、コンセントの方向に向けます。

※ご使用中ACアダプターが熱く
なることがありますが異常では
ありません。

※熱に弱い材質や塗装の設置面の場合、本品の熱で変色してくることも考えられます。
様子を見ながらご使用ください。

※定期的にモバイルバッテリーに対する信号を発信し通電ランプが点滅しています。

②家庭用コンセントに、AC
アダプターと接続コードを
繋ぎます。

①本体が折れないように注意し
平らな場所に設置します。

●ヒーターの設置

　本体の表裏で表面温度が異なります。
室温や使用状況により、使い分けてく
ださい。タオル等を使い調節すること
も可能です。

●選べる温度

②

①

●コードの接続

④コード通しをコードカバーの端から少しずつ動かして入れて行きます。

⑤コードカバーの余った分は、ハサミ等で
カットしてください。

②図のように、コード通しに
折り目を付けます。

③接続コードの片方の先端をコード通し
の穴に通し、コード通しをコードカバー
に差し込みます。

●コードカバーの取り付け

※コードカバーにはかじり防止用に無害な苦味成分を配合しています。
　手に付着することがありますので、手袋等をして作業してください。
※ペットの個性によってはかじり防止効果が得られない場合があります。

③

（ベージュの面）

①

（ベージュの面）

PU
SH

④

（ベージュの面）

コード溝

ご使用方法

②

コード接続口

（ベージュの面）

※噛み癖のあるペット等にご使用ください。

※別売で「交換用接続コード」をご用意しています。
　お近くの販売店で「PDA-260-1 遠赤外線やわらか
　ホッとヒーター ミニ用接続コード」をお買い求めください。

※コード通しの先端を完全にカバーに入れると動かしやすくなります。
※コード類を強く引っ張ると内部が断線する恐れが
　ありますのでご注意ください。

①

やわらかヒーター
ホホッッと

ミニ
S I Z E

モバイル
バッテリー

［製品仕様］

品　　名
電　　源
定格消費電力

表面温度
（室温18℃時）

安全装置

入　　力

サ イ ズ

重　　量

材　　質

出　　力

遠赤外線やわらかホッとヒーター ミニ
DC5V
8W

電子制御式異常検知装置・ヒューズ

AC100-240V（50/60Hz）
ACアダプター（CSL-4）

ヒーター本体

高温面：38℃前後
低温面：30℃前後 本体カバー：PVC

コネクターケース：ABS

DC5V/2A

約110g

本体：W263×D160×H16mm
接続コード：1.7m

For Use in Japan Only犬猫用ヒーター

通電ランプについて

携帯用ヒーターとして

③ コード通し穴

④ コード
カバー

②

山折り

谷折り

⑤



温度制御について 廃棄方法

低温やけどについて

お手入れの仕方

1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無償交換させて
いただきます。

2.保証期間内に故障して無償交換をお受けになる場合は、本書をご提示の上、お買い
求めの販売店に交換をご依頼ください。

3.保証期間内であっても、次のような場合には保証対象外となります。

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償交換をお約束するものです。
従って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。
本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
本書は再発行致しかねますので大切に保管してください。
※お買い上げ時のレシートは必ずお取り置きください。

a.ご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。
b.お買い上げ後の移動・落下・輸送などによる故障および損傷。
c.火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
d.飼育動物による故障および損傷。
e.本書の提示がない場合。
f .本書にお買い上げ日や販売店名などの必要な記入がない場合、または字句を書き換え
　られた場合。

●お手入れの前には必ず、電源を抜いてください。 
●ご使用中は、水がかからないようにご注意ください。 
●漂白剤、シンナー、ベンジン等の薬品や熱湯は使用しないでください。
●本製品は、水中仕様ではありません。水につけたり、洗濯機や乾燥機に入れ
　ないでください。
●火気、直射日光、湿気、暖房器具の近くを避けて使用し、保管してください。
●汚れがひどい時は、コネクターケースに水がかからないように注意し、水洗い
　してください。タワシやブラシ等は使用せず、布やタオル等をご使用ください。
　水洗い後、本体を完全に乾燥させてから通電してください。コネクター部分が
　濡れた場合は、エアーで吹き飛ばすなどし、完全に水気を取り除いてください。

廃棄時は、お住まいの自治体の指導に従ってください。●本製品は周囲温度18℃時に本体（マット）
　表面が、高温面38℃前後/低温面30℃
　前後となる設定です。タオル等で包んだり、
　周囲が18℃以外の場合は、表面温度も
　変化します。 
●本製品はヒーターの入切を自動制御して
　います。表面温度は、設定温度（38℃/30℃）前後で上昇下降を繰り返します。いったん
　表面が設定温度に達し、通電せずに温度下降している時は、温もりを感じにくく
　なりますが故障ではありません。一定温度まで下がると通電を再開始し発熱します。 
●暖かいお部屋や、暖かい時期は、発熱しない、又は、発熱停止時間が長くなります。 
●使用環境により、使用開始時は本体が暖かくなるまで、電源を入れて数分から
　数十分かかる場合があります。

体温よりやや高い温度（40℃位）のものを長時間、体の同じところにあてている
と紅斑や水疱などの症状を伴うやけどをおこすことがあります。自覚症状が
あらわれない場合もありますので、飼い主の方は健康状態をご確認のうえ、異常
が見られた場合は、直ちに獣医師に御相談ください。また、幼齢・高齢期、けが・
病気中、皮膚の弱いペットなどに使用される場合は、特にご注意くださいます
ようお願いいたします。

●本品は、ペット飼育専用ヒーターです。それ以外の目的では使用しない
　でください。 
●水中や浴室等の湿気の多い場所、水のかかる場所で使用しないでください。
●本品は、アダプターの定格以外で使用しないでください。 
●分解、修理、改造は絶対にしないでください。 
●ACアダプターや接続コード、コネクターケースは濡らさないでください。 
●濡れた手で扱わないでください。 
●電気カーペット、電気こたつ、電気毛布などの他の暖房器具と併用しない
　でください。 
●火気や暖房器具のそばに置かないでください。
　火災やペットの火傷、商品が変形する原因になります。 
●本体や接続コードは、釘やピン等で固定しないでください。 
●接続コードは束ねたまま使用しないでください。 
●本品に穴やヒビ等の破損が生じた場合は使用しないでください。 
●スプレー缶や発火物を、本品の上に載せたり近づけたりしないでください。 
●ペットに噛ませる、人が飛び乗る、衝撃を与える、落とす、突起物で傷つけ
　る等はしないでください。 
●電源を入れたまま、使用しないで放置する、外出する、お手入れする等は
　しないでください。

［警告］火災や感電、ケガ、やけど等の原因になります。

●本品は精密機器ですので取り扱いには十分気を付けてください。 
●使用前に必ず破損や異常がないか点検してください。破損や異常が
　あった場合は使用しないでください。 
●本品は必ず本体を持って移動させてください。接続コードを持って移動
　させないでください。 
●コードを強く引っ張らないでください。断線・破損の原因となる場合が
　あります。
●本体や接続コードの上に重量物や突起物を載せないでください。

［注意］ケガ、やけど、製品の故障や破損等の原因になります。

No.1

この商品は株式会社マルカンの企画・開発・管理・
基準により協力工場で製造されたものです。

Made in China
原産国：中国

https://www.mkgr.jp

〒532-0011大阪市淀川区西中島7-1-26

濡らしてはいけない箇所

←水洗いNG× ◎水洗いOK→

ACアダプター

洗える箇所

室温▲スイッチON 表面温度

※表面にキズや穴が見られる場合は
　水洗いができません。

お願い 
◆ペットの行動により発生した事故やケガ、
本品の破損に対する補償はいたしかねます
のでご了承ください。

◆マルカンでは、お客様やペットにより安全
で楽しい商品をお届けするため常に商品
の見直しを行っております。そのためお買い
上げの時期によって同一商品にも多少の
違いが生じる場合がありますのでご了承
ください。 
◆品質には万全を期しておりますが、万一不
都合がございましたら、弊社お客様相談室
までお問い合わせください。

●ペットを逃がしたり、捨てたり、計画なく繁殖さ
せないでください。 ●犬の登録および狂犬病予
防接種の義務づけを守って飼育してください。

DA-260ミニ

本体（マット）

両　面コード接続口
水濡れ禁止！

コネクターケース

接続コード


