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インストール・アカウント作成

インストール

アカウントを作成する

アプリをインストールします。
オンラインヘルプからアクセスするか「App Store」または「Google Play」から
「フジ医療器」で検索してください。

※対応 OS・対応マッサージチェアはこちらからご確認ください。

オンラインヘルプ
https://www.fujiiryoki.co.jp/app/help.html

※登録されたアカウントは、本アプリの利用にのみ用いられます。

1. アプリを起動し、アカウント作成をタップします。
本アプリの利用規約などが表示されますのでご確認ください。

2. 登録するユーザー情報を入力ください。
入力後、「送信」をタップすると、入力された送付先へ
認証コードの記載されたメッセージが送信されます。

3. 記載されている認証コードを入力して、表示されているユーザー
情報を入力ください。入力が完了したら、「登録」をタップします。

これで、アカウントの作成は完了です。

※アプリは無料でインストールしていただけますが、アプリのダウンロードやご利用によって発生する通信には別途
通信料がかかります。
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Bluetoothでスマートフォンとマッサージチェアをペアリングする

【 Androidをご利用の方】

バージョン 12の場合

【 iPhoneをご利用の方】

スマートフォンとマッサージチェアを接続するために、Bluetoothによるペアリングが
必要です。

※マッサージチェアの Bluetooth仕様については取扱説明書を参照ください。

iOS15の場合

リモコンからマッサージチェアの電源を入れてペアリング可能
な状態にします。

1. 

スマートフォンのホーム画面から、
設定 ＞ 接続済みのデバイスへ移動して、「新しいデバイスと
ペア設定する」をタップします。
※ Bluetoothがオンに切替わります。

使用可能なデバイス にマッサージチェアが表示されるので
タップします。
（表示例）AS-2100：Fujiiryoki Massage Chair H57
　　　　  SKS-H7200：Massage Chair H22

2. 

数秒後に接続が完了します。
※接続中は、リモコン画面の　　が青色で表示されます。

3.

リモコンからマッサージチェアの電源を入れてペアリング可能
な状態にします。

1.

スマートフォンのホーム画面から、
設定 ＞ Bluetooth へ移動して、Bluetoohをオンにします。

その他のデバイス にマッサージチェアが表示されるのでタッ
プします。
（表示例）AS-2100：Fujiiryoki Massage Chair H57
　　　　  SKS-H7200：Massage Chair H22

2.

数秒後に接続が完了します。
※接続中は、リモコン画面の　　が青色で表示されます。

3.
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マッサージチェアの登録（初回登録）

アプリとマッサージチェアを初めて連携する場合には、ご利用になるマッサージチェア
の登録と、マッサージチェアの体型検出機能を用いた体型情報の登録が必要です。

初回登録

マッサージチェアとスマートフォンが、Bluetoothで接続中であ
ることを確認ください。

接続中であれば、リモコン画面の　　が青色で表示されます。

1.

アプリにログインして、機器選択リストからご利用になるマッ
サージチェアをタップします。
（表示例）AS-2100：Fujiiryoki Massage Chair H57
　　　　  SKS-H7200：Massage Chair H22

2.

シリアル番号をカメラで読み込み登録します。シリアル番号は、
クイックガイドもしくはマッサージチェアの背面を確認ください。
シリアル番号の登録はスキップし、後から登録することも可能です。

3.

左図の画面に移動したらマッサージチェアのリモコンで、
Appボタンをタップします。

4.

リモコン画面が、体型情報の登録画面になります。画面にしたがっ
て登録を進めてください。

5.

体型情報の登録が完了すると、アプリがホーム画面へ移動します。
これで初回登録は完了です。

6.



5 p

マッサージの使用履歴からお気に入りを登録

お気に入り 08

全国で人気のコースや、お試しコースを提案

人気ランキング・お試し 10

体型情報やヘルプなどの確認や設定を行えます。

メニュー 16

疲労度を分析しておすすめのコースを提案

人体マップ 06

アプリでできること

ヘルスケア情報と連携してコースを提案

ヘルスケア 07

マッサージの使用履歴を保存・再現

履歴 08

癒しのミュージックライブラリ

ライブラリ 13

利用目的から最適なコースを提案

シーン 11

新しいマッサージコースを配信

配信 12

使用履歴から、あなたの好みを分析

あなたの好みに最適化 15

お好みの力加減へ調節できます。

こだわりセレクト 14
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人体マップ

体の疲れている部位を塗りつぶすことで、体の疲労度を分析。分析結果に基づいて
力加減を調節したオススメのマッサージコースを提案します。

体の疲れている部位を、指で塗りつぶしてください。
とくに疲れている部位は、くり返して塗ることで色が濃くなり
ます。色が濃いほど疲労度が高くなります。（三段階）

操作を一段階戻す。

部位ごとの値を表示する。

人体マップの使い方

1.

塗りつぶしが終わったら、「分析」をタップしてください。
疲労度を分析し、おすすめのマッサージコースを提案します。

2.

提案されたマッサージコースを開始する場合は、「マッサージを
開始」をタップしてください。

3.

マッサージチェアにマッサージコースが転送され、リモコン画面
が切替わります。（転送されるマッサージコースは、分析結果に
基づいて力加減が調節されています）

リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始さ
れます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

4.
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ヘルスケア

ヘルスケアアプリと連携し、心拍数・歩数・睡眠時間を取得。それらの情報を用いた
オススメのマッサージコースを提案します。
Androidであれば Google Fit、iOSであればヘルスケアのアプリと連携します。

心拍数 9:00 ~ 18:00

18:00 ~ 4:00歩数

4:00 ~ 9:00睡眠時間

取得するヘルスケアデータは時間帯によって自動的に変化します

ヘルスケアアプリの連携方法

ヘルスケアからマッサージコースを開始する

1. ホーム画面で、ヘルスケアのエリアをタップします。

連携する項目をオンにして、設定を完了します。2.

ヘルスケアのエリアをタップします。おすすめのマッサージコー
スについての概要が表示されます。

1.

「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッ
サージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始され
ます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

2.
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履歴・お気に入り

アプリとマッサージチェアを接続中（アプリモード中）にご利用になったマッサー
ジコースの履歴を保存します。保存されたマッサージはいつでも再現可能です。
気に入った履歴をお気に入りに登録すると、履歴の上限数（20件）をこえて残し続
けることが可能です。

※履歴の保存は 20件まで・お気に入りの登録は 50件まで可能です。
※履歴として保存する情報は、マッサージコース・こだわりセレクトの強弱・体型情報です。
※手動選択コースは履歴に保存されません。

履歴からお気に入りへ登録する

履歴からマッサージを開始する

「履歴」をタップします。使用履歴の一覧が表示されます。1.

利用したい履歴をタップします。
マッサージコースの概要や、前回の使用時間が表示されます。

2.

「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッ
サージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

3.

お気に入りに登録したい履歴をタップします。1.

星をタップします。お気に入りに登録されると星が赤く変化します。2.
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お気に入りからマッサージを開始する。

ホーム画面右上の星をタップします。お気に入りの一覧が表示さ
れます。

1.

利用したいお気に入りをタップします。
マッサージコースの概要や、前回の使用時間が表示されます。

2.

「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッ
サージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始され
ます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

3.

履歴・お気に入りを削除する方法

履歴の場合は履歴一覧を上へスワイプします。お気に入りの場合
は画面右上の星をタップして、お気に入りの一覧を表示します。

1.

画面右上に「削除」が表示されますのでタップします。2.

削除したい履歴を選択し、画面右上のゴミ箱アイコンをタップし
ます。

3.
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人気ランキング・お試し

人気ランキング

お試し

全国から人気のマッサージコースを集計し、ランキング形式で表示します。
集計は毎日（AM 3:00）に更新されます。

ご利用のマッサージチェアの使用履歴から、選択回数の少ない順にマッサージコー
スを表示します。
普段とは違ったマッサージコースをお試しになりたいときに便利です。

使い方

ホーム画面で、「人気ランキング」か「お試し」をタップします。
順位が表示されます。

1.

利用したいマッサージコースをタップします。2.

「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッ
サージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

3.
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シーン

マッサージの利用目的から最適なマッサージコースを表示します。

使い方

「シーン」をタップします。

表示されたマッサージコースが、目的にあったマッサージコースです。
「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッ
サージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

1.

マッサージの利用目的から項目を選択します。2.

3.
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配信

新たなマッサージコース（配信コース）を、ご利用のマッサージチェアにアップロー
ドできます。

配信コースをマッサージチェアへアップロードして開始する

「配信」をタップしてください。配信コースの一覧が表示されます。1.

配信コースの一覧からマッサージチェアへアップロードしたい配信
コースをタップします。マッサージコースの概要が表示されます。

2.

「マッサージを開始」をタップします。ボタンが「チェアへアップロー
ド」へ変化しますので、タップするとデータが転送されます。

※通信環境によっては数分かかる場合があります。

3.

データの転送が完了すると、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

4.

マッサージチェアのリモコンから、配信コースを開始する

マッサージチェアには、最後に転送された配信コースが１つ保存さ
れています。配信コースが保存されていれば、リモコンから直接操
作してマッサージを開始できます。

※チェアに転送された配信コースは、ユーザーモードでも選択可能
です。

ユーザーモードか、アプリモードのメインメニューを表示してくだ
さい。

1.

「配信コース」をタップすると、マッサージが開始されます。2.

※マッサージチェアに保存できる配信コースは一つまでです。
　新たな配信コースが転送されると以前の配信コースが上書きされます。
※マッサージチェアに転送されている配信コースは、「チェアに転送されているコース」に表示されます。
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ライブラリ

音楽をダウンロードしてマッサージチェアから再生します。体を包み込むような癒
しの音楽がリラックス感たっぷりのマッサージ体験を演出します。

音楽の再生方法

「ライブラリ」をタップします。1.

再生したいタイトルをタップします。2.

再生ボタンか、ダウンロードボタンをタップします。
一度ダウンロードすると次回からダウンロードは不要です。

3.
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こだわりセレクト

「強く」や「弱く」など、部位別にマッサージの好みを調節することで、調節値がマッ
サージに反映されます。使用履歴にも保存され、強弱の好みを分析することが可能に
なります。

履歴やお気に入りには、こだわりセレクトの情報も保存
されており、前回の調節値が反映されています。
「さらに調節」をタップすることで、前回の値に調節を
加えることができます。

使い方

さらに調節とは

※人体マップ・配信コースなど、こだわりセレクトに対応していない機能では、
こだわりセレクトのボタンが表示されません。

シーンや人気ランキングなどからマッサージコースを開始する前
に、「こだわりセレクト」をタップします。

1.

お好みで部位ごとに強め・弱めを調節します。（5段階）2.

「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッ
サージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

3.
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あなたの好みに最適化

マッサージチェアの使用履歴から、お好みで調節されたマッサージの強弱傾向を分
析します。その分析結果をもとに、日々のマッサージに用いる体型情報を好みに合
わせた情報へと最適化します。

使い方

ホーム画面左上のメニューから「体型情報」をタップします。現在
の背筋ラインと、好みに最適化された背筋ラインが表示されます。

※ エアーバッグをタップすると、各部位のエアーバッグのレベルを確認できます。

1.

最適化する場合は「好みを分析して最適化」をタップすると、体型
情報が最適化されます。

※ 最適化の自動更新をオンにすると、アプリに履歴が保存される度に最適化を自
動的に行います。

2.
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その他、メニューについて

マッサージチェアの型番、ファームウェアのバージョン
の確認や、シリアル番号の登録ができます。

登録機器情報

メールアドレスやパスワード、身長や体重などのアカウ
ント情報の変更や、アカウントの削除ができます。

アカウント情報

ログアウトして、ログイン画面へ移動します。

ログアウト

マッサージチェアの取扱説明書や、サポートへの問い合
わせなどのリンクが表示されます。

ヘルプ

アプリのバージョンなどの情報を確認できます。

アプリ情報

BLUETOOTH® のワードマ ークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに
基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

オンラインヘルプ
https://www.fujiiryoki.co.jp/app/help.html
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