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開梱と設置作業をおこなわれる方へ

FMC－LPN10000
設置説明書

本書は、本製品の搬入後、設置するまでの作業について説明しています。作業を安全に正しくおこなうために、
必ず本書の手順に従ってください。また、本書が入っている梱包箱には、以下のものが同梱されています。
そろっているか確認してください。作業終了後は、いつでも見られるように大切に保管してください。
なお、下記ＵＲＬから作業手順を動画で見ることができます。パソコンもしくはスマートフォン、タブレット
等からアクセスしてご覧ください。　　https://family-owner.com

同梱物の確認
梱包箱に、以下の同梱物が入っていることを確認してください。

この製品は、　本体 と 同梱物　の１梱包です。

1
1 本　体

タブレット タブレットバック
カバー

タブレットカバー
用プッシュターン
リベット×2

タブレット取り付
け用ネジ×2

T型レンチ 指圧パッド

電源コード イヤホン 脈拍センサー 取扱説明書 設置説明書（本書） オーナーズカード

会員サービス規約
登録ハガキ
プライバシー保護シール

M O N A U R A L  E A R P H O N E

リモコンカバー取付ネジ修正

電源
入／切

メディカル
コース

急停止

全身 急停止
入/切

フットレストリクライニングもみ位置調節

同梱物
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35㎝

164㎝
（フットレストを最大に伸ばした時　192㎝）

91㎝

設置場所の確認

リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体後ろのスペースは35㎝以上、本体前のスペース
は40㎝以上確保してください。
本体の下にマットなどを敷いてください。

●	床面の傷つき防止や動作中の音をやわらげるためにも本体下にマットなどを敷いてください。
	 （ホットカーペットは敷かないでください。）
●	重量物ですので、下ろすときは床面を傷つけないように注意してください。
●	テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
●	体重100㎏の人が座った状態で1㎠あたり約1.2㎏の荷重が床面にかかります。

	注意

●	浴室やサウナなど、湿気の多い場所では使用しないでください。
●	床面が水平な場所に置いて使用してください。
●	ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所（40℃以上）では使用しないでください。
●	直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。

設置手順について

設置場所について

本製品は、下記の手順で設置・取り付けをおこなってください。

１．設置場所の確認、搬入
２．梱包を解いて、背パッドを取り付ける
３．タブレットの取り付け
４．電源コードの取り付け

●	重量物ですので作業時は、ケガ等しないように作業用手袋を装着してください。
●	取り付け作業は、２人以上でおこなってください。
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搬入/移動の仕方
設置後の移動の仕方

移動の際は、主電源スイッチを切り、電源プラグ及びアース線をコンセントから抜き、電源コードのコネクタも
インレットから抜いてください。

持ち上げて移動するとき

リクライニングを倒し、タブレットを取り外したあとにアームレストを
折りたたみます。マジックテープバンドでアームレストを固定させてく
ださい。

マジックテープバンドはアーム
レストの隙間に通してとめてく
ださい。

アームレストの折りたたみ方

アームレストの中央下にあるボタンを押して、内側に折りたたんでください。

●	通路の巾は、約77㎝必要です。
●	重量物ですので搬入移動時に、製品を落としたり、ケガ等しないよう、運搬用手袋を装着してください。
●	重量物ですので搬入移動時には腰等を痛めないようにご注意ください。
●	本体を落とすと床を傷つけたり、ケガをしたりするおそれがありますので、しっかり持ってください。

注意
●人をのせたまま移動させないでください。
●電源コード、アース線をコンセントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて移動してください。

→電源コード、アース線を破損し、火災や感電の原因になります。

通常の方法では搬入／移動ができない場合は、アームレストを取りはずしてください。
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４人で運ぶ場合

アームレスト下部を４箇所もち、バランスを保ちな
がら、持ち上げて移動してください。
場合によっては、アームレスト及びフットレストを
取り外してから移動してください。

２人で運ぶ場合

背もたれ裏側の持ち手とフットレスト下部を持ち、
移動してください。
場合によっては、アームレスト及びフットレストを
取り外してから移動してください。

アームレスト、フットレストを取り外してから運ぶ場合

横方向から持つと、グリスで汚れる可能性がありま
すので、背もたれ裏側の持ち手と本体の前面下部を
持ち、移動してください。

立てて運ぶ場合

アームレスト、フットレストを取り外してください。グリスで汚れる可
能性がありますので、注意してください。
本体の穴とキャスターの下部を持ち、バランスを保ちながら持ち上げて
移動してください。

４人でアームレスト下部をお持ちください

２人で背もたれとフットレスト下部をお持ちください

背もたれ裏側にあるファスナー
を開くと持ち手があります。

●	作業後は、ファスナーを閉じてくださ
い。

本体は、約100㎏ありますので、十分注意して移動してください。

アームレストは、左右で約26㎏
フットレストは、約20㎏です。
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梱包を解いて、背パッドを取り付ける
本製品は背パッドとアームレストが、折りたたまれた状態で梱包されています。

①まず始めにマジックテープバンドを外します。
②アームレストを起こします。
手をはさまないように気をつけ、カチッと音が鳴
るまで完全に起こしてください。

③折りたたまれている背パッドを広げ、背
パッドと　本体のファスナーを合わせて閉
じてください。閉じる箇所は、背パッド上
部❶･右下部❷、左下部❸の3箇所です。

④枕（大）と枕（小）を
マジックテープで
取り付けてくださ
い。①

②

❷

③

❸

❶

⇒

枕（小）

枕（大）
マジックテープ
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タブレットの取り付け方法
①タブレットスタンドから、テープ付けされているタブレットスタンドカバーを外します。

②タブレットの下部から出ているコネクタを、タブレットスタンドの隙間の穴に通します。

③タブレットを傾けながら、タブレット背面についているツメをタブレットスタンドのへこみにス
ライドさせるように引っかけ、取り付けます。

④取り付けネジを使い、付属のT型レンチ
で、タブレットを2箇所固定してくださ
い。

⑤タブレットスタンドのすき
まを通したコネクタに付い
ているプッシュマウントを
タブレットスタンドの穴に
押し込み、その後コネクタを
取り付けます。

❷
❸
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⑥タブレットスタンドカバーのツメをタブレットスタンドの右側に引っかけ、タブレットカバー用
プッシュターンリベットを使い、取り付けます。

⑦タブレットバックカバーを上から差し込み、
タブレットカバー用プッシュターンリベット
で固定します。

	注意

●	タブレットの取り付けを行う前に主電源スイッチが「切」になっていることを確認して、電源コード、アース線をコンセ
ントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて作業してください。

	 →電源コード、アース線を破損し、火災や感電の原因になります。
●	タブレット画面に強い力を加えないでください。故障の原因になります。
●	タブレットスタンドに強い衝撃をあたえたり、寄りかかったりしないでください。
	 →転倒による事故やケガ、故障の原因になります。

※取り外しの際は、本手順と逆の
手順でおこなってください。

※プッシュターンリベットを取り外す際
は、お手持ちのプラスドライバーをお使
いください。
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電源コードの取り付け方

アース端子

電源プラグの
アース線

アースの取り付け方

万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。
① 電源コンセントにアース端子がある場合
電源プラグから出ているアース線を電源コンセントのアース端子に確
実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでいない
か、ときどき点検してください。

② 電源コンセントにアース端子がない場合
『製品に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

電源の入れ方

①	電源コードのコネクタ
を本体後部のインレッ
トに差し込み、電源プ
ラグをコンセントに差
し込みます。

②	本体後部の主電源ス
イッチを「入」にしま
す。このとき、タブ
レット表示部に文字
が表示されます。

● タブレット画面が表示されるまで約１分程度かかる場合があります。

※もみ玉が途中で止まっているとき主電源スイッチを「入」にすると、もみ玉は自動的に収納位置（背もたれ上部）まで移動して停止します。

	警告
●	変圧器を用いた使用はしないでください。
→	故障や感電の原因になります。

●	日本国外では使用しないでください。
→	故障や感電の原因になります。

	注意 ●	電源プラグをコンセントに差し込む前に、主電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。
●	電源プラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。

●電源コードは、必ず本機器に付属のものをご
使用ください。

●とくに、電源コードのプラグ部にアース線が
ついていないものは万一の感電を防ぐこと
ができませんので絶対に使用しないでくだ
さい。

入
切
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アームレストの取り外し方

①アームレストカバーのマジックテープ
ⓐ、ファスナーⓑを開け、アームレストカ
バーをめくり上げます。

本手順は、通常の方法で搬入／移動ができない場合のみ、おこなってください。

②サイドカバーはネジで2箇所固定されています。
プラスドライバー＃2を使ってネジを外してくだ
さい。

プラスドライバーは付属していませんので、お手持ちのものをお使い
ください。（外したサイドカバーを取り付ける際は、引っ掛け用ネジに
引っかけてから、ネジで2箇所固定してください）

③本体とアームレストを接続しているエアホースをエアホースコネクタの銀色部を押しながら外し
てください。コネクタは、ツメを押しながら外してください。
	 左側はコネクタ2本とエアホース1本、右側はコネクタ1本、エアホース1本があります。取り付け
の際は、色と向きに注意してください。

ⓐマジックテープ

ⓑファスナー

【右側】 【左側】

引っ掛け用ネジ

※アームレストを取り外す際
は、タブレットを外してか
らおこなってください。
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アームレストの取り外し方
④アームレストはアームレスト取り付けネジで3箇所固
定されています。
	 付属のT型レンチで、アームレストの取り付けネジを
外してください。

⑤アームレストを本体から取り外し
ます。

	注意

●	アームレストの取り外し、取り付けを行う前に主電源スイッチが「切」になっていることを確認して、電源コード、アース
線をコンセントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて作業してください。

	 →電源コード、アース線を破損し、火災や感電の原因になります。
●	アームレストの取り外し、取り付けをおこなうときは本体とアームレストとの間に手や指をはさまないように注意して
ください。

●	取り付けの際、コネクタは確実に最後まで差し込んでください。また、取り付けネジもしっかりとしめてください。
	 →故障の原因になります。
●	重量物ですので作業時は、ケガ等しないように作業用手袋を装着してください。
●	イラストは右側を説明していますが、左側も同様に作業してください。

※取り付けの際は、本手順と逆の
手順でおこなってください。
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フットレストの取り外し方

①座面を持ち上げます。フットレスト
カバーの上端と本体のファスナーを
開けます。

③付属のT型レンチで取り付けネジを外します。ネジを外すと、フットレスト支点軸受けが取れま
す。左右ありますので、確認してから作業してください。

④フットレストコネクタカバーを付
属のT型レンチで取り外します。

⑤プッシュマウントを取り外します。
⑥エアホースとコネクタを取り外し
ます。

	 ホースを無理に引っ張らないよう
に注意してください。

②フットレストカバー表面のファス
ナーと座面(裏側)のファスナーを開け
ます。

フットレスト支点固定 1 フットレスト支点固定 2

フットレスト支点固定 1 フットレスト支点固定 2

フットカバー取付 1修 フットカバー取付 2修 フットカバー取付 3修

フットレストカバーの取り外し方

フットレスト支点の取り外し方法

コネクタ・エアホースの取り外し方法

❺

❹ ❻

フットレスト
支点軸受け

	注意

●	フットレストの取り外し、取り付けを行う前に主電源スイッチが「切」になっていることを確認して、電源コード、アース
線をコンセントからはずし、	 電源コードのコネクタもインレットから抜いて作業してください。

	 →電源コード、アース線を破損し、火災や感電の原因になります。
●	フットレストの取り外し、取り付けを行うときは本体とフットレストとの間に手や指をはさまないように注意してください。
●	コネクタは確実に最後まで差し込んでください。また、取り付けネジもしっかりとしめてください。
	 →事故やケガ、故障の原因になります。

本手順は、通常の方法で搬入／移動ができない場合のみ、おこなってください。

※取り付けの際は、本手順と逆の
手順でおこなってください。

※プッシュマウントを取り付け
る際は、取り付け穴を間違え
ないようにご注意ください。
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製品に関するお問い合わせ窓口
0120-129-011

修理等に関するお問い合わせ窓口
0120-772-294 https://www.family-chair.co.jp

※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。（タブレット画面のデザインを含む）

土・日・祝を除く平日9：00 ～ 17：00

製品に関するお問い合わせ窓口
0120-129-011

修理等に関するお問い合わせ窓口
0120-772-294
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