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医療機器認証番号：222AGBZX00064000
類別：機械器具　77　バイブレーター　
管理医療機器　一般的名称：家庭用電気マッサージ器

取扱説明書添付文書

マッサージチェア

品番：OH-660 (DX)

家庭用

このたびは当社のマッサージチェアをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」（2～5ページ）を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
保証書は、「お買い上げ日・ご購入先」などの記入を必ず確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

●

●

●

●

あんま、マッサージの代用
一般家庭で使用すること

使用目的・効能または、効果

●





電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しな
い。電源コードや電源プラグが破損した場合、ご購入先または「お客様相談窓口」に修
理を依頼する。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。

つづく

ペースメーカー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
妊娠中の人または、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。衰弱している時。）
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
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

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

次の人は、使用前に医師に相談してください。

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病（皮下組織の炎症を含む）など）

動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先に点検・修理
を依頼する。感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

脚部を下げるときは、脚部の下に足や手をはさまないようにする。また、脚部の下に人や
ペット、物がないことを確認する。けがのおそれがあります。

リクライニングするときや脚部を上げ下げするときは、うしろや脚部の下などに人やペット、
物がないことを確認する。事故やけが、家財を傷めるおそれがあります。

リクライニングするときは、背もたれ部と座部・肘掛部の間に手や腕・足・頭をはさま
ないようにする。けがのおそれがあります。

ご使用前に背パットを上げて背もたれ部の布地が破れていないか確認し、その他の部分
にも破れがないか確認する。（小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、
修理を依頼して下さい。）布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。
交流100V以外は使用しない。火災・感電の原因になります。

電源コードを傷めない。
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ
たり、束ねたりしない。また、重いものを載せない。特に移動中ははさみ込んだりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させない。
また、幼児を近づけない。感電やけがのおそれがあります。
子供に椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。故障やけがのおそれがあります。

首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意する。また、首の前方や過度に強い
マッサージはしない。事故やけがのおそれがあります。

警告

ポイントナビで体形検出したときは、必ず肩位置が合っているか確認する。
合っていないときは高さ調節ボタンで合わせてください。
（自動コース、選択機能の「全体」のとき。）事故やけがのおそれがあります。





飲酒後は使用しない。 事故やけがのおそれがあります。



（断面）
5mm

リモコンスタンド用六角レンチ取扱説明書などの書類

・ 取扱説明書

・ 組み立てチラシ

・ 保証書



リモコンホルダーの調節
固定ネジを回して、お好みの
位置で固定してください。

お願い



アース線を本体のアース端子（ネジ）
と電源コンセントのアース端子に
取り付けてください。
（アース線は付属しておりません。
ご購入ください。）



コインタイマー

枕
マッサージをするときは外して
ください。



「入/切」ボタン
  押しても動作しません。

「収納」ボタン
  押しても動作しません。









※人が座っていない時や、
　検出

※自動的に脚部が約40度まで上がり、背もたれが約１３７度
　まで倒れます。

5 コインタイマーがタイムアップすると、
マッサージが終了します。
※自動的に脚部が収納位置まで下がり、
　背もたれが約132度まで起き上がります。

このとき、　　　でもみ玉の前後位置も調節できます。
自動コース中の「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」動作
時に調節した前後位置でマッサージします。

コインタイマーにコインを投入します。

所定の肩位置が合わないときは、お好み
の肩位置に合わせて微調節できます。
「ピッ、ピッ…」のブザーが鳴っている
間に、　　 を押して調節し、　  を押します。



　　　を押して調節し、　　を押します。

　　　を押して調節し、　　を押します。

メカ(もみ玉)位置が肩･背付近にあるとき高さ調節の　　　を
押して調節し、　　を押します。



　　を押して 　　で「パルス」に合わせ、
　　で「ON/OFF」を選択し、　を押します。

メカ(もみ玉)位置が腰付近にあるとき、
高さ調節の　　　を押して調節し、　　
を押します。

　　を押して 　　で「脚同時」に合わせ、
　　で「ON/OFF」を選択し、　  を押します。



　　を押して　　で「フットストレッチ」
に合わせ、　　で「ON/OFF」を選択し、
　　を押します。

　　を押して　　　で「脚エアー」に
合わせ、　　で「ON/OFF」を選択し、
　　を押します。



を押します。

を押します。



「腰極」「ストレッチ」または「3D」を選択する場合は
「腰極」「ストレッチ」または「3D」にカーソルを合わせて、
　　　または       を押し、　　　または　　　でお好みの
機能を選択し、　　を押す。

　　 または　　 でお好みの機能を
選択し、　 を押します。

「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」「背筋のばし」
を選択したときは、まず最初に肩位置の設定
を行います。
このとき、もみ玉の前後の位置も設定できま
すが、「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」を選択
したときのみ有効です。

　　　または高さ調節の　　　 で肩位置の

調節、　　　でもみ玉の前後位置を調節します。

「背筋のばし」を選択して、「もみ上げ」「もみ下げ」「深もみ上げ」「深もみ下げ」
「たたき」「さざなみ」「指圧」「さすり」「ストレッチ」「3D」を選ぶと「背筋のばし」
と複合動作になります。

1
2

1
2

● メカによるマッサージからほかのメカによるマッサージへ変更する、自動コースからメカによる
マッサージへ変更する場合。（Ｐ29参照）

● エアーによるマッサージにメカによるマッサージを複合する場合。（Ｐ26参照）

1　　  を押します。
または　　 で「機能」を
選択し、　 を押します。
機能の一覧が表示されます。
　　を押さなくても5秒後には
スタートします。（以後も全て同じ。）

●

2

「腰極もみ」「腰極たたき」を選択したときは、腰位置の設定を行います。

　　　 または高さ調節の　　　  で腰位置の調節をします。

　　　



メカ（もみ玉）によるマッサージの強さは7段階に調節
できます。
「もみ上げ」「もみ下げ」「たたき」「さざなみ」「指圧」
「背筋のばし」「ストレッチ」動作時のみ設定できます。

　　　を押して調節し、　　を押します。

マッサージ部位（ポイント/部分/全体）を選択したいとき

　　を押して　　  で「部位」に合わせ、
　　で「ポイント/部分/全体」を選択し、
　　を押します。



高さ調節の　　　を一度押すと調節画面
が表示されます。
　　　または高さ調節の　　　で腰位置
の調節します。



　　を押して       で「速さ」に合わせ、
　　で「遅い/速い」を選択し、　を押
します。

　　を押して         で「幅」に合わせ、
　　で「せまい/ふつう/ひろい」を選択
し、　 を押します。



3選択した機能を開始します。

1
2

● エアーによるマッサージからほかのエアーによるマッサージへ変更する、自動コースからエアーに
よるマッサージへ変更する場合。（Ｐ30参照）

● メカによるマッサージにエアーによるマッサージを複合する場合。（Ｐ25参照）

1　　　を押します。
または　　 で「エアー」を選択し、
を押します。

2　　  でお好みの機能を選択し、　　で
「ON/OFF」を選択し、　  を押します。



      を押して　　 で「フットストレッチ」に合わせ、　　 で「ON/OFF」を
選択し、　　を押します。

「フットストレッチ」を入/切したいとき

最初は「OFF」に設定されています。
脚同時とフットストレッチは同時に使用できません。
脚エアー「OFF」のとき、脚同時を「ON」にすると、
脚エアーも「ON」になります。

●

●

●

　　を押して　　　で
「パルス」に合わせ、
　　で「ON/OFF」を
選択し、     を押します。

　　を押して調節し、
　を押します。

　　を押して　　　で「脚同時」に合わせ、
　　で「ON/OFF」を選択し、　　を押します。

最初は「OFF」に設定されています。
フットストレッチと脚同時は同時に使用できません。
脚のエアーマッサージをしていないときに「フッ
トストレッチ」を「ON」にすると、脚のエアー
マッサージを行います。

●

●

●



　　  でお好みの機能を選択し、      で

「ON/OFF」を選択し、　 を押します。

マッサージ機能を調節する場合は、各マッサージの調節
のしかたを参照ください。
メカ（もみ玉）によるマッサージ機能動作中の調節のしかた。
（Ｐ20参照）
エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた。（Ｐ24参照）

●

　　　を押します。



　　　を押します。

　　　または　　　でお好みの機能を
選択し、　　を押します。



マッサージ機能を調節する場合は、各マッサージの調節
のしかたを参照ください。
メカ（もみ玉）によるマッサージ機能
動作中の調節のしかた。（Ｐ20参照）
エアーによるマッサージ機能動作中の
調節のしかた。（Ｐ24参照）



　　　または　　　でお好みのコース
を選択し、　　を押します。

　　　を押します。



詳細はメカ（もみ玉）によるマッサージ機能の使い方
（Ｐ19参照）を確認ください。

　　　を押します。

　　　または　　　でお好みの機能を
選択し、　　を押します。



　　　を押します。

　　　でお好みの機能を選択し、　  で
「ON/OFF」を選択し、　 を押します。



初期状態で、     を2秒間長押しします。
「ピッ」とブザーが鳴り、バックライト
画面が表示されます。



汚れやほこりを取った後、湿気の少ない所に
保管してください。

長い間ご使用にならないときは、カバーなどを
かけてほこりが付かないようにしてください。



9・11

もみ玉上下移動時のカタカタ音 「速さ」調節による音の違い
マッサージ作動時のギア・モーターの音
もみ玉と布のすれる音（特に、もみ動作時）
たたき、 さざなみ動作時のガタガタ音（特に肩から背中への移動時）
もみ、たたき、さざなみ動作時に、もみ玉への力の加わり方に
よっては、マッサージ動作スピードが変わる場合があります。
リクライニング時の背もたれや座のこすれ音（ギュー音）
エアー作動時のコンプレッサーの動作音ならびにエアーの排気音
自動コースで使用者の体形に合わせてもみ玉を前後に自動調節している音（クックッ音）
負荷をかけた時のモーターのうなり音 エアーバッグが膨らむときに出る音
左右のもみ玉の高さが異なる
（交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生するもので故障ではありません。）

※コインタイマー終了後、脚部が自動で下がらないときは、リモコンのリクライニング 　　 を押して背もたれを
　一番起こした状態にしてください。

9・11

8・9・11

9・11

11・12・13

8・12・13



品名   マッサージチェア

品番   OH-660 (DX)

類別   機械器具　77　バイブレーター

一般的名称
   家庭用電気マッサージ器

  (JMDNコード  34662000)

医療機器認証番号  222AGBZX00064000   

 電源　　（50／60Hz） AC100V

定格  定格時間 30分

  消費電力（50／60Hz） 110W

 もみ　　 3段階調節（約20～約30回転／分）

メカ（もみ玉）マッサージの速さ  たたき 3段階調節（約270～約650回転／分）

 上下移動 約4.9cm／秒

エアーマッサージ空気圧   約36kPa

メカ（もみ玉）マッサージの強さ   7段階調節

エアーマッサージ強さ   5段階調節

リクライニング角度
 背もたれ 約120度～約137度

  脚部 約0度～約75度

寸法（約）
 リクライニングしていないとき 幅830×奥行1180×高さ1170mm

  リクライニングしたとき 幅830×奥行1540×高さ1020mm

質量   約78kg

張地   PVCレザー

製造元　　　　　　　　　　　　　　株式会社フジ医療器　大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1-22

製造販売元　　　　　　　　　　　　株式会社フジ医療器　大阪府南河内郡太子町太子2372-95

原産国　　　　　　　　　　　　　　日本製





お買い上げ日

ご 購 入 先

33

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」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。

お客様へ…お買い上げ日・ご購入先を記入されると便利です。

2010年4月6日（新様式第1版）
100410




