
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　足首をエアー圧によりマッサージするエアーマッサージ機であって、エアー袋の内側に
アキレス腱を中心に左右に対となって指圧する突起部を備え

ることを特徴とするエアーマッサージ機。
【請求項２】
　突起部をエアー 成ることを特徴とする請求項１記載
のエアーマッサージ機。
【請求項３】
　対となる突起部

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、足首をマッサージするエアーマッサージ機に関し、詳しくは、アキレス腱を効
果的にマッサージしようとする技術に係るものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、足首をマッサージするエアーマッサージ機は、足首をマッサージするエアー圧を出

10

20

JP 3951637 B2 2007.8.1

、突起部の裏面を複数本のリ
ブが現れるリブ形状にし、突起部を連結部で連結し、連結部の左右方向の中間部が幅狭と
なるくびれ形状にして成

袋の内面に支持する支持部を備えて

がアキレス腱に沿う方向に長く形成されて成ることを特徴とする請求項
１記載のエアーマッサージ機。



すためのエアー袋となっているものである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、エアー圧をかけて足首をマッサージするものにおいては、足首周辺、特に、ア
キレス腱を中心とする左右のくぼんでいる部分を効果的にマッサージすることができない
ものとなっていた。
【０００４】
本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、アキレス腱を効果的にマッサージ
することができるエアーマッサージ機を提供することを課題とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１においては、足首をエアー圧によりマッサージするエアーマッサージ機であっ
て、エアー袋１の内側にアキレス腱を中心に左右に対となって指圧する突起部２、２を備
え

いることを特
徴とするものである。このような構成によれば、エアー袋１へのエアーの供給によって発
生するエアー圧による足首のマッサージにおいて、エアー袋１の内側の対となる突起部２
、２がアキレス腱を中心とする左右のくぼんでいる部分に良好に作用することから、アキ
レス腱及び足首を効果的にマッサージすることができる。
　

　

　

【００１２】
　請求 おいては、突起部２をエアー袋１の内面に支持する支持部６を備えているこ
とを特徴とするものである。このような構成によれば、簡単に突起部２、２をエアーマッ
サージ機にセットして取付けることができ、エアー圧による指圧中においても突起部２、
２を位置ずれなく保持でき、かつ、支持部６によって突起部２、２をセットするときの目
安の位置にでき、どんな人でも簡単にアキレス腱部位置に配置することができる。
【００１５】
　請求 おいては、対となる突起部２、２がアキレス腱に沿う方向に長く形成されて
いることを特徴とするものである。このような構成によれば、エアーマッサージ機Ｎに突
起部２、２を装着した際にアキレス腱の長手方向にくぼんだ形状に突起部２、２を位置さ
せてフィットさせることができ、一層、効果的なアキレス腱及び足首のマッサージをおこ
なうことができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。図

体斜視図、同図（ｂ）は概略断面図、同図（ｃ）は
部分断面図で
【００１９】
本発明の足首をエアー圧によりマッサージするエアーマッサージ機Ｎは、足先をエアー圧
によってマッサージする足先マッサージ機Ｍと一連に形成されているものであり、各々の
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、突起部２、２の裏面を複数本のリブ８…が現れるリブ形状にし、突起部２、２を連結
部３で連結し、連結部３の左右方向の中間部が幅狭となるくびれ形状にして

また、対となる突起部２、２が連結部３において連結されていて、対となった突起部２
、２の位置が決めやすく、突起部２、２をアキレス腱の中心に対して左右に良好に配置し
やすくなる。

また、対の突起部２、２の裏面は、複数本のリブ８…が現れるリブ形状にされていて、
突起部２を突出した形状に成形する際に、リブ形状によってひけを生じさせることなく成
形できる。更に、リブ８…によって空洞部９を形成することができ、突起部２はリブ８…
によって囲繞された空洞部９にて弾力性を持たすことができ、指圧的なマッサージ作用を
得ることができ、フィット性を向上させることができる。

また、突起部２、２を連結している連結部３の左右方向の中間部が幅狭となるくびれ形
状になっていて、左右の突起部２、２がアキレス腱形状により沿いやすくフィットしやす
くなることから、一層、アキレス腱及び足首の指圧効果を高めることができる。

項２に

項３に

１は本発明の実施の形態及び参考例を示し、
同図（ａ）は本発明の実施の形態の全

あり、参考例である。



マッサージ機Ｍ、Ｎには操作器（図示せず）からの操作によってエアーが供給されて足首
及び足先をマッサージして血行を促進して、例えば、疲れて冷えぎみの足に良好にマッサ
ージをおこなうものである。エアーマッサージ機Ｎは上記足先マッサージ機Ｍとは独立す
るものであってもよく、アキレス腱を効果的にマッサージするものである。マッサージ機
Ｍ、Ｎを一連化する場合にはマッサージ効果を高めることができる。以下、詳述する。
【００２０】
　エアーマッサージ機Ｎのエアー袋１は例えば環状に形成されてエアー袋１の内側にアキ
レス腱を中心に左右に対となって指圧する突起部２、２を備えている。エアー袋１は略Ｃ
字状に形成して足首に巻付ける形態のものでもよい。突起部２は例えば、図２

ように粒状のものが一塊りとなるもの、同図 ようにひょうたん型
のくびれ部に小粒状のものを備えたものなどがある。
【００２１】
しかして、同図（ｄ）に示すように、マッサージ機Ｍ、Ｎを足先及び足首に装着した場合
に、エアー袋１へのエアーの供給によって発生するエアー圧による足首のマッサージにお
いて、エアー袋１の内側の対となる突起部２、２がアキレス腱を中心とする左右のくぼん
でいる部分に良好に作用するのであり、アキレス腱及び足首を効果的にマッサージするこ
とができる。
【００２２】
　図３は他 示し、但し、 基本構成は上記実施の形態と共通であり、
共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００２３】
　 おいては、突起部２、２をエアー袋１に対して着脱自在にしていて、例えば
使う人の好みに合わせた大きさ及び高さの突起部２、２を選択して使用することで、その
人のアキレス腱の形状に合わせることができ、一層、フィットさせることができ、アキレ
ス腱及び足首のマッサージを一層効果的におこなうことができる。突起部２の形状は、同
図（ｂ）、（ｄ）、（ｆ）、（ｇ）、（ｈ）のような種々の形状があり、 、ｈ２
は同図（ｃ）（ｅ）のように異なるものがある。
【００２４】
　図４は更に他 示し、但し、 基本構成は上記実施の形態と共通であ
り、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００２５】
　 おいては、対となる突起部２、２が連結部３において連結しているのであり
、対となった突起部２、２の位置が決めやすく、突起部２、２をアキレス腱の中心に対し
て左右に良好に配置しやすくなる。突起部２の形状は、図４（ａ）（ｂ）に示すように変
更可能である。
【００２６】
　図５は更に他 示し、但し、 基本構成は上記実施の形態と共通であ
り、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００２７】
　 おいては、連結された突起部２、２をエラストマー材料にて形成していて、
アキレス腱形状により沿いやすくフィットしやすくなることから、一層、アキレス腱及び
足首の指圧効果を高めることができる。
【００２８】
　図６ 実施の形態を示し、但し、本実施の形態の基本構成は上記実施の形態と
共通であり、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００２９】
本実施の形態においては、突起部２、２を連結している連結部３の左右方向の中間部が幅
狭となるくびれ形状にしていて、左右の突起部２、２がアキレス腱形状により沿いやすく
フィットしやすくなることから、一層、アキレス腱及び足首の指圧効果を高めることがで
きる。
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【００３０】
　図７は更に他 示し、但し、 基本構成は上記実施の形態と共通であ
り、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００３１】
　 おいては、突起部２、２を連結している連結部３を突起部２、２に比べて薄
くしていて、左右の突起部２、２がアキレス腱形状により沿いやすくフィットしやすくな
ることから、一層、アキレス腱及び足首の指圧効果を高めることができる。
【００３２】
　図８は更に他 示し、但し、 基本構成は上記実施の形態と共通であ
り、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００３３】
　 おいては、足首に装着した際の突起部２の上下方向の中央部が踵の底面より
約７０ｍｍの位置に配置していて、エアーマッサージ機Ｍを装着した際にアキレス腱部の
左右に突起部２、２を良好に位置させることができ、一層、アキレス腱部の指圧マッサー
ジ効果を高めることができる。
【００３４】
　図９は更に他 示し、但し、 基本構成は上記実施の形態と共通であ
り、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００３５】
　 おいては、突起部２、２を連結している ３が山と谷が交互に形成され
て伸縮が可能な伸縮体（蛇腹体）５にて形成されていて、対の突起部２、２の間隔を使う
人に合わせて調整できるようになり、使う人の足首及びアキレス腱の指圧ポイントに良好
に合わせることができ（同図（ｅ）参照）、一層、アキレス腱部の指圧マッサージ効果を
高めることができる。
【００３６】
図１０は更に他の実施の形態を示し、但し、本実施の形態の基本構成は上記実施の形態と
共通であり、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００３７】
本実施の形態においては、突起部２をエアー袋１の内面に支持するためのバンド状の支持
部６を備えていて、簡単に突起部２、２をバンド状の支持部６、６間に挟んでエアーマッ
サージ機Ｍにセットして取付けることができ、エアー圧による指圧中においても突起部２
、２を位置ずれなく保持でき、かつ、支持部６によって突起部２、２をセットするときの
目安の位置にでき、どんな人でも簡単にアキレス腱部の位置に配置することができる。
【００３８】
　図１１は更に他 示し、但し、 基本構成は上記実施の形態と共通で
あり、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００３９】
　 おいては、突起部２に鍔部７を延出し、鍔部７を支持部６に支持していて、
突起部２、２から延出されている鍔部７をエアー袋の内側の支持部６にセットして取付け
ることができる。
【００４０】
　図１２は更に他 示し、但し、 基本構成は上記実施の形態と共通で
あり、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００４１】
　 おいては、対となる突起部２、２の ３を支持部６に支持していて、突
起部２、２の連結部３を支持部６に支持することにより、連結された突起部２、２の上下
及び左右位置を合わせながらセットして取付けることができる（図１２（ｃ）参照）。
【００４２】
図１３は更に他の実施の形態を示し、但し、本実施の形態の基本構成は上記実施の形態と
共通であり、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
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【００４３】
本実施の形態においては、対となる突起部２、２がアキレス腱に沿う方向に長く形成され
ていて、エアーマッサージ機Ｎに突起部２、２を装着した際にアキレス腱の両側において
長手方向にくぼんだ形状に突起部２、２を位置させてフィットさせることができ、一層、
効果的なアキレス腱及び足首のマッサージをおこなうことができる。
【００４４】
　図１４は更に他 示し、但し、 基本構成は上記実施の形態と共通で
あり、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００４５】
　 おいては、対となる突起部２、２がそれぞれ二つ以上に分離していて、エア
ーマッサージ機Ｎに突起部２、２を装着した際に、アキレス腱の両側に突起部２、２を３
次元的にフィットさせることができ（図１４（ｃ））、アキレス腱及び足首のマッサージ
を、一層、効果的におこなうことができる。突起部２は、例えば、図１４（ａ）（ｂ）の
ように変更することができる。
　図１５ 実施の形態を示し、但し、本実施の形態の基本構成は上記実施の形態
と共通であり、共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００４６】
本実施の形態においては、対の突起部２、２の裏面は、複数本のリブ８…が縦横に現れる
リブ形状にしていて、突起部２を突出した形状を成形する際に、リブ形状によってひけを
生じさせることなく成形できる。更に、リブ８…によって囲繞した部分に空洞部９を形成
することができ、突起部２はリブ８…によって囲繞された空洞部９にて弾力性を持たすこ
とができ（図１５（ｅ）（ｆ）参照）、指圧的なマッサージ作用を得ることができ、フィ
ット性を向上させることができる。
【００４７】
【発明の効果】
　請求項１においては、足首をエアー圧によりマッサージするエアーマッサージ機であっ
て、エアー袋の内側にアキレス腱を中心に左右に対となって指圧する突起部を備え

いるから、エアー袋へのエアーの供給によっ
て発生するエアー圧による足首のマッサージにおいて、エアー袋の内側の対となる突起部
がアキレス腱を中心とする左右のくぼんでいる部分に良好に作用することから、アキレス
腱及び足首を効果的にマッサージすることができるという利点がある。
　

　

　

【００５５】
　請求 おいては、請求 効果に加えて、突起部をエアー袋の内面に支持する支
持部を備えているから、簡単に突起部をエアーマッサージ機にセットして取付けることが
でき、エアー圧による指圧中においても突起部を位置ずれなく保持でき、かつ、支持部に
よって突起部をセットするときの目安の位置にでき、どんな人でも簡単にアキレス腱部位
置に配置することができるという利点がある。
【００５８】
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、突起
部の裏面を複数本のリブが現れるリブ形状にし、突起部を連結部で連結し、連結部の左右
方向の中間部が幅狭となるくびれ形状にして

また、対となる突起部が連結部において連結されていて、対となった突起部の位置が決
めやすく、突起部をアキレス腱の中心に対して左右に良好に配置しやすくなるという利点
がある。

また、対の突起部の裏面は、複数本のリブが現れるリブ形状にされていて、突起部を突
出した形状を成形する際に、リブ形状によってひけを生じさせることなく成形できる。更
に、リブによって空洞部を形成することができ、突起部はリブによって囲繞された空洞部
にて弾力性を持たすことができ、指圧的なマッサージ作用を得ることができ、フィット性
を向上させることができるという利点がある。

また、突起部を連結している連結部の左右方向の中間部が幅狭となるくびれ形状になっ
ていて、左右の突起部がアキレス腱形状により沿いやすくフィットしやすくなることから
、一層、アキレス腱及び足首の指圧効果を高めることができるという利点がある。

項２に 項１の



　請求 おいては、請求項１の効果に加えて、対となる突起部がアキレス腱に沿う方
向に長く形成されているから、エアーマッサージ機に突起部を装着した際にアキレス腱の
長手方向にくぼんだ形状に突起部を位置させてフィットさせることができ、一層、効果的
なアキレス腱及び足首のマッサージをおこなうことができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の一形 示し、（ａ）は全体斜視図、（ｂ）は概略
断面図、（ｃ）は部分断面図である。
【図２】　（ａ）は同上の部分斜視図、（ｂ） 開図、（ｃ）は他
展開図、（ｄ）は説明図である。
【図３】　同上の更に他 示し、（ａ）は分解斜視図、（ｂ）は突起部の正面図
、（ｃ）は側面図、（ｄ）は更に他 正面図、（ｅ）は側面図、（ｆ）（ｇ）（
ｈ）は各々更に他 正面図である。
【図４】　（ａ）（ｂ）は各々更に他 正面図、（ｃ）は使用状態の説明図であ
る。
【図５】　（ａ）は更に他 正面図、（ｂ）は使用状態の説明図である。
【図６】　（ａ）は更に他の実施の形態の正面図、（ｂ）は使用状態の説明図である。
【図７】　（ａ）は更に他 正面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。
【図８】　（ａ）（ｂ）は各々更に他 正面図、（ｃ）は使用状態の説明図であ
る。
【図９】　（ａ）は更に他 正面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線断面図、（ｃ）
（ｄ）は作用を示す説明図、（ｅ）は使用状態の説明図である。
【図１０】　（ａ）は更に他の実施の形態の斜視図、（ｂ）は一部破断した説明図である
。
【図１１】　（ａ）（ｂ）は更に他 正面図、（ｃ）は一部破断した説明図であ
る。
【図１２】　（ａ）は更に他 正面図、（ｂ）は同上の取付け状態を示す斜視図
、（ｃ）は使用状態の説明図である。
【図１３】　（ａ）は更に他の実施の形態の正面図、（ｂ）は使用状態の説明図である。
【図１４】　（ａ）（ｂ）は各々更に他 正面図、（ｃ）は同上の使用状態の説
明図である。
【図１５】　（ａ） 実施の形態の正面図、（ｂ）は一部破断した側面図、（ｃ
）は裏面図、（ｄ）（ｅ）（ f）は説明図である。
【符号の説明】
　１　エアー袋
　２　突起部
　３　
　８　リブ
　９　空
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【 図 ９ 】
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【 図 １ ３ 】
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