
ポルト マッサージチェア
AIM-250

管理医療機器　家庭用電気マッサージ器

2019年7月  初版発行

ポルト マッサージチェア AIM-250

このたびは、ポルト マッサージチェアをお買い上げいただき、

ありがとうございました。この「取扱説明書」をよくお読みに

なり、正しくご使用ください。

とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に

保管してください。
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そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。またお客様による分解・修理は絶対にお止めください。

●煙が出ている、変なにおいや音がする（異常状態）
●本製品の内部に水や異物などが入った
●電源コードが損傷または断線した
●落としたり、本製品を破損した

①使用中の場合はすぐに操作部の｢急停止｣ボタンを押して使用をやめる
②電源プラグをコンセントから抜く
③『お買い上げの販売店』、または『お客様相談窓口』へ修理を依頼する

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください

必ず守る 熱や痛みに敏感でない人はヒーター
機能を使用しない
低温やけどのおそれがあります。

肌の弱い人は素肌で使用しない
摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。

医療機関で治療中の人
腱鞘炎の人



本体可動部やすき間などに頭、手や足
などを入れない
事故やけがのおそれがあります。

本体と床面との間にDCコード、リモコン
コードを挟まない
事故やけがのおそれがあります。

本体の上に座った状態で使用しない
本体に負荷がかかりすぎ、事故やけがのお
それがあります。

身体を本体に強く押し付けて使用しない
皮膚や筋肉を傷める原因になります。

使用中に専用ACアダプターコードを
抜かない
事故やけがのおそれがあります。

（IVP1200-2500P）

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
また首前方はマッサージしない
事故やけがのおそれがあります。

。

専用ACアダプターコードに負荷をかけ
たり、傷つけたりしない
専用ACアダプターコードやプラグの誤った取り
扱いは、専用ACアダプターコードに負荷をかけ
たり、傷つけたりすることによる感電や火災の
原因となります。次のことをお守りください。
専用ACアダプターコードを加工したり傷つけ
たりしない。
専用ACアダプターコードを熱器具に近づけない。
専用ACアダプターコードの上に重いものを載せ
たり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり
しない。
専用ACアダプターコードが傷ついていたり、
電源コンセントへの差し込みがゆるんでいた
りするときは使用しない。
電源コンセントから電源プラグを抜くときは
コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
専用ACアダプターコードを本製品に巻きつけ
ない。
電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で
定格を超える使いかたはしない。

●

●

●

●

●

●

●

身体にアクセサリーや、マフラーなどを
つけて使用しない
機構部に接触して事故やけがのおそれがあります。

直射日光の当たるところでは使用しない
変形・変色・変質のおそれがあります。

操作ボタンを2つ以上同時に押さない
故障の原因になります。

ピンや金属類、燃えやすいものなどを
本体に入れない
火災・感電・故障の原因になります。

漏電やショートなどによる感電や火災の原因
になります。勝手に修理などせずお買い上げ
販売店に点検・修理を依頼してください。

本体およびもみ玉に無理な力をかけたり、
上に立ったり、座ったりまたは踏み台に
したりしない
けがや故障の原因になります。

停電のときは、ただちに入 /切ボタンで電源を
切り、電源プラグをコンセントから抜く

ボタン、

事故やけがのおそれがあります。

周囲に人やペットがいないか、物を置
いていないか、必ず確認する

事故やけがのおそれがあります。

手を挟み、事故やけがの原因となります。

手を挟み、事故やけがの原因となります。

リクライニングの角度を戻す時は背もた
れに背をつけた状態で行う
背もたれの後ろに障害物や人、動物が
いないか確認してリクライニングする

アームレストを持ったり、その周辺に
手を入れたりしない

アームレストを 下げる際、必ずフィンガーポ
ケットに手をかけて行う　　　　

　　　部分を持つと
指を挟む恐れがあります。



浴室など本体に水のかかりやすい場所や
湿気の多い場所で使用・保管しない
故障や変形・変質のおそれがあります。

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

ご注意
効能や効果は個人により差があります

本体

●ACアダプター（型式：IVP1200-2500P）

付属品

本体背面

電源

本体側面
マッサージカバーを
めくった状態

リモコンポケット

DCジャック
ピロー

マッサージカバー

背もたれ

座面マット

アームレスト

リモコン

座面

フィンガーポケット

もみ玉

マッサージカバー

(ヒーター内臓)
 

とめボタン



ヒーターボタン
部位ボタン

お好みモードボタン
お好みモードを使用するときに押
します。

電源ランプ
本体のDCジャックとACアダプター
のDCプラグを接続し、専用ACア
ダプターの電源プラグをコンセン
トに接続すると「電源」ランプが点
灯し、待機状態となります。

自動コース、お好みモードボタンを
押した後に、部位を選択するときに
押します。

日本ボタン
指や手のひらで加圧するように
ストレッチします。

スウェーデンボタン
筋肉や骨格に沿って、滑らせるよう
に優しくストレッチします。

タイボタン
体の中心から外側へゆっくりと
背筋を伸ばすようにストレッチします。

自動コースボタン
自動コースを使用するときに押します。

ボタンを押すとヒーターが入ります。

もみ位置ストップボタン
日本モード / タイモードを選択中に
ボタンを押すともみ玉が回転しながら
その場で停止します。

もみ玉調整ボタン
もみ位置ストップボタンを選択中に
ボタンを押すと上下に移動します。

もみ幅変更ボタン
スウェーデンモード選択中にボタン
を押すと、もみ玉が回転して角度
が変わります。

※タイモード

※日本モード

※スウェーデンモード

急停止ボタン
ボタンを押すとその場でもみ玉が
停止します。

電源ボタン
ボタンを押すとマッサージ動作が止
まり、もみ玉が最上部へ移動します。

背面

ご使用の前に

本体を設置する
周囲に障害物のない、床面が水平な場所を選び設置します。
床面を傷つけないために、設置場所にはマット等を敷くことをおすすめします。

背もたれ

座面

背もたれ角度調節本体の持ちかた

　本製品を置くときや移動する場合は必ず座面マットが本体
から外れた状態で折りたたみ、背もたれの下と座面をしっ
かり持ってください。

本体を開閉するときは、背もたれと座部の中央を持っ
て行ってください。

本体を折りたたむ際は、必ずリクライニングの角度を
定位置（97 度）に戻し、座部マットを取り外してから
行ってください。

アームレストを持ったり、その周辺に手を入
れたりしない

●ホットカーペットなどの暖房機具の上に設置しないでください。
●移動するときは、折りたたんだ状態で移動してください。

70cm以上●床や畳を付けないよう、
　必ずマットなどを敷いて
　ください。

●背もたれの後ろに
   70cm以上のすき
   間をあけてください。

水平な場所水平な場所

マット

背もたれ角度調節本体のたたみかた

②

①

開くとき 閉じるとき

前面
注意

背もたれ角度調節設置のしかた
①
②
ピローを止めボタンにくくりつける。
座面マットを座面に乗せます。

手を挟み、事故やけがの原因となります。



本体カバーが破れていないか確認する
ご使用前には必ず本体カバー、背バッド、ピローが破けていないか確認して
ください。布地が破れた状態で使用すると、重大な事故の原因となります。

ACアダプターと本体を接続し、コンセントに差し込む
①本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを根元までしっかりと差し込みます。
②コンセントにACアダプターの電源プラグを根元までしっかり差し込みます。

　リクライニングの角度は床面に対して、約 97°~140°
の間で 6 段階調整できます。

身体にアクセサリーや、マフラー
などをつけて使用しない

本体可動部やすき間などに頭、
手や足などを入れない

背もたれをお好みの角度に調整する。

ピローを外し、
マッサージカバーをめくる。

アームレスト

フィンガーポケット

カチッと音が鳴るまでアームレストを左右のアーム
レストを同時に上に上げてください。
アームレストを上げた状態で背もたれに体重をかけると
リクライニングが倒れます。お好みの角度の状態で
アームレストを下げれば背もたれが固定されます。

②

アームレストに両腕を置き、左右のフィンガーポケットに
指を合わせます。

①

もみ玉の刺激が強すぎる場合は、マッサージカバーや
タオルなどをかぶせて感触を調節してください。

※

警告 警告

マッサージカバーを
めくった状態

もみ玉

マッサージカバー

(ヒーター内臓)
 

「マッサージコース」を選択する

③ 両側のアームレストを上げた状態で、体重をかけずに
いると背もたれが戻ります。

①

②

自動マッサージコース (約15分 )

部位ランプ点灯時のマッサージ位置

全身

肩

腰

「肩」から「腰」にかけて全体をマッサージします。

「肩」のみを念入りにマッサージします。

「腰」のみを念入りにマッサージします。

手を挟み、事故やけがの原因となります。

アームレストを 下げる際、必ずフィンガー
ポケットに手をかけて行う　　　　

　　　部分を持つと指を挟む恐れが
あります。

「電源」ランプが点灯した状態で「自動コースボタン」を押すと「自動」ランプと、「全身」
ランプが点灯し、「自動マッサージコース」が作動します。

① 「お好みモードボタン」を押すと「お好み」ランプ、「全身」ランプ、「タイ」ランプが点灯し、
「お好みマッサージタイモード」が作動します。

②「部位ボタン」を押すと「肩」ランプが点灯し、もう一度
「部位ボタン」を押すと「腰ランプ」が点灯します。

③「タイ」ランプが点灯中に「もみ位置ストップボタン」を押すと
「もみ位置ストップ」ランプが点灯し、もみ玉が回転しながら
上下の動きが停止します。

④「もみ位置ストップ」ランプが点灯している時に、「もみ玉調整
ボタン」を押すともみ玉が上下に移動します。

「部位ボタン」を押すと、「肩」ランプが点灯し、もう一度「部位ボタン」を押すと「腰」
ランプが点灯します。

「▼」を押し続けるともみ玉が回転しながら下へ移動します。
「▲」を押し続けるともみ玉が回転しながら上へ移動します。

お好みマッサージモード ( 約 15 分 )※タイモード

リクライニングの角度を戻す時は背もたれに背
をつけた状態で行う。
背もたれ後ろに障害物や人、動物がいないか確
認してリクライニングする。

注意

注意
① ②

③
④

⑤

⑥

事故やけがのおそれがあります。



 操作パネルの「急停止」ボタンを押してください。その場で動作が停止します。
電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

 本製品の使用時間は１回15 分とし、連続使用はしないでください。
同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、
体調不良をおこすおそれがあります。

 使い過ぎや切り忘れ防止するため、動作開始から約15 分で自動的に止まります。

①　

②　

③ 自然乾燥させよく乾かしてください。

汚れのひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた
布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてくだ
さい。
ただし、本体内部に水などが入らないようにご注意くだ
さい。

 本体やリモコン、ピローについた汚れは乾いたやわらかい
布でふき取ってください。

①

②

③

④

①

②

③

電源ボタンが点灯した状態で「ヒーターボタン」を押してください。「ヒーター」ランプが
点灯し、もみ玉が赤く光ります。

お好みに合わせてヒーターを選択する

「お好みモードボタン」を押すと「お好み」ランプ、「全身ランプ」、「タイ」ランプが点灯
します。「日本ボタン」を押すと、「お好みマッサージ日本モード」が作動します。

「部位ボタン」を押すと「肩」ランプが点灯し、もう一度「部位ボタン」を押すと「腰ランプ」
が点灯します。

「日本」ランプが点灯中に「もみ位置ストップボタン」を押す
と「もみ位置ストップ」ランプが点灯し、もみ玉が回転したま
ま上下の動きが停止します。

「もみ位置ストップ」ランプが点灯している時に、「もみ玉調整
ボタン」を押すともみ玉が上下に移動します。

「お好みモードボタン」を押すと「お好み」ランプ、「全身」ランプ、
「タイ」ランプが点灯します。「スウェーデンモード」を押すと「お
好みマッサージスウェーデンモード」が作動します。

「部位ボタン」を押すと「肩」ランプが点灯し、もう一度「部
位ボタン」を押すと「腰ランプ」が点灯します。

「スウェーデン」ランプが点灯中に「もみ幅変更ボタン」を押
すと、もみ玉の角度が変わります。

「▼」を押し続けるともみ玉が回転しながら下へ移動します。
「▲」を押し続けるともみ玉が回転しながら上へ移動します。

お好みマッサージモード ( 約 15 分 )※スウェーデンモード

お好みマッサージモード ( 約 15 分 )※日本モード

ACアダプターをコンセントから抜く。
タイマーが働き、動作が自動的に終了します。



動作中の音が
気になる

点検後も異常がある

必ずコンセントを抜いて
販売店に点検・修理を依頼してください。

ただちに
使用中止

構造上発生するもので異常ではありません。

●もみ玉が動作するときの「ウィーン」
「カチッ」「ジー」音。
●もみ玉が移動するときの「ウィーン」
「カチッ」音。

動作しない
本体のDCジャックにACアダプターの
DCプラグを差し込んでください。

電源プラグを奥までしっかりとコンセントに
差し込んでください。

●コンセントから ACアダプターの
電源プラグがはずれている。

●本体と AC アダプターが正しく接続され
ていない。

こんなときは 考えられる原因 このように処置してください

30分以上時間をあけてから
操作をしてください。

●タイマーがはたらき、動作が
止まっている。使用中に止まった

もみ玉に負荷がかかっていない状態（本体から降
りるなど）で入 / 切ボタンを押してください。も
み玉が最上部へ移動します。

リモコンランプがすべて点滅した状態が変わら
ない時は、電源プラグをコンセントから抜いて
ください。
1時間ほど時間をあけてから再度、電源プラグを
コンセントに差し込み、動作を確認してください。

電源プラグをコンセントから抜いてください。もみ玉
に挟まっている物を本体から離してください。その後
電源プラグをコンセントに差し込み「電源ボタン」を
押すと、もみ玉が最上部へ移動します。

●もみ玉に無理な力がかかり安全装置が
はたらき、動作が止まっている。

●もみ玉に無理な力がかかり安全装置が
はたらき、動作が止まっている。

リモコンランプが
同時に全て点滅する

●モーターの温度上昇により、安全装置が
働き、もみ玉動作が止まっている。

ポルト マッサージチェア

物が挟まった場合

もみ玉に負荷がかかった場合

直射日光の当たるところでは使用しない
変形・変色・変質のおそれがあります。

ポルト マッサージチェア　AIM-250
家庭用電気マッサージ器
231AGBZX00023000
専用ACアダプター（IVP1200-2500P）
ＡＣ100Ｖ 50/60Hz  30W(電熱装置6.2Ｗ含む)  
ＤＣ12Ｖ 17.5Ｗ(電熱装置6.2Ｗ含む)  
15分
15分
（約）幅61㎝×奥行き70～108㎝×高さ62～88㎝　座面高さ34㎝
約15kg
約1.8m
構造部材：スチールパイプ
張り材：ポリエステル、ナイロン
クッション材：ウレタンフォーム
株式会社ツカモトコーポレーション　エイム事業部
〒103-0023　東京都中央区日本橋本町1-6-5

販売名
一般的名称
医療機器認証番号
使用電源
電気定格
本体定格
定格時間
オートタイマー
外形寸法（幅×奥行×高さ）
質量
電源コード長さ
材質

医療機器製造販売業
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