
リラックスマスター

マッサージチェアAS-R610

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人（例：血栓[そく（塞）栓]症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染
症（皮下組織の炎症を含む）など）■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用し
ている人●悪性しゅよう（腫瘍）のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温
38℃以上（有熱期）の人（例：急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。）●骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、急性[とう（疼）痛性]疾患の人●背骨（脊椎）に異常
のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療
中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

フジ医療器フリーダイヤル 受付：平日9:00～17:30（土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く）

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
Web・FAXでの受付けは24時間行っておりますが、
お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。06-4793-0818

www.fujiiryoki.co.jpWeb

お客様相談窓口のご案内

0120-027-612

フジ医療器製品の
消耗品・別売品は！

使い方をお電話で
サポート！

フジ医療器オンラインショップ
www.fujiiryoki.shop受付:平日9:00～17:30（土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く）

0120-113-706ソムリエコール

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・
ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店に
ご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。
●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。 ●写真・イラストは全てイメージです。 ●本カタログの記載内容は、2022年4月現在のものです。

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

●お求めは…

www.fujiiryoki.co.jp

シンプルLEDリモコン

コリや疲れに合わせて選べる

マッサージコース

各部位のコリを集中的にほぐす

筋肉を伸ばしてほぐすストレッチ

専用技
首ほぐし

肩甲骨

骨盤ひねり脚ストレッチ

足裏ヒーター温浴背ヒーター

腰ハード

肩ハード

じんわり温めるヒーター

カテゴリー別のボタン配置と
光るLEDが使いやすい。

No.165722.4.5M.BQ.BB.A

左右両側に
収納に便利な
ポケット付

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 

使用目的または効果

ご使用にあたって
◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

全身

NEW

腰 じっくり

ストレッチ

肩

充実の機能をコンパクトに

さらに充実の毎日へ

尻ほぐし

坐骨集中N E W

ブラック（BK）

JANコード
4951704171427

ベージュ×ブラウン（CB）

JANコード
4951704171434

リラックスマスター AS-R610 
マッサージチェア E22

【商品仕様】

メーカー希望小売価格：オープン価格

● 電気代の目安 ： 約57円/月〈ヒーターとマッサージを1日約30分毎日使用した場合〉
● 電気代の目安 ： 約41円/月〈マッサージを1日約30分毎日使用した場合〉
※電気料金目安単価 ： 27円/kWh（税込）で算出。（2022年1月現在、当社調べ）

寸法(cm) 〈リクライニングしていないとき〉〈リクライニングしているとき〉
脚部を伸ばしたとき

約
107

最大約70

約
107

約107

搬入幅

約72cm

約
83

約181

搬入幅：本体幅 約70cm+2cm（養生のため）以上必要です。

詳しい商品情報や
紹介動画を公開中

● 本体寸法：
（脚部収納時）
   幅 約70×奥行 約107×高さ 約107cm
（肩部を上げ脚部最大使用、リクライニング時）
   幅 約70×奥行 約181×高さ 約83cm
● リクライニング角度 ： 約118～約150度
● 質量 ： 約61kg 
● 電源：AC100V（50/60Hz）
● 消費電力：141W（ヒーター：40W）
● 定格時間：20分（オートタイマー 約15分）
● 医療機器認証番号：
  302ABBZX00057A01
 （家庭用電気マッサージ器・管理医療機器）



骨盤ひねりモード 座りっぱなし等で固まった骨盤まわりの筋肉
を包み込んでひねるようにマッサージ。

ふくらはぎを固定し、
脚部を下方に伸ばします。

全身ストレッチ［ストレッチコース］ 脚ストレッチ

多機能＆コンパクトな
癒しのパートナー。
リラックスしたスタイルで全身をしっかりケアして

よりアクティブに、充実した毎日を楽しむために。

多彩な機能をコンパクトに詰め込んだAS - R610で

とびきり心地のいい時間をご満喫ください。

お好みでエアーの強さを3段階から選べます。
エアー強弱調節３段階

※設定温度：約43度（設定温度と体感温度は異なります。）

温浴背ヒーター／足裏ヒーター独自機能

肩 両肩4個のエアーバッグで肩
から二の腕までをマッサージ。 腕 大型エアーバッグが腕全体

をしっかりとほぐします。

腰 骨盤まわりを座面／腰横
から心地よく締めつけます。 脚 ふくらはぎと足先を圧迫し、

足裏は突起で刺激します。

背中を包むように
心地よく温めます。 足先をじんわり温めます。

部位ごとにお好みの
強さに調節できます。

部位別強弱調節機能

肩の位置を
自動検出

背・腰部の
位置を
自動予測

肩位置自動検出＆
プログラムフィードバック
身長や体形に応じて適切な
マッサージポイントを予測し
マッサージを行います。

強弱調節肩 5段階

強弱調節背 2段階

強弱調節腰 5段階

エアーバッグで身体を固定し、もみ玉で
伸ばしてほぐします。

360°回転もみ玉
滑らかなもみ心地を実現。

肩をしっかりつかみほぐす事を追求し開発した独自のつかみ機構を採用。
6つのもみ玉が部位ごとに適した多彩なもみ心地を実現。

GRIP式メカ4.0
S字フィットフレーム
背すじの曲線に沿った
フレームで身体にフィット
したもみ心地を実現。

肩は手でつかむように
上下から挟み込む。

肩のつかみ動作

縦回転

横回転

※左右の上玉のみ※動作イメージです。

専用技基本技 首ほぐし 肩ハード 肩甲骨 腰ハード 坐骨集中 尻ほぐし多彩なもみ技 もみ たたき さざなみ 背すじ伸ばし

上半身の部位にフィットするマッサージ。M E C H A N I C A L  M A S S A G E

全身を包み込むエアーマッサージでリフレッシュ。A I R  M A S S A G E

F E AT U R E

約73cmの施療範囲
首からお尻まで

※当社製品AS-R600比較

ひねり
UP※

お尻、もも裏、骨盤まわりの筋肉を大型エアーバッグでしっかりマッサージ。

疲れの溜まりがちな
お尻の筋肉をしっかりケア

大型のエアーバッグでお尻からもも裏の筋肉を広範囲にもみほぐしたり、
骨盤まわりの筋肉をひねるようにマッサージし、腰周辺の疲れをほぐします。

大型座面エアーバッグN E W

腰やお尻の筋肉は座面／腰横のエアーバッグともみ玉でしっかりとほぐし、
太もも裏は座面／腰横のエアーバッグでマッサージします。

坐骨集中（専用技）N E W

座り姿勢や寝姿勢など、長時間
同じ体勢でいると腰やお尻の
筋肉に負担がかかります。お尻
の「大臀筋」「中臀筋」「小臀筋」
は3層構造のようになっており、
じっくりと圧をかけながらケア
することが重要です。

大臀筋

中臀筋
小臀筋

22個の
エアーバッグ

肩部収納機能 反転式フットレスト
＆脚部収納機能

スライドリクライニング機能
壁際にも
スッキリ設置可能。

座面が
スライド

ワンタッチで簡単収納。
視界広々、見た目も
スッキリ。

レバーを上げ、脚部を
反転させてフットレストに。
さらに収納も可能。

後方スペース

約15cm

※実際にご使用の際は、枕を外して体感することでより効果を感じやすくなります。

ソファスタイル（フットレスト状態）

大きさ
膨らみ

約2倍※

※当社製品AS-R600比較（大きさは表面積、膨らみは無負荷状態で給気した時の高さで比較）


