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マッサージチェア

フジ医療器  英知の結集
A Iマッサージはじまる。



ストレッチ

コース
選択

３５種類のコース
圧倒的な数のメニューから選べる

AIダブルセンシング
一人ひとりの体形を丁寧に把握

豊富なストレッチ
マッサージのサポート

時代と共にライフスタイルは常に変化し、最近ではスマートフォンやパソコンなどに

よる首・肩への負担の増加や、デスクワークや立ち仕事など長時間同じ姿勢でいる

ことによる血行不良など、一人ひとりの悩みは多様化しています。フジ医療器は健康

機器メーカーとして、お客様と向き合いながら65年間培った英知と新たに開発した

AI技術を融合。マッサージを知り尽くした専業メーカーだからこそ実現できる多種

多様なマッサージで、一人ひとり異なる疲れをトータルにケアします。

目指したのは、一人ひとりに
寄り添う癒しのパートナー。

新搭載

業界最多※1

23 種類の自動コース

12種類の部位集中技（　　　）

4.3 インチ大型液晶

音声ガイド

タッチパネル

4種類のストレッチコース

3 種類の伸ばし技

体形
検知

マッサージ

5D -AIメカ
AIでマッサージの新領域へ

新搭載

フジ医療器のAI制御システムで、手技のような「滑らかさ」

と「もみ心地」を実現。筋肉の状態を読み取り安定した動作

に自動補正。さらにエアーマッサージが全身を包み込み、

溜まった疲れを解放します。

大きく見やすい大型液晶の

タッチパネルリモコンと音声

ガイドであなた好みのマッ

サージへ導きます。

お好みのメニューを
選択してください

※1 当社調べ（2019年1月現在）

進化した高精度センシング技

術で背すじラインと肩の高さ

を自動検知し、5 D - A Iメカに

情報を反映することで体形に

合わせた最適なマッサージを

ご体感いただけます。

S字ライン検知システム

肩位置検知システム

疲労回復に効果的なストレッ

チを豊富にご用意しました。

メカマッサージ エアーマッサージ

7分間の
ミニコース
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AIダブルセンシング
背すじラインを検出する「S字ライン検知システム」がマッサージの力加減を、
肩位置を検出する｢肩位置検知システム｣がマッサージのポイントを
それぞれ最適化。より細やかに検知できるようになったAIダブルセンシングで
ユーザーの体形を自動検知し、5D-AIメカによる施術動作に反映します。

深層アプローチ技
現代人が抱える慢性的なコリに対して、より深く、かつ纎細にもみほぐすのが「深層アプロー

チ技」です。業界最大※1約12.5cmの突出量を活かしたもみ玉を精密にコントロールして、

深層筋にまでしっかり作用させます。頭を支える首の後ろの筋肉をはじめ、腰の痛みの原因

となるお尻まわりの深層筋まで、部位ごとに集中的にマッサージします。

独自機能

45タイプ86種類のもみ技業界最高クラス※1

背すじラインを自動検知 肩の位置を自動検知

もみの力加減を最適化 肩から腰までの筋肉位置を把握
ユーザーの体形をAIが３次元で
識別しマッサージポイントを予測

※1 当社調べ（2019年1月現在）

ストレッチ指圧

NEW

肩筋指圧

肩甲骨筋指圧

腰筋指圧

もみ動作の動き出しをゆっくり行う
ことで、機械感の少ない滑らかな動き
を実現。ブラシレスモーターとAIによる高トルク/高精度の基本マッサージ動作

を実現。すべてのもみ技動作をより高い次元へレベルアップしました。

もみ玉突出時（指圧動作）は、徐々に
動作速度を低速化させ、じっくりと
もみ玉が体を押し込みます。

AIが自動調節しながら安定した力加減
でコリのポイントをこねるような難易
度の高い揉捏マッサージを行います。

新搭載

5D-AIメカ新搭載

「揉捏」を含む6種類のもみ技を追加

一人ひとりの体形を丁寧に検知・予測し、
マッサージを最適化。

フジ医療器の英知を結集した
AI搭載もみメカで
進化したマッサージを体験。

頭半棘筋
とうはんきょくきん

だいでんきん

けんこうきょきん

肩甲挙筋

りょうけいきん

菱形筋

せきちゅうきりつきん

脊柱起立筋
たれつきん

多裂筋
だいようきん

大腰筋

りじょうきん

梨状筋

大臀筋

そうぼうきん

僧帽筋

さんかくきん

三角筋

深層筋表層筋

ほぐし揉捏
コリのポイントをねじり
ながらもみこみ筋肉をほ
ぐします。

伸ばし揉捏
一定の強さを加えたま
ま、楕円を描くようにもみ
こみコリをほぐします。

脊柱筋伸ばし首指圧 肩甲挙筋ほぐし 菱形筋ほぐし

大腰筋指圧腰多裂筋ほぐし 臀部筋ほぐし

首・肩・背中・腰・尻の各部位に合わせた多彩なもみ技をご用意。2つ玉の特性を最大限に

活かした多彩なポイント集中マッサージ技と共に、もみ技は部位別動作を組み合わせる

と、業界最高クラス※1の86種類を実現。「ほぐし揉捏｣や｢伸ばし揉捏｣など当社オリジナル

のもみ技も搭載しています。

やさしく、深く、じっくり。
手技を超える心地よさを追求。

AIによるもみ動作制御と高精度のモーターにより、従来の機械的な動作から
手技のような滑らかなマッサージを実現。さらに人それぞれの筋肉の状態に合わせて
リアルタイムに力加減を自動調節し安定したマッサージでコリのポイントをしっかりほぐします。

フジ医療器のAI技術
フジ医療器が新開発した５D-AIメカ。 
ユーザーの体形や筋肉の状態などの情報を
AIが自動的にマッサージに反映する
制御システムを実現。 強さ、技、
滑らかさを一人ひとりの身体に
合わせた施術を行います。

上下 前後

左右

もみ

緩急 最適化

昇降

時間 圧

滑らかなアプローチ

●5D-AIメカによるもみ動作イメージ
じっくり指圧 しっかり揉捏

強弱
5次元の動き

じゅうねつ

じゅうねつ じゅうねつ

じゅうねつ
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しなやかな手技を再現した3つのモードから自分好みのモードが選べる。

　　　トリプルモードエアシステム独自機能

全身を包みこむ31個のエアーバッグが、
現代人の疲れを心地よく解放。

マッサージ効果を高める、多彩なストレッチメニュー。

骨盤まわりから膝の裏
まで、広範囲の筋肉を
ほぐします。

肩から二の腕までを
外側から包み込むように
マッサージ。

ひじ下から指先までを
しっかり挟み込んでマッ
サージ。

圧迫と開放を繰り返し、
ふくらはぎから足首､
甲にかけてほぐします。

肩ぐう
マッサージ
（強弱調節5段階）

腕マッサージ
（強弱調節3段階）

腰・骨盤
マッサージ
（強弱調節5段階）

脚部
マッサージ
（強弱調節5段階）

心地よい圧力をキープしながら、緩急を
つけながらじっくりと加圧します。

パルスモード

給気と排気を小刻みに繰り返すことに
よって、血行促進をサポートします。

ノーマルモード

給気と排気を大きく繰り返すことにより、
部位を集中的にマッサージします。

時間→

↑
圧
力

時間→

↑
圧
力

手もみモード効き感
重視

血行促進
重視

時間→

↑
圧
力

心地よい空気の量
（強さ）

圧迫と開放を繰り返すことで心地よさを生み出すエアーマッサージ。手技のような力強さと

しなやかさを再現したエアーバッグの動きと、部位ごとにお好みの強さを選べる強弱調節機能

で、至福のひとときをご体感いただけます。

各部位ごとにエアーで丹念にマッサージ。

エアーマッサージ 肩

腕

腰

脚

ニーストレッチ

フットストレッチ

ダブルストレッチ

3種類のフットストレッチ機能

エアーバッグで脚部をしっかりつか
んで固定し､下方へ引っ張ります。

脚部が下降した状態でふくらは
ぎ・腰横を固定し、スライドさせな
がら上昇ストレッチを行います。

パワーストレッチ
コリの溜まりやすい特定部位を気持ちよく伸ばす。

3種類の伸ばし技

フラットポジション

筋肉をやわらげてほぐす、こだわりのストレッチ。

癒しを感じる上質な寝姿勢を

キープ。全身をあずけて

リラックスできます。

エアーバッグやもみ玉で身体を固定しながら、

脚部を引っ張り伸ばすことで、

それぞれの部位に力強いストレッチを行います。

腰まわりをしっかり
伸ばしてほぐす

ふくらはぎを
下からもみあげる

全身を31個のエアーバッグで包みこんで、

溜まった疲れをスッキリ解放します。自分好みの心地よさを

選択できる部位別の強弱調節機能も搭載しています。

2段階で伸ばしてほぐす。

オットマンぴったりフィット
身長差に関係なくフィットするように
2つのスライド機構を採用。
①オットマンスライド機構/本体と脚部の隙間は、脚の長さに
　合わせてリモコンで調節できます。
②スプリング式スライド/足で押し出すことで伸縮させて
　長さの調節ができます。

電動式

スプリング式

腰横と脚部をエアーバッグで押さえながら、
前方へ脚部を伸ばします。さらに、下方にも
脚部を引っ張り、ストレッチ効果を高めます。

①

②

前方に伸ばす

下方に引っ張る

首

背
腰

スイングストレッチ機能
エアーバッグで体を固定し、
背もたれと脚部を同時に上下動させる
ことで全身をじっくり伸ばします。
※一部のコース（VIPコース、ソムリエコース、
　スローストレッチ、全身ストレッチ）に組み込まれています。

独自機能 独自機能

首ストレッチ 背ストレッチ 腰ストレッチ
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マッサージのひとときを、より快適により効果的にするために
2種類のヒーターを搭載しました。

ダブルヒーター

お腹まわりを温める時腰まわりを温める時

・ヒーターのみの使用も可能です。 
・設定温度：約43度（設定温度と体感温度は
 異なります。）

足裏ヒーター

即熱マルチヒーター

冷えやすい足先を

じんわりと温めます。

ヒーターを内蔵した背パッドを採用。背面に敷くと腰まわりを、

ファスナーを外して前面にセットすると、お腹まわりを温められます。

ブラック（BK）
BLACK

ベージュ（CS）
BE IGE

独自機能

独自のローラー形状

足裏つかみ指圧

3段階の強弱調節

足裏もしっかり集中ケア。

プロのマッサージ師が足裏を指圧する際に手で足を
固定してから行うように、エアーバッグで足首と甲を
ホールドした後、専用ローラーが足裏全体を集中的に
マッサージします。

足首から甲を押さえるエアーバッグの強弱調節をする

ことで足裏へのローラーの強さを3段階から選べます。

またお好みに合わせてローラーの動作をOFFにも

できます。

内側を刺激 外側を刺激

内側を刺激
高い突起

外側を刺激
なだらかな突起

高い突起となだらかな突起、

この２つの突起付きローラー

形状により土踏まずから足裏

の外側にかけて伸ばし広げる

ようにほぐします。

３段階の
強弱調節
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