
※このカタログの内容は2017年10月現在のものです。

受付時間 土･日･祝を除く平日9:00～17:00

本社：大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号　ソーラ新大阪21 14階
製造販売元：ファミリーイナダ株式会社　鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地（大山工場）

お問い合わせ

修理等に関するお問い合わせ窓口 0120 - 772 - 294

製品に関するお問い合わせ窓口 0120 - 129 - 011

※次の人は、使用しないでください。

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

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。

◎医師からマッサージを禁じられている人　例：血栓（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。◎急性の頚椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人

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 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす

◎心臓に障害のある人◎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◎骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、急性［とう（疼）
痛性］疾患の人◎施療部位に創傷のある人◎体温38℃以上（有熱期）の人　例：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動など］の強い時期、衰弱してい
るとき。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害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◎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◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう（腫瘍）の
ある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマ
チ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある
人◎温度感覚喪失が認められる人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺（背もたれの後ろや座・フットレストの下
など）で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。 ただし、集中力アップコースに限り、中学生以上のお子様が使用することができます。
その場合、必ず保護者が付き添ってください。→事故やケガの原因となります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためもみ玉が止まることがあります。その場合はリクライニングを起こしたり身体を浮かせ気味にしてご使用ください。
特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

https: / /www.fami ly-chair .co. jp

一般社団法人　日本ホームヘルス機器協会正会員

■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。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。〔PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.〕
この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。
●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。
●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。
●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。
●本機付属のタブレットに「指圧」の文言を使用しておりますが、
　使用目的又は効果に指圧の代用は含まれておりません。

使用目的又は効果

171030B075

※マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して身体情報を365日・24時間クラウドで監視。その身体情報から未来像を予測後アドバイスを表示し、人工知能システムを搭載したマッサージチェアで施療。また、複数ユーザーと身体情報を共有する点。

マッサージチェアとウェアラブル 端末 による

３６５日・２４時間健康管理システムついに完成世界初※



※1 金岡恒治 早稲田大学スポーツ科学学術院教授監修「肩こり実態調査」対象20代～50代女性 2015年当社調べ。(n=800)
※2 マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して身体情報を365日・24時間クラウドで監視。その身体情報から未来像を予測後アドバイスを表示し、人工知能システムを搭載したマッサージチェアで施療。
      また、複数ユーザーと身体情報を共有する点。 02〈イラストはすべてイメージです。〉

その「肩こり」、慢性的なものだとあきらめていませんか？

肩こりに悩む女性

約76%※1

運動不足などはもちろん、

現代人特有の生活習慣が

肩こりにつながっています。

肩こりの
原因とは？

01

ストレートネックとはカーブしているはずの頸椎が
まっすぐになってしまう状態のこと。首・肩への負担が
大きくなり、肩こり・頭痛などの原因となります。

ストレートネック
スマートフォン・パソコンによる

いつも決まって同じ片方の肩に荷物をかけるなど、
片方の肩にだけ負担がかかることで肩こりの原因に
なります。

姿勢・生活習慣
片方の肩だけに負担のかかる

ストレスを感じることで自律神経のバランスが乱れ、
交感神経の働きが活発になり筋肉が緊張状態になる
ことで、肩こりにつながります。

自律神経の乱れ
ストレスによる

体が冷えると筋肉が緊張し血管も冷え、血行不良の
状態に。血行不良になると筋肉が硬くなり疲労物質が
たまることで、こりや痛みの原因になることがあります。

血行不良
冷えによる

〈通常の筋肉〉

〈疲労物質がたまった筋肉〉

副交感
神経

交感
神経

〈ストレートネック〉

60度:約27kg

〈正常〉

0度:約4～5kg

世界初
※2

３６５日・２４時間
健康管理システム

60°
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・ツボと骨格、骨格、体型と筋肉の大きさの関係
・年齢（加齢）と肩こりの関係
・性別と肩こり（冷え、筋力、ホルモンバランス）
・体型と肩こりの関係（なで肩、いかり肩、肥満、やせ型）
・トレーニング度合いと筋肉疲労の関係

■研究テーマ
・ストレス（精神的課題）と筋緊張の関係
・通勤、事務、運転、家事等作業時（身体的課題）と筋緊張の関係
・内臓疾患と肩こりの関係
・頭の重さと前傾（猫背・ストレートネック）歪みと筋緊張の関係
・左右歪みと筋緊張の関係
　

※1 マッサージチェア本体に、人工知能システムを搭載した左右で独立した動作を行う「肩専用のメカ」を搭載している点。
※2 マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して身体情報を365日・24時間クラウドで監視。その身体情報から未来像を予測後アドバイスを表示し、人工知能システムを搭載したマッサージチェアで施療。
　   また、複数ユーザーと身体情報を共有する点。

肉体的疲労はもちろん、ストレスなどの精神的疲労も、「疲れ」は
肩に「こり」として現れると言われています。
また肩こりは内臓ともつながっており、内臓の不調が肩こりの
原因となっていることもあります。
私たち「肩こり研究所」は、肩こりの根本原因の解決を目指して、
肩のこり解消に最適なマッサージを追求し続けております。

なぜ、肩をほぐす必要があるか
ご存じですか？

松井 優 
肩こり研究所   所長

まるで人の手で
もまれているよう。

なんて
気持ちいいの。

世界初
※2

３６５日・２４時間
健康管理システム

FMC-LPN5500

肩こり研究所の長年の研究から、一人ひとり、左右でも異なる肩のこりを
最適にもみほぐす人工知能を搭載したメカをついに開発しました。 

業界初！左右独立型
人工知能 肩メカ 登場！

※1 



肩井
け ん せ い

肩中兪
け ん ちゅうゆ

肩外兪
け ん が い ゆ

0605

肩のこりを解消するプロの手技を再現。
「筋肉の繊維に対して垂直にもむ」、こりをほぐすためのプロの基本手技を再現しました。
まるで人の手でもまれているような本格的な肩マッサージをお届けします。

すべての「疲れ」がたまる肩こりの根本原因解決のために

肩の筋肉には

つかみもみ
肩の僧帽筋は分厚く大きな筋肉なので、

手でつかんだ状態のままもむ「把握揉捏」という手技で

筋肉の表面だけでなく奥まで力を伝えてもむのがポイントです。

ルピナスショルダーの「左右独立型 人工知能 肩メカ」は

これまでのメカではできなかった

肩の「把握揉捏」を実現しました。

そうぼうきん

は あくじゅうね つ

は あくじゅうね つ

肩のこり解消に効果的な

ストライクゾーン
「ストライクゾーン」とは、肩のこり解消に重要な

３つの指圧点が集中する肩周辺のスポットのことです。

ルピナスショルダーの「左右独立型 人工知能 肩メカ」は、

どのような体型の方でも、このストライクゾーンを捉えることができ、

まるで人の手のように、「気持ちいい」と感じるマッサージを実現しました。

肩の筋肉「僧帽筋」はヨコ方向の
筋肉なので上からつかむように
もむ必要がある。

そうぼうきん

のもみ方の基本肩

背中の筋肉「脊柱起立筋」はタテ
方向の筋肉なのでヨコ方向に
もむ必要がある。

せきちゅうきりつ きん

のもみ方の基本背中

※1 マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して身体情報を365日・24時間クラウドで監視。その身体情報から未来像を予測後アドバイスを表示し、人工知能システムを搭載したマッサージチェアで施療。
　   また、複数ユーザーと身体情報を共有する点。
※2  2017年5月 当社調べ。(n=116)

世界初
※1

３６５日・２４時間
健康管理システム

〈イラストはすべてイメージです。〉

マッサージのプロ  松浦氏と

肩こり研究所の共同開発により

実現しました。

松浦鍼灸大学堂院長、関西医療大学
客員教授。40年以上にわたり、鍼灸の
現場で活躍してきた第一人者。
トップアスリートからも高い信頼を得て
おり、日本屈指の治療家との呼び名も
高い。「神の手を持つ治療家」として知
られる。

松浦英世氏
施術監修

東洋医学にもとづく
施療で効果を高める

東洋医学で肩こり解消に
効果のあるとされる指圧点

（肩井・肩中兪・肩外兪）を捉えて
施療します。

けんせ い け んちゅうゆ け ん が い ゆ

ストライクゾーン
マッサージの気持ちよさ

74%が
実感！

※2



世界初
※2

３６５日・２４時間
健康管理システム

※1 ネットワーク接続していない状態では音声認識率が下がりますので、ネットワークに接続してご使用ください。
※2 マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して身体情報を365日・24時間クラウドで監視。その身体情報から未来像を予測後アドバイスを表示し、人工知能システムを搭載したマッサージチェアで施療。
      また、複数ユーザーと身体情報を共有する点。 0807

ファミリーイナダ独自のメディカルプログラム。
ファミリーイナダ独自の「人工知能システム」で 一人ひとりの体型や筋肉の状態を
知り尽くし、その瞬間のコンディションに合わせて、最適なマッサージを行います。

創業 55年の研究から生まれた

もう少し
弱く！

強さは
いかがですか？

●ご年配の方や、骨が弱い方に
　おすすめの「やわらかモード」も
　ご用意しています。
　「やわらかモード」への切り替えは
　声で操作することもできます。

体型によって一人ひとり異なる指圧点を自動で検索。
目的に応じて、症状の改善に必要な部位を割り出し、適切な順番・手技で施術します。

一人ひとりの体型を検知し目的に応じた指圧点を検索

「アジャストセンサー指圧点自動検索システム」

その瞬間のコンディションに合わせて最適なマッサージを行う

「人工知能メカ」

筋肉の疲労による硬さを検知STEP4
もみ玉から受け取った負荷に応じてメカの動作速度、強弱を制御

（アウターマッスル、インナーマッスル）

こりや疲れは、人それぞれその時の状態によって変わり、身体の左右でも異なります。
筋肉の形や大きさ、その時のこりに合わせて人工知能メカが最適な強さとリズムでもみほぐします。　

全身の指圧点を自動検出STEP1

骨格を検知STEP2

筋肉の形や大きさを検知STEP3

リズミカルに
マッサージ

こりがほぐれたら

深くゆっくり
もみほぐす

こっているとき

グッと押して ググ～ッと押し込み クッと止まり スゥ～ッと抜く

＊人工知能メカのプロのもみ味をオシロスコープで測定したイメージ図。

音声認識調整機能 搭載
（付属のタブレット上でも操作できます）

声で操作できるから
カンタン！

※1

身長約140cm～約190cmまで
対応しています。

約190cm

約140cm



※1 マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して身体情報を365日・24時間クラウドで監視。その身体情報から未来像を予測後アドバイスを表示し、人工知能システムを搭載したマッサージチェアで施療。
　   また、複数ユーザーと身体情報を共有する点。
※２ 当社Webサイト内のルピナスオーナー様専用サイトで価格の確認ができます。

●付属タブレットの機能です。
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高齢になった
父母のことが心配

認知症チェックのための問題が

表示され、脳トレーニングが実施

できます。

認知症チェック＆
トレーニングプログラム

月に1度はしっかり
健康チェックしたい

毎月1回、約50項目の質問への

回答とルピナスの使用データを組

み合わせて、健康状態を把握で

き、生活習慣へのアドバイスも行

います。

月に1回の
健康チェック

立ち仕事などで
脚の疲れがつらい

血流を心臓から身体の末端に向け

て流す「遠心法」で身体をリラックス

させ、血流を身体の末端から心臓に

送り返す「求心法」で身体を活性化

させる独自のマッサージでふくら

はぎの疲れをリフレッシュします。

遠心・求心
コース

ストレスを
解消したい

精神面や、肉体的にも影響を及ぼす

「ストレス」に着目。マッサージに

“呼吸法”を取り入れることで、

副交感機能を高め、ストレスを

ためない身体づくりを目指します。

ストレス解消
コース

姿勢の歪みが
気になる

背中全体を押し込み、アーチ状に

することで、背筋の筋肉を伸ばし、

姿勢を調整します。普段使わず硬

くなった筋肉を軽い運動療法で伸

ばし、しなやかな身体を目指します。

ストレッチ
姿勢調整コース

首からふくらはぎにかけて全身を

もみほぐすことで、筋肉の疲労を

解消するコースです。毎日の疲れ

をリセットして日々の健康管理に

お役立てください。

全身疲労回復
コース

たまった疲れを
リフレッシュしたい

●目的ごとに効果を追求したプログラムをご用意。

健康管理について
もっと知りたい

最新の
健康情報の受信

＊クリニック・大学・ビッグデータ社の医療データ・

　医療研究データを提供。

お腹周りが
なんだか気になる

ヘルスグリッド社のビッグデータを

活用して、身長や腕の太さから内臓

脂肪や皮下脂肪の状態をチェック。

生活指導も行います。

メタボスコア
チェック

●家族の健康をサポートする豊富なプログラムをご用意。

・症状による健康チェック

・ストレスチェック

・健康辞典

・測定管理
 （血圧・脈拍・体重など）

・体重チャレンジ
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マッサージプログラム 健康サポートプログラム

家族みんな「自分の好み」がきっと見つかる、
多彩なプログラム。
ルピナスではじまる、明るい健康生活をサポートします。

マッサージも、健康管理も。

血液や尿、便、痰を自宅で採取し、当社の検査
センターで検査を行い、結果をフィードバック
します。結果のフィードバック方法は郵送・
タブレットに送信・メール送信からお選び
いただけます。

ルピナス健康ドッグ
サービス(有料  )

●鳥取大学名誉教授 医学博士井上貴央氏監修の結果に
　応じたアドバイスも受けることができます。

※2 

予防医学の観点から日々の健康

管理に役立つ最新の医療情報を

配信します。

●付属タブレットの機能です。

・首揉捏
・首指圧
・首肩さすり

くびじゅうねつ

首
はあくじゅうねつ

・把握揉捏    ・圧迫指圧
・指圧もみ    ・肩甲骨さすり
・肩上指圧

肩

こしじゅうねつ

・背筋ローラー
・背中指圧
・腰揉捏

背腰

・脚遠心
・脚求心

脚・太もも

・肩こり緩和
・肩ソフト
・肩左右集中

肩集中

・リラクゼーション
・クイック
・ソフト
・体重チャレンジ

バラエティ

・健康姿勢
＊通信ネットワークを通じて
　最新のマッサージプログラムを
　順次追加いたします。

プロフェッショナル

・集中力アップ
＊中学生以上のお子様が使用する
　ことができます。その場合、必ず
　保護者が付き添ってください。

メディカル

世界初
※1

３６５日・２４時間
健康管理システム
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マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して
 家族の身体情報を365日・24時間見守ります。

世界初！ 365日・24時間の健康管理システム完成。
家族みんなのAIドクター。

※1 

※2

〈イラストはすべてイメージです。〉

●Bluetooth®は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。　●Android、Google Playは、Google Inc.の商標です。 　●App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
●iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

※1 マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して身体情報を365日・24時間クラウドで監視。その身体情報から未来像を予測後アドバイスを表示し、人工知能システムを搭載したマッサージチェアで施療。
　   また、複数ユーザーと身体情報を共有する点。
※2 付属タブレットの機能です。診察、診断を行うものではなく、食事や運動などの健康に対するアドバイスをお届けします。
※3 手首式血圧計・体組成計・アクティブメジャーは別売です。
※4 マッサージ使用前後のストレス指数とその改善度を表示するための指標としています。 

測定データはBluetooth®で送信、
付属のタブレットに自動で登録されます。

毎日座るたびに
カンタン健康チェック！

 I N ADA
MEDICAL AI
クラウド

スマートフォンを通して離れて
暮らす家族の健康状態を
確認することができます。

離れて暮らす
家族を見守れる！

外出中も、就寝時もつけているだけでデータを測定。
専用アプリに自動で登録されます。

毎日つけているだけで
カンタン健康チェック！

専用アプリ
ルピナスリンク365

・アクティブメジャーの測定
  結果を収集→クラウドに送信

・リアルタイムなアドバイス

・iOSヘルスケア連携

専用アプリ
ルピナス見守り365

・数値に大きな
  変化があった場合
  メールでお知らせ
・家族みんなで
  情報共有

■専用アプリ動作環境
iOS9.0以降、Android4.3以降に
対応しています。

各アプリは、App Storeまたは
Google Playからダウンロードしてください。

アクティブメジャー※3

脈拍・歩数・カロリー・距離・
睡眠状態を測る

脈拍を測る

ルピナス付属脈拍計

血圧を測る

手首式血圧計※3

体重を測る

体組成計※3

8人分まで
ユーザー登録
可能！

家族一人ひとりに最適なアドバイスを
お届けします

世界初
※1

数値に大きな変化があったらすぐに
お知らせします

毎日、身体情報を測定することでデータが蓄積され、傾向値を読み取ることができます。
傾向値を元に、測定数値に大きな変化があった場合すぐにお知らせします。

自分では気づきにくい身体の変化に早く気づくことができ、
生活習慣の改善や病気の早期発見につなげていただくこともできます。

※4

変化を知らせるだけでなく、
生活・食事・運動の最適なアドバイスをお届けし、
マッサージプログラムもおすすめします。



●2016年購入者アンケートより（個人の感想です）

※2

ルピナスシリーズはすべて
5年間の健康管理システムにもとづく契約販売

A .ルピナスを通じて、さまざまなサービスで5年間お客様の健康を
   サポートさせていただくために契約販売にてご提供しております。

5年間のアフターサービスに対応いたします。

５年間、通信ネットワークを活用した健康サポート
サービスに関するご利用料は無料です。※2

５年間、最新のマッサージプログラム・健康サポート
プログラムへ随時無料でアップデートいたします。※2

※3

1日あたり約230円で家族みんなが使い放題！

¥6,900(税別)/ 月
すべてセットで

＋本体 5年間の
サービス

月に何
度も

マッサ
ージに

通うよ
り

だんぜ
んおト

ク！

※1 マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して身体情報を365日・24時間クラウドで監視。その身体情報から未来像を予測後アドバイスを表示し、人工知能システムを搭載したマッサージチェアで施療。
　　また、複数ユーザーと身体情報を共有する点。
※2  一部のサービスは有償となります。
※3  一部の消耗品などは有償となります。また、一般家庭でのご使用に限ります。 14

あ
り
が
と
う
で
つ
な
が
る「
声
の
た
よ
り
」

Ｑ.どうして契約販売なの？

 P O I N T1
健康サポート
サービス

 P O I N T2
最新プログラム更新

サービス

 P O I N T3
メーカー保証
サービス

●ルピナスショルダーFMC-LPN5500  （Wi-Fiモデル）の場合。

13

世界初
※1

３６５日・２４時間
健康管理システム

名古屋在
住 N.M

 （40代女
性）

福岡在住 S.R （60代男性）

名古屋
在住 M

.H （40
代男性

）

東京在住 E.S （60代男性）

東京在住
 U.H （4

0代女性
）

東京在住 F.Y （40代女性）

広島在
住 T.K

 （60代
女性）

福岡在住 I.K （80代男性）



コンパクトなサイズで全身マッサージに対応したライトモデル。
お求めやすい価格で充実の機能を搭載。

アイボリー　LTE
FMC-LPN5500(L-IV)

JANコード：4992648039435

アイボリー Wi-Fi
FMC-LPN5500(IV)

JANコード：4992648039398

肩のこりを集中的にもみほぐす「左右独立型 人工知能 肩メカ」搭載の肩マッサージ特化モデル。
スタンダードタイプの脚マッサージと簡易ストレッチ機能も搭載。

FMC-LPN5500
ファミリーメディカルチェア  ルピナスショルダー

FMC-LPN10000
ファミリーメディカルチェア  ルピナス

NEW

「左右独立型8軸AIメカ」と合計164個のエアセル(マルチエアユニット)を
搭載し、多彩な動きを可能にしたルピナスのフラッグシップモデル。

170W(ヒーター使用時)　ヒーターのみ動作時の定格消費電力12W
AC100V 50-60Hz

水平線に対して約115°～約160°無段階(電動リクライニング)
約75kg

合成皮革

イヤホン/タブレット(8 インチ) / タブレット接続ケーブル / 脈拍センサー/足裏指圧パッド×2
無

最小2.5cm 最大20.0cm(多裂筋をより奥深くもむことが可能)
228AKBZX00054000
31B2X00003
5年間

機 能 と 特 長 で 、選 べ る 3 つ の ルピ ナス 。

15
●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。　●SoftBankは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
※FMC-LPN10000、FMC-LPN9000は、スマートフォン専用アプリを使用して接続が必要です。スマートフォン専用アプリの動作環境、詳細については、https://www.family-chair.co.jp/lpn10000/app/をご確認ください。

●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。　●SoftBankは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
※FMC-LPN10000、FMC-LPN9000は、スマートフォン専用アプリを使用して接続が必要です。スマートフォン専用アプリの動作環境、詳細については、https://www.family-chair.co.jp/lpn10000/app/をご確認ください。
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＊開梱時、アームレスト折りたたみ時、タブレット取り外し時

＊奥行きの（　）内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時
＊タブレット取り付け後の最大リクライニング時：高さ81～126cm

本体寸法

ご自宅への搬入・設置について

フットレスト伸縮
約30cm

奥行き 178(208)cm

ヘルスケアデバイスシリーズNEW

NEW

体重・体脂肪率・水分量・筋肉量・骨量・基礎代謝・
BMIを測定できます。

●体組成計　
     標準価格 15,000円(税別)
　FBS-100　JANコード:4992648092812

最高血圧・最低血圧・脈拍を測定できます。

●手首式血圧計
　標準価格 15,000円(税別)
　FBM-100　JANコード:4992648092805
      医療機器認証番号  229AKBZX00043000

SoftBankの
LTEルーター付属

既存ネットワーク
を使用

SoftBankの
LTEルーター付属

既存ネットワーク
を使用

SoftBankの
LTEルーター付属

既存ネットワーク
を使用

脈拍・歩数・カロリー・距離・睡眠状態を
測定できます。

●アクティブメジャー
　標準価格 13,000円(税別)
　 FWW-100　JANコード:4992648092829

130W
AC100V 50-60Hz

水平線に対して約115°～約162°　無段階（電動リクライニング）
約82kg

タブレット（7インチ）、脈拍センサー
無

最小2.5cm　最大20.0cm(多裂筋をより奥深くもむことが可能)

31B2X00003
229AKBZX00041000

5年間

合成皮革

ルピナスシリーズ OPTION

肩メカの強弱調整にお使いいただけます。
FMC-LPN9000

ファミリーメディカルチェア  ルピナスライト

ブラック　LTE
FMC-LPN5500(L-B)

JANコード：4992648039442

ブラック Wi-Fi
FMC-LPN5500(B)

JANコード：4992648039404

69cm

71cm

170cm

＊FMC-LPN5500対応。

わずかたたみ1畳分のスペースに置ける！

お手持ちの音楽プレーヤーと接続するだけで、
マッサージ中に音楽を楽しめます。

＊FMC-LPN10000、FMC-LPN9000対応。

＊FMC-LPN5500対応。※

もみ玉の強弱調整にお使いいただけます。

＊FMC-LPN10000、FMC-LPN9000、FMC-LPN5500対応。

幅 78cm
奥行き 128cm

高さ
131cm

高さ
81cm

ア

ーム
調整機能付き

タブレット専用
スタンド

230W(ヒーター使用時)　ヒーターのみ動作時の定格消費電力60W
AC100V 50-60Hz

合成皮革
水平線に対して約115°～約162°無段階(電動リクライニング)

約100kg
イヤホン/タブレット(8インチ) / 脈拍センサー/指圧ボール×2

有
最小3.6cm 最大24.2cm
228AKBZX00053000
31B2X00003
5年間

＊奥行き・高さの（　）内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時
本体寸法 幅91×奥行き140(192)×高さ110(76)cm

＊奥行き・高さの（　）内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時
幅81×奥行き132(187)×高さ106(90)cm本体寸法

●スピーカーヘッドレスト
　標準価格　19,800円(税別)
アイボリー

ブラック

キャメル

OP-SH100(IV)
JANコード:4992648092690
OP-SH100(B)
JANコード:4992648092706
OP-SH100(CM)
JANコード:4992648092720

●緩衝パッド　　標準価格　3,000円(税別)
アイボリー
ブラック
キャメル

OP-PAD20(IV)　 JANコード:4992648092744
OP-PAD20(B)　 JANコード:4992648092751
OP-PAD20(CM) JANコード:4992648092775

●肩メカ緩衝カバー
　標準価格　3,900円(税別)
ライトグレー

ブラック

OP-CAP50(HL)
JANコード:4992648092843
OP-CAP50(B)
JANコード:4992648092850

ファミリーメディカルチェア　ルピナスショルダー　FMC-LPN5500

ファミリーメディカルチェア　ルピナス　FMC-LPN10000 ファミリーメディカルチェア　ルピナスライト　FMC-LPN9000

＊FMC-LPN5500対応。※

＊FMC-LPN5500対応。※



JAPAN
日本

NORTH AMERICA
北米

SOUTH AMERICA
南米オセアニア

OCEANIA

アジア
ASIA

ヨーロッパ
EUROPE

アフリカ
AFRICA

■アジア・オセアニア
Asia Oceania 

中国  China　 香港  Hong Kong　

台湾  Taiwan　 韓国  South Korea　

ベトナム  Vietnam　 オーストラリア  Australia　インドネシア  Indonesia　

カナダ  Canada　 アメリカ  United States　

■北米
North America

ドイツ  Germany　イギリス  Britain　

■ヨーロッパ
Europe

ブラジル  Brazil　

■南米
South America

現在、ファミリーイナダはアメリカ合衆国をはじめ、カナダやヨーロッパ、アジア各国など70ヵ国以上の

国々へ輸出事業を展開。マッサージチェアの市場はワールドワイドな広がりを見せています。

世界中の人々に笑顔と健康のため、これからも積極的な世界展開に取り組みます。

世 界に広がるファミリーイナダ
世界70ヶ国で販売を行っています。

17 18
※マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して身体情報を365日・24時間クラウドで監視。その身体情報から未来像を予測後アドバイスを表示し、人工知能システムを搭載したマッサージチェアで施療。
　また、複数ユーザーと身体情報を共有する点。

「気持ちよさ」に加え、

ご家族一人ひとりの「健康」を支え続ける生活必需品へ

創業 55年ファミリーイナダがお客様にお届けしたい想い

マッサージチェアの専業メーカーとして

私たちファミリーイナダは、マッサージチェア専業メーカーとして1962年の創業以来、｢一家に１台使っていただける、
価値のある魅力的なマッサージチェアとは何か｣ということにこだわり、革新的な製品の創造を通じて、業界をけん引してまいりました。
マッサージチェアは｢日本が生んだ文化的健康製品｣であると位置付け、世界の家庭で必需品として普及させたいという夢を持って今日まで歩んでまいりました。

家族のような末永いお付き合いでお客様の健康を支えたい 
マッサージチェアの「気持ちよさ」でくらしに寄り添いながら、ご家族一人ひとりの「健康」を支え続ける生活必需品へ。
家庭医療の未来が「ルピナスシリーズ」から始まっています。
私どもファミリーイナダは、世界の人々の笑顔を願い、心身の健康に貢献したい。
そんな想いを抱き、お客様一人ひとりと家族・仲間のように繋がりたいと願っております。
これからもファミリーイナダとの末永いお付き合い、是非ともよろしくお願い申し上げます。

家庭用医療機器としての研究開発に邁進

業務用から家庭用として普及し始めると同時に、私たちはマッサージチェアを必需品として使っていただくためには、
気持ちがいいということ、そして医療効果があること、この二つが必要であると考えました。
マッサージで気持ちの良い状態をつくるため、初めて「人工知能」を駆使したもみの技術を開発し、
一人ひとりの状態に合わせて筋肉のこりをほぐすことで、心の癒しまで提供することを追求しました。
そして医療効果を高めるため、東洋医学にもとづく「自然治癒力」の向上に着目し、
多くの大学や各種医療機関とも連携することで、長い年月をかけて家庭用医療機器として
マッサージチェアの研究開発を続け、育ててまいりました。

その歴史はお風呂屋さんから始まった

ファミリーイナダの歴史は、お風呂屋さんの文化からスタートしています。
創業当時は日本家屋には内湯があまりなく、銭湯に通うことが日常でした。
１日の心身の疲れを癒すお風呂屋さんで、お客様にくつろぎのひと時を過ごしていただきたい、
こうした想いでお風呂屋さん用の業務用マッサージチェアを開発したのが私どもの原点です。

365日・24時間一人ひとりの健康を見守るため

そして今、私たちファミリーイナダはマッサージチェアのパイオニアメーカーとして、
マッサージチェアとウェアラブルデバイスを使用して、ご家族一人ひとりの健康状態をリアルタイムに
データ収集・分析し、最適なマッサージチェアでの治療や、様々な健康アドバイスの実施を可能とする
世界初   、「365日・24時間健康管理システム」を開発しました。
このシステムにより、マッサージチェアを楽しみながら、簡単に毎日リアルタイムの健康管理を行うことで、
ご家族の健康を守ることができます。
そして、このシステムを日本のみならず世界に普及させることで、予防医学にも貢献していきたいと考えております。

※


