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P16

※脚部を持って運ばないで
　ください。故障やけがの
　おそれがあります。





枕の面ファスナーと、背もたれ部の面ファスナーを合わせて
取り付ける。

面ファスナー

枕



ご
使
用
前
の
準
備

リモコンコードがたるまない
ように右側のリモコンコード
留めで固定する。



リモコンの　　が点灯・　　   が点滅し、
待機状態になります。3分以上操作が
ないと、ランプが消灯します。
電源スイッチを入れた後、もみ玉が収納
位置（背もたれの上部）に移動するまでの間は、
　　　以外の操作を受け付けません。



リクライニングを倒すときは、　　を長押しする。

リクライニングを起こすときは、　　を長押しする。

押し続けると、背もたれ部が倒れながら、脚部が上がります。

マッサージ中やもみ玉収納中にリクライニングさせると、マッサージ動作や収納動作が一時停止します。



※脚部を収納するときは、
　足裏部に負荷をかけな
　いようにしてください。

※ 脚部が出た状態や、リクライニング
　した状態で、無理に乗り降りしない
　でください。
　事故やけがのおそれがあります。

脚部を上げるときは、　　を長押しする。

脚部を下げるときは、　　を長押しする。

※ フットレスト時のみ完全に収納することができます。
　フットレストへの反転方法は「脚部の回転のしかた」
　をご参照ください。（　P16）

脚部が完全に下がっているときにマッサージを開始すると、
一定の角度まで脚部が上がります。



カチッ

脚部反転レバー
（力強く引き上げてください）

カチッ

脚部反転レバー
（力強く引き上げてください） ※回転している途中

脚もみにする

フットレストに
する

※ 固定している状態でも、座った姿勢にしっかり合うように少し前後に回転することができます。

フットレスト→脚もみへの反転方法

脚もみ→フットレストへの反転方法

脚部の下側を持ち（①）、 脚部反転レバーを引き上げると（②）、
ロックが解除される。矢印の方向に回転させる（③）。

脚部の上側を持ち（④）、 脚部反転レバーを引き上げると（⑤）、
ロックが解除される。 矢印の方向に回転させる（⑥）。

● 脚部反転レバー引き上げ時および脚部が固定された時に ”カチッ”と音が鳴ります。

● 脚部反転レバー引き上げ時および脚部が固定された時に ”カチッ”と音が鳴ります。

フットレスト→脚もみ 脚もみ→フットレスト



左右の肩部を両手で持ち、ななめ下側
に向かって押してから離すと、ロック
が解除され、肩マッサージが可能な状
態になる。

左右の肩部を両手で持ち、ななめ下側
に向かって収納位置まで押すと、収納
状態でロックされる。

肩部の使い方

ロックが解除されるときに「カクッ」という感覚が
あります。

肩部

肩部

収納位置
ロックされるときに「カクッ」という感覚があります。
肩部のエアーマッサージ使用中に肩部の収納をしない
でください。故障やけがのおそれがあります。

収納 → 肩マッサージ

肩マッサージ → 収納

指を伸ばし、手のひらを縦にして手を入れる。
手のひらを横向きにしたり、指を曲げた状態で手を入れないでください。



全身のこりや疲れをやわらげるコース

肩・背部のこりや疲れをやわらげるコース

腰部のこりや疲れをやわらげるコース

ストレッチ動作を中心としたマッサージコース

部位ごとにじっくりと全身のマッサージを行う
コースじっくり

ストレッチ

腰

肩

全身

マッサージコースの種類

　　   でお好みのコースを選択する。

＜お願い＞1日の使用は30分以内にしてください。
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肩位置の自動検出が開始する。

肩部を収納している場合、肩エアーは「切」になり、動作しません。

リクライニング角度・脚部角度を調節してください。
（ ▼ P14,15）

枕を後ろに回して、椅子に腰をかけて、頭を背もたれ部につける
ようにゆったりともたれてください。
マッサージが強く感じる場合は枕をつけてお使いください。

マッサージコースの使い方

枕

脚部が完全に下がっているときは、脚部が一定の角度まで
上がった後、ランプが点灯し、コース選択が可能となります。
（ストレッチコースのみ、上限まで上がります。）
自動コースでは、肩エアー、腕エアー、座エアー、脚エアー、
骨盤ひねり、(ストレッチコースのみ、上記動作 ＋ 脚ストレッチ）が
「入」になっています。
各エアー動作、脚ストレッチを「切」にしたいときは、「マッサージ
動作中の調節のしかた」をご確認ください。（ ▼P27）
骨盤ひねり動作を「切」にしたいときは、「骨盤ひねりモードの
使い方」をご確認ください。（ ▼P23）



自動的にもみ玉が収納位置まで戻ります。もみ玉収納中は
　　 が点滅します。もみ玉の収納が完了すると、リモコンは待機状態になります。

（ ▼P26）

肩・背・腰・エアーマッサージの強さは、全て「弱」に
初期設定されています。

脚ストレッチを「入」にしている場合、ストレッチ動作時は
背もたれ部のもみ玉マッサージが停止します。



基本技・背すじ伸ばしの使い方

ラ
ン
プ
の
点
灯

肩
位
置
高
さ

　　　 を押すごとに、「全体」→「部分」→「切」が
切り替わります。　

　　　 を押すごとに、もみ技が切り替わります。　

調節する。

ボタンを押すと「4」～「1」→「7」～「4」…と
順に切り替わります。

肩位置を調節後、中断した位置までもみ玉が移動し、
マッサージが再開します。

肩位置の高さが、基本技・背すじ伸ばし動作時の高さの
上限になります。

もみ玉に無理な力が加わると、安全のためもみ玉位置や
強さを自動で調節し、もみ位置が変わる場合があります。

　　　または　　　を押して、
お好みのマッサージを選択する。

もみ玉に無理な力が加わると、安全のためもみ玉位置や
強さを自動で調節し、もみ位置が変わる場合があります。







骨盤ひねりモードを「入」にすると、同時に座エアーの
ボタンも点灯します。
骨盤ひねりモードを「切」にすると、座エアーが動作します。
座エアーを「切」にすると、骨盤ひねりモードも同時に
「切」に切り替わります。
選択しているもみ技・専用技によって、骨盤ひねりモードが
設定できない場合があります。詳細は「もみ技マッサージ
機能一覧表」をご参照ください。（ ▼P28）

骨盤ひねりモードを「入/切」したいとき骨盤ひねりモードを「入/切」したいとき

ストレッチの使い方

を押す。

を押す。

脚ストレッチを「入」にすると、同時に脚エアーの
ランプも点灯します。
脚エアーを「切」にすると、同時に脚ストレッチも
「切」に切り替わります。
フットレストの状態でも脚ストレッチは動作します。

骨盤ひねりモードとは

エアー動作イメージ

● 骨盤ひねりモードOFF（通常 座エアー動作）

②排気

①座・もも横エアー動作

①座・もも横エアー動作

②片側のエアーを排気 ③再度給気 ④片側のエアーを排気

● 骨盤ひねりモードON

座面エアーともも横エアーによる複合動作で、骨盤まわりをひねる動作により
身体をほぐすモードです。



P26、27

首まわりをローリング＆もみマッサージします。

上から肩まわりをじっくりマッサージします。

肩位置を基準とし、肩甲骨裏上部を
ローリング&たたきマッサージします。

坐骨周りを集中的にマッサージします。

尻まわりをローリング&もみマッサージします。

腰回りをじっくりマッサージします。腰ハード

坐骨集中

尻ほぐし

肩甲骨

肩ハード

首ほぐし

専用技の種類

（ ▼ P26）

を押す。

「肩ハード」表示「首ほぐし」表示 「肩甲骨」表示 「腰ハード」表示

「坐骨集中」表示「尻ほぐし」表示「切」表示
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ラ
ン
プ
の
点
灯

肩
位
置
高
さ

調節する。

肩位置を調節後、中断した位置までもみ玉が移動し、
マッサージが再開します。

ボタンを押すと「4」～「1」→「7」～「4」…と
順に切り替わります。

調節する。

調節する。

調節する。

ボタンを押すごとに「1」～「5」、「5」～「1」と順に
切り替わります。

ボタンを押すごとに「1」～「5」、「5」～「1」と順に
切り替わります。
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もみ玉マッサージ強さのランプ

( 背 )







残り時間のカウントは継続されます。

選択されたマッサージコースに変更されて動作します。
詳細は、「マッサージコースの使い方」をご確認くださ
い。（P18参照）

マッサージコース ▼ほかのマッサージコースへの変更

マッサージコース ▼各もみ技マッサージへの変更

もみ技マッサージ ▼ほかのもみ技マッサージへの変更

もみ技マッサージ ▼各マッサージコースへの変更

お好みのマッサージを選択する。

を押し、お好みのコースを選択する。

残り時間

詳細は、各ページをご確認ください。
　「基本技・背すじ伸ばしの使い方」(P20参照 )
　「専用技の使い方」(P24参照 )
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整髪料・ヘアケア用品・保湿クリームなどに含まれている成分により、レザー部がひび割れ
や劣化するおそれがあります。変色や色移りの原因にもなりますので、上記のような商品を
ご使用の場合は、触れる部分にタオルを敷くなど、直接触れないようにご使用ください。
また、固くしぼったタオルなどで、定期的にふき取りを行うことをおすすめします。
アイロンをかけないでください。生地を傷めるおそれがあります。

張地などに色が移ることがありますので、色落ちしやすい衣類でのご使用はご注意ください。

水で薄めた中性洗剤を布に含ませて、固くしぼり、ふく。
水を含ませて、固くしぼった布で洗剤をふき取る。
乾いたやわらかい布でふき、自然乾燥させる。

濡れたタオルなどでふかないでください。故障の原因になります。

水で薄めた中性洗剤を布に含ませて、固くしぼり、ふく。
乾いたやわらかい布で洗剤が残らないようふき取る。

乾いたやわらかい布でふく。

張地・背パッド・枕部分（PVCレザー部分）

定期的にお手入れを行ってください。
本体は清潔にし、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。
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P10、13

P10、13

P8、9
P10、13

P10、13

P10、13

P10、13

P8、9

● 脚部がやや傾いている場合がありますが、脚部収納のための構造上のもので
　異常ではありません。

電源プラグが抜けていませんか？ 電源プラグをコンセントに差し込ん
でください。

電源プラグが抜けていませんか？ 電源プラグをコンセントに差し込ん
でください。

障害物に当たらないように本体を移
動してください。本体後側の下部に
ある電源スイッチを入れ直してくだ
さい。

一旦背もたれ部から体を離し、本体
後側の下部にある電源スイッチを入
れ直し、もう一度初めから操作し直
してください。

本体後側の下部にある電源スイッチ
を「OFF」にし、電源プラグを差し
直してください。

● ご使用中に次のような音や感覚がありますが、構造上のもので異常ではありません。

● 縫製の特性上、部分的に軽微なしわや弛みが生じる場合がありますが、
　不良品ではありません。
● 生地の特性上、ややにおいが感じられる場合がありますが、異常ではありません。

やむをえず発生します
ヒーターのモーター音

エアーバッグが膨らむ/縮むときに出る音（腕エアー等、左右で音に差が生じることがあります）

お問い合わせください。
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愛情点検

注意
しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを
確認してから使用する。　事故やけがのおそれがあります。

このような症状はありませんか。

愛情点検
こげくさい臭いがする。

長年ご使用の場合は
点検をぜひ！

電源コード、電源プラグが異常に熱い。
コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
その他の異常がある。

故障や事故防止のため本体の電源ス
イッチを「OFF」にし、電源プラグ
をコンセントから抜いたうえで、ご
購入先、または当社のお客様相談窓
口までお問い合わせください。

ご使用
中 止

保証とアフターサービス

修理を依頼されるとき

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

保証書 補修用性能部品の保有期間

保証書に記載　保証期間

技術料

部品代

出張料

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け
取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄
の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、
大切に保管してください。

P32に従って調べていただき、なお異常がある
ときは、使用を中止し、電源プラグをコンセント
から抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。
保証期間中に修理を依頼される場合
ご購入先にご相談ください。保証書の記載内
容に従って修理いたします。
（なお、保証期間中でも有料になることがあり
ますので、保証書をよくお読みください。）

その他ご不明な点がある場合
アフターサービスに関するご相談、ならびにご
不明な点は、ご購入先、または当社のお客様相
談窓口までお問い合わせください。
修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構
成されています。修理料金は、ご購入先、または
当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

診断・故障個所の修理および部品交換・調
整・修理完了時の点検などの作業にかかる
費用です。
修理に使用した部品および補助材料代です。
製品のある場所へ技術者を派遣する場合の
費用です。

保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
まずご購入先にご相談ください。
修理により、製品機能が維持できる場合には、
ご要望に従い有料にて修理いたします。

当社は本機の補修用性能部品を製造打ち切り
後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するため
に必要な部品です。

医療機器の修理に関して
本製品は医療機器です。医療機器の修理には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律」に基づき修理する商品および修理の方法に応じて厚生労働省令で定める
区分に従い、事業所ごとで許可を受けた修理業者による修理が必要です。この為、お客様ご自身
での分解・修理のご要望はお受けできませんのでご了承ください。

本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合せください。
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302ABBZX00057A01

141W （待機電力：8W）

40W

約1.26  cm/ 秒

101W

約61kg

約 118度～約150度

80kPa以下

7段階調節　

（肩部を上げ、脚部収納時）

（肩部を上げ、脚部最大使用時）

3段階調節　

肩：5段階調節
背：2段階調節
腰：5段階調節

幅 約70×奥行 約107×高さ 約107cm

幅 約70×奥行 約181×高さ 約83cm

遅  約300回/分　速  約400回/分

約18回 /分

蘇州大科健身器材有限公司
SUZHOU DAITEC EXERCISING MACHINE CO.,LTD.（CHINA）

株式会社フジ医療器

入力（消費電力）

マッサージチェア E22

AS-R610

販売名

品番
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