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遠赤外線の医療革命 

アタッチメントタイプの革新的な遠赤外線製品 
台湾.米国.日本の技術を結集し、 

開発された製品です 
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遠赤外線は電磁波の一種で、４～１０００ミクロンの波長のことで
す。その中の６～１４ミクロンの波長が「生育光線」と呼ばれます。 

遠赤外線とはなんですか? 
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 太陽光エネルギーの４２％を占め
る赤外線はあなたの皮膚を傷つけ
る心配はありません。遠赤外線に
より人体に備わっている様々な機
能が活性化され、健康に良い影響
を与えます。 

 遠赤外線は水蒸気と二酸化炭素
に吸収されやすく、我々が服を着
たままでは殆ど透過されません。
そのため、着衣のままでは人体に
遠赤外線は殆ど吸収されません。 

 そこで、人体に直接吸収しやすい
安全で便利な遠赤外線応用技術
の開発が求められます。 
 

遠赤外線が安全ですか? 
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*遠赤外線の動作原理 

遠赤外線の動作原理は体の循環機能と大きな関係があります。遠赤外線の最
も重要な役割は、血管壁における内皮型一酸化窒素合成酵素(eNOS)を活性
化させ、一酸化窒素(NO)を増やすことです。 
 

臨床研究では、一酸化窒素が血液循環を調節するために重要な働きをするこ
とが確認されています。血管内皮細胞増殖の修復、血管を弛緩させ血圧を下
げる、血流量を増やす、血管梗塞を溶かす等の効果があります。 
 
1998年にアメリカの3名の生化学者.薬理学者に、体循環に対する一酸化窒素
の重要な原理の発見の功績に対し、ノーベル生理学.医学賞が授与されていま
す。 

Ting-Kai Leung et al, Biomed. Eng. Appl. 
Basis Commun. 21, 317 (2009). DOI: 
10.4015/S1016237209001404 

03 

http://scitechvista.most.gov.tw/zh-tw/jqc/2623/ArticlesImg.htm?keepThis=true&TB_iframe=true&height=470&width=610


*遠赤外線のメカニズム 

遠赤外線には熱効果と非熱効果があります。 
 

熱効果というのは、人体の細胞の表面から
近赤外線のエネルギーを受けて熱が発生し
温かさを感じる現象です。これは物理的なメ
カニズムにより生じる現象です。 
 

非熱効果というのは、体の細胞内部まで遠
赤外線が浸透し吸収されると、体内の様々
な循環機能が改善される現象です。これは
精神的なメカニズムにより生じる現象です。 
 

熱伝導の特性からいうと、熱効果は伝導特
性に起因し、非熱効果は放射特性に起因し
ています。 
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*遠赤外線の応用 

      農業                          畜産        園芸             工業 

 

 

 

 

 

    

生活用品                      ペット                      医療               健康福祉産業 

• 植物の成長を促進する 
• 害虫の被害を防ぐ  

•  動物の赤ちゃんへの加温 
•  動物の免疫力を高める 

•  開花時期を伸ばす 
•  害虫の被害を防ぐ 

• 加熱、乾燥 

• 接合、熱硬化  

• 加温、新鮮効果 

• 食べ物の悪臭除去 
• 免疫力を高める 
• 活力を高める 

• 美顔医療 
• フィステルケア 

•  痛みの緩和 

•  代謝促進 
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 *  遠赤外線素材 
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人工素材 

 有機素材に高温処理を施す（例：竹炭）。 

 高温処理により素材の分子配列を変更さ
せ、遠赤外線の放射率が向上する。 

 微量（1-2%）の遠赤外線素材を繊維に混入
させる。 

 時間の経過とともに高レベルの遠赤外線
効果が減少し、低レベルの遠赤外線効果
に変化する。 

自然素材 

 天然鉱石から遠赤外線放射素材を選別する。 

 素材の選別工程において、鉱石素材、選別方法、固定含有比率、工程技術などは
遠赤外線の放射量に影響を与える。 

 持続的な効果が見られる純粋な素材で、遠赤外線の波長も公式波長比率で測定
可能な素材が良いとされる。 



                 *  遠赤外線の応用製品 
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近赤外線ランプをハロゲン電球に

装着。 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ラ
ン
プ 

セラミックヒーターを高温(>200)

に加熱し遠赤外線を発生させる。 

 

ハ
ロ
ゲ
ン
ラ
ン
プ 

サウナハウスに工業用遠赤外線の

加熱器を使用。 

サ
ウ
ナ
ハ
ウ
ス 

繊維商品や織物商品に遠赤外線

含有素材(カーボンやゲルマニウ

ム)を添加。  

織
物 

治
療
用
装
具 

天
然
鉱
石 

ファブリック保護ベルトに微量

(<1%)の遠赤外線含有素(カーボ

ンやゲルマニウム)を添加。 

塩結晶物、結晶物やチタンなどの

天然鉱石は低レベル遠赤外線を有

している。 



• 例えば、電子レンジはマイクロ波の波長があるので食物を温めることができます。
マイクロ波が食物に含まれる水分子の共振現象を引き起すからです。消費者は電
子レンジを購入する際、放射能だけを確認すれば結構です。多くの科学者によって
その加熱効果が実証済であるため、消費者として電子レンジが本当に食物を温め
られるのかと心配する必要はありません。 

   *  遠赤外線の働きが医療研究上で実証される 

• 遠赤外線は既に３０年以上クリニックに応用さ
れ、多くの研究で生体影響の効果があることが
実証されました。 

• 遠赤外線の光が特定範囲内の波長と関係が
あり、メカ二ズムの面から見ると、身体的な効
果を示し、働きを果たすかどうかは、その強さと
波長によって異なります。 

• ところが、薬の面から見ると、同じ名前の薬でも
成分と分子構造はそれぞれ違います。その働
きと副作用を判明させるため、各々の臨床試験
が必要になります。 
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  *  遠赤外線に対する多国間の臨床研究レビュー 

09 

遠赤外線技術は既に数十年以上医療分野で応用されて
います。日本、アメリカ、ドイツ、台湾などで数多くの遠赤
外線に関する研究が行われ、遠赤外線が様々な病症に
効果があることが実証されています。以下のリストは遠
赤外線の臨床研究例です。これ以外の症状でも遠赤外
線による治療効果が期待されます。 

心臓病 
抗酸化性 
抗炎症性 
予防 
 酸化ストレス 
神経性無食 
高血圧 
動脈の閉塞 
婦人健康 
体重減少 

 

疼痛緩和 
腎疾患 
傷の治癒 
脳性小児まひ 
アレルギー性鼻炎 
慢性心不全 
慢性閉塞性肺疾患  
慢性疲労 
 シンドローム 
慢性疼痛 

慢性疾患 
鬱病 
皮膚シワ＆光老化 
糖尿病 
癌 
関節炎 
線維筋痛症 
その他 



• 従来の臨床研究で使用される遠赤外線療法装置の殆どが放射タイプの製品で
あったため、アタッチメントタイプの遠赤外線製品は革新的なもので、現在までに
突破できない効果も発見されました。 

• 弊社のアタッチメントタイプ遠赤外線製品は遠赤外線の生理的なメカニズムを変
えずに、従来の処理方法を覆しました。また、６～１４µｍの遠赤外線の放射能を
かなり向上したことで、医療においても人体に良い効果を示すことが実証されまし
た。 

    *  遠赤外線に対する臨床研究の将来性 

• 弊社としては将来、専門家や
学者の皆様が遠赤外線に対
して臨床研究を行う際に、ア
タッチメントタイプ遠赤外線製
品を喜んでご提供したい所存
です。ご要望の際は、是非ご
遠慮なく弊社までメールにて
お問い合わせください。 
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          *  遠赤外線の医療応用  
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(A)  リハビリ介護 
 
遠赤外線は血管壁における一酸化窒素(NO)
を増やし、遠赤外線の抗炎症性は炎症緩和
、筋肉と関節の疼痛緩和に役に立ちます。 
遠赤外線は筋肉の弛緩とけいれん緩和に役
に立ちます。 
遠赤外線は神経緩和の効果があり、鎮静と
疼痛緩和に役に立ちます。 
筋肉の向上や関節の柔軟性改善に役に立ち
ます。 
循環の改善と組織修復に役に立ちます。 
疼痛緩和、炎症緩和、腫脹緩和などに役に
立ちます。 
筋肉けいれんの緩和効果があります。 

J Altern Complement Med. 2012 Feb;18(2):175-9. doi: 10.1089/acm.2010.0815. 



        *  遠赤外線の医療応用  
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(B) 腎疾患 
 

遠赤外線は血管壁における一酸化窒素
(NO)を増やし、フィステルの血液流量
を改善し、フィステル硬化症を防ぎ、
瘻孔妨害での重複手術を受けるリスク
を低減します。 
遠赤外線の使用効果は短期間より長期
間使用の方が効果が見られます。毎日
自宅で簡単に使用、装着できるものが
良いです。 
遠赤外線のエネルギーは低いため、衣
服や水蒸気により容易に遮断されてし
まいます。人体に直接装着できるもの
が良いです。 
遠赤外線は、腎疾患のドライスキンの
痒みの緩和にも効果があります。 

Am J Kidney Dis. 2013 Aug;62(2):304-11. doi: 0.1053/j.ajkd.2013.01.015. Epub 2013 Mar 6. 
J Chin Med Assoc. 2009 Mar;72(3):109-16. doi: 10.1016/S1726-4901(09)70035-8. 



          *  遠赤外線の医療応用  
13 

(C) 前立腺ケア 
 

多くの男性は前立腺肥大や前立腺炎症
に苦しんでいます。前立腺が尿道を取
り囲んでいるので、前立腺肥大や発炎
により尿道が圧迫され、頻尿・夜間頻
尿・尿意切迫・排尿困難等の症状が引
き起こされています。 
 
遠赤外線は血管壁における一酸化窒素
(NO)を増やし、炎症を抑え、前立腺周
囲の筋肉緩和に役に立つため、尿道の
圧迫感減少にかなり効果があります。
また排尿の促進と排尿量増加、関連症
状の緩和に効果があります。 



 *  遠赤外線の医療応用  
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(D) 疼痛管理と手術後ケア 
 

医療研究によると遠赤外線は損
傷した皮膚細胞組織の再生・増
殖に効果があり、その修復を加
速させることができます。手術
後や受傷後のケアに役に立ち、
部分的な修復と感染防止に効果
があります。 
 
遠赤外線は血管壁における一酸
化窒素(NO)を増やし、 受傷の部
分とそれに起因する痛感を低減
することができます。 

Yonsei Med J. 2006 Aug 31;47(4):485-90. 



 *  遠赤外線の医療応用  

(E) 病原菌細胞の除去  
 

病原菌細胞は、腫瘍組織に過密乱雑な導管が配置され、熱が蓄積され
やすい。ガン細胞は高温に弱いため、40~43℃で殆ど死滅する。 
 
従来の温熱療法では表面だけの加温になるため、底部の腫瘍組織まで
加温が十分に及ばなかったが、遠赤外線利用では人体の芯まで温めら
れるので、体内深部までの加温効果がある。非耐熱性のガンの細胞活
動を抑えることが可能。 

Thermal Medicine (Japanese Journal of Hyperthermic Oncology), Vol. 22, 
pp.239-245 (2006) .サーマル メディシン （日本ハイパーサーミア学会誌）第２３
巻, pp.239-245 (2006) . 
Med Oncol. 2008;25(2):229-37. Epub 2007 Oct 30. メディカル オンコロジー
2008;25(2):229-37. イーパブ 2007 Oct 30. 
Anticancer Res. 1999 May-Jun;19(3A):1797-800. アンチキャンサー リサーチ
1999 五月号-六月号;19(3A):1797-800. 
Anticancer Res. 1999 Sep-Oct;19(5B):4125-30. アンチキャンサー リサーチ  
1999 Sep-Oct;19(5B):4125-30. 
Am J Chin Med. 2002;30(4):495-505. アメリカン.ジャーナル.オフ.チャイニーズ.メ
ディスン2002;30(4):495-505. 
Journal of Medical and Biological Engineering, Vol 29, No 1 (2009) ジャーナル.
オフ.メディカル.アンド.バイオロジカル.エンジニアリング第２９巻, No 1 (2009) 
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*  遠赤外線の医療応用  

(F) 美顔医療 
 

遠赤外線により、血液循環が促進されると、新陳代謝が活発になり、細
胞活性化が促されます。遠赤外線には人の生理面に対して特殊な効果が
あります。美顔医療分野においては、遠赤外線は肌質の改善、シワの減
少やシミの抑制などに効果があります。 
 
遠赤外線は傷の治癒促進と美容外科の感染防止に役に立ちます。 

Yonsei Med J. 2006 Aug 31;47(4):485-90. 
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*  遠赤外線の健康への応用 

(A)  苦痛低減と疼痛緩和 

我々は神経・脳を通して痛みを感じます。神
経は痛みが変化した情報を脳に伝えること
で、脳がこの情報を“痛み”と判断して我々
に感じさせます。しかし、脳にも情報の判断
を間違えるときがあります。例えば、我々が
アイスを食べているときに脳が“頭痛”と判
断するときがあります。 

長時間に亘る苦痛や苦悩はよく自律神経障
害を引き起こします。自律神経障害は脳の
判断を混乱させ、苦痛を感じさせます。 

遠赤外線は体内深部まで温めるので、循環
促進と自律神経不調の改善に役に立ちま
す。運動後の痛みの改善や筋肉・靭帯損傷
に起因した長時間に亘る苦痛緩和に効果
があります。 

Psychother Psychosom. 2005;74(5):288-94. 
Arch Phys Med Rehabil. 2003 Mar;84(3):335-42. 
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2009;2009:1589-91. doi: 
10.1109/IEMBS.2009.5334124. 
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*  遠赤外線の健康への応用 

(B) 月経痛緩和  

生理直前から前半まで、プロスタグランジンという物質が急に増えま
す。この物質は子宮の収縮を促して生理の経血を身体の外に排出す
る役割を果たします。この量が多すぎると収縮が強くなりキリキリとし
た痛みが発生します。遠赤外線は血管壁における一酸化窒素(NO)を
増やし、子宮を鎮静させ月経痛をやわらげる効果があります。 

J Altern Complement Med. 2011 Dec;17(12):1133-40. doi: 10.1089/acm.2010.0635. Epub 2011 Nov 21. 
Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:240314. doi: 10.1155/2012/240314. Epub 2012 Dec 18. 
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*  遠赤外線の健康への応用 

(C) 体内の酸素量の増加  

我々の体は血液循環によって酸素と栄養素が体内の各器官に運ばれています
。遠赤外線は血管壁における一酸化窒素(NO)を増やし、血管拡張を促します。

これは、血液酸素の増加、筋力向上、筋肉の耐久性アップに非常に役に立ちま
す。同時活力の向上を促し、病気と老化を予防します。 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
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*  遠赤外線の健康への応用 

(D) 循環改善 

手足の冷え症に苦しんでいる人が多いで
す。原因としては、手足の血液循環が良く
ないことです。血液循環を通し、我々の細
胞は酸素と栄養分を受け取り、同時に廃
棄物を排泄します。 
 

遠赤外線は体内深部まで肌を温め、血管
壁における一酸化窒素(NO)を増やします

。遠赤外線は血液循環を促進し、冬場の
手足の冷え症を緩和させます。 

J Cardiol. 2012 Mar;59(2):117-22. doi: 10.1016/j.jjcc.2011.12.006. Epub 2012 Feb 16. 
J Cardiol. 2011 Jan;57(1):100-6. doi: 10.1016/j.jjcc.2010.08.005. Epub 2010 Sep 29. 
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(E)新陳代謝 

遠赤外線は血管壁における一酸化窒素(NO)を増やし、動脈の弾性向上と収縮

力向上に役に立ちます。遠赤外線は動脈内皮組織に良い効果があり、アテロー
ム性動脈硬化症の血管を保護します。また代謝症候群の血液循環を向上させ
ます。 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
Diabetes Technol Ther. 2007 Dec;9(6):535-44. 
Canadian Journal of Diabetes Volume 34, Issue 2 , Pages 113-118, 2010 
Volume 34, Issue 2 , Pages 113-118, 2010 Canadian Journal of Diabetes 

*  遠赤外線の健康への応用 
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(F) 体のPH中和 

遠赤外線は血管を拡張し、人体の新陳代謝を促進します。関節痛や血中高尿酸
や酸化合物に起因した痛風による疼痛を緩和します。 

Clin Rheumatol. 2009 Jan;28(1):29-34. Epub 2008 Aug 7. 

*  遠赤外線の健康への応用 
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遠赤外線療法と従来温熱療法の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来温熱療法では諸症状を緩和しますが、遠赤外線療法ではさらなる効果が見られ
ます。遠赤療法は、血液循環を改善し痛み等のほぼ全ての症状を緩和します。 

項目 従来温熱療法 遠赤外線の療法 

カテゴリー アタッチメント加熱 アタッチメントタイプと放射線 

伝達方式 熱伝導方式 熱伝導方式と放射線方式 

治療深度 体の表面から１㎝ぐらい 5cmの深さの体内深部まで浸透することができます。 

治療原理 加熱効果 加熱効果ではありません。 

治療時間 一回最多３０～４０分間 制限なし 

リスク 焼けどやドライスキン 無し 

効果 痛み緩和や関節の運動など症状の緩和 循環促進や損傷治癒促進など実効果がある改善 

23 



*  遠赤外線の新知識 

製品タイプ 
深度 
(cm) 

強度 
(MW/cm2) 

アタッチメント 0.3 45 

放射 10 20 

放射 30 2.2 

遠赤外線の効果 vs. 深度 
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遠赤外線療法の強度と深度の関係 

 遠赤外線は光波の一種です。遠赤外線の放射線は距離と反比例します。 

 遠赤外線は体に近付ければ近付けるほど良い効果をもたらします。 

 外形が大きく高放射性高温の遠赤製品は人体に装着することには不向きです。 

 放射性タイプの製品は効果を発揮するのに人体から20～30cm話すことが必要です
が、アタッチメントタイプの製品は直接人体に装着することができます。 



 放射性タイプの遠赤外線製品を使用する場合

、人体から話して使用する必要がありますが、

アタッチメントタイプの製品はそのまま体に装

着することができます。利便性が高く、容易に

装着ができます。 

FIR 
(入射) 

遮断物 

FIR 
(通過) 
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遠赤外線の透過力 

 遠赤外線は比較的長い波長を持っていますが、エネルギーは弱いです。 

 遠赤外線はほぼ全ての衣服によって遮蔽され、吸収されてしまいます。  

 繊維の中でも特に綿類の衣服が一番遠赤外線を吸収します。厚み１mm程度の綿類の

衣服で遠赤外線は完全に遮蔽されます。 

 



*  遠赤外線の新知識 

0 5 10 15 20 25 30 35 

<3μmの近赤外線を
含有している製品 

医療遠赤外線 
放射波長 

3 

放射スペクトル 
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遠赤外線と近赤外線の違い 

 人体に有益な赤外線の波長は 6～14 μmです。これは細胞の活性化と血液の
循環改善に役に立ちます。  

 3μm以下の赤外線を近赤外線と呼ばれます。近赤外線は体の表面を温めます
が、深部までは温めません。  

 リテール製品の一部は高い比率の近赤外線(<3μm) を含んでいますので、商
品を選択するときはご注意下さい。 

 



なぜ遠赤外線が医療現場で十分に普及していないのか? 

 粗悪品: 製品に遠赤外線効果が十分に活用されていない。あるいは全く効果がない。 

 低い効能: 放射率が低い。短時間で効果が減衰する。使用者が治療効果を感じられ
ない。 

 不便: 長時間使用ができず、場所と使用方法が制限される。 

 高価: 使用者の支払いが難しい価格設定。 

 

 

*  遠赤外線の新知識 

どのような遠赤外線製品を選択したらよいですか？ 
 素材: 使用者にとって付け心地の良い天然素材
が良い。 

 効果: 放射率等の証明書があり、短時間でも効
果が実感できるもの。 

 技術:高い安全性、利便性、永続性効果、安定効
果などを有するもの。 

 価格: 使用者にやさしい価格設定 
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素材 

 天然鉱石から高い遠赤外線放射性を有
する素材を選択します。 

 高い研磨技術でナノグレードまで磨きま
す。 

 測定と評価を繰り返し、ベストな製造方
法を実現します。 

 ラボでの実質測定で34℃の温度で放射
率が約85%あるもの。 

 60℃までの加熱で、放射率が向上。 

 有害放射線無しの素材。 

*  アタッチメントタイプ遠赤外線製品の特徴 
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コーティング技術 

遠赤外線セラミックナノ粉末と耐
熱性のある無害のソフトゲルを混
成して新しい遠赤外線フィルム素
材を開発しました。ソフト材料な
ので、多様な表面に塗布すること
が出来、人体にも装着することが
できます。 

*  アタッチメントタイプ遠赤外線製品の特徴 
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革新的な温熱技術 

 加熱により遠赤外線の放射率の変更が可能。 

 柔らかいナノ.カーボンヒーティングフィルムの新開
発。 

 速い加熱効果、どこにも平面的に装着でき、電源
消耗率が低い。 

 我々のフレキシブルな遠赤外線フィルムを応用し、
ファブリックアタッチメントタイプの治療装具を開発
した。 

*  アタッチメントタイプ遠赤外線製品の特徴 
30 



台湾綜合研究院 
（Taiwan TRI） 
温度: 34 ℃ 
放射率: 85% 

台湾工業技術研究院
（Taiwan ITRI） 
温度: 60 ℃ 
放射率: 92% 

韓国KCL 
(Korean KCL) 
温度: 60 ℃ 
放射能: 45 mW/cm2 

                              高い放射率                            放射能 

*  アタッチメントタイプ遠赤外線製品の特徴 
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広く応用でき、使いやすい 

                 運転                             仕事                           歩行 

              レジャー                              睡眠                                 運動 

*  アタッチメントタイプ遠赤外線製品の特徴 
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*   アタッチメントタイプ遠赤外線の製品 

モデル 

家での使用 
個人用ナース 

プロ専用 
病院 & クリニック 

血液透析 
特殊用途 

イージー. 
ウエア(S) 

イージー. 
ウエア(L) 

イージー. 
パッド(S) 

イージー. 
パッド(L) 

内シャント. 
マシン（AVF) 

写真 

遠赤 

パッド 
130x75x3 mm 200x100x3 mm 250x360x5 mm 250x60mx5 mm 200x100x3 mm 

サイズ 
9x35 cm 
9x55 cm 

12 x120 cm 26x37x1 cm 26x61x1 cm 15x30x10 cm 

電源 DC 5V / 3W DC 5V / 5W DC 24V / 45W DC 24V / 72W DC 7.5V / 15W 

適用 頭部、首、肢 
     肩、背、 
腰、尻 

頭部、首、肢 
    肩、背、 
腰、尻 

動静脈瘻 
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*  アタッチメントタイプ遠赤外線の製品 

家で使用できる個人用ナース 

•  項部硬直 
•  テニス肘 
•  手根管症候群 
•  膝関節症 

•  痛風 
•  リウマチ性関節炎 
•  足底筋膜炎 
•  渦状静脈 

•  末端冷え性 
•  捻挫 

イージー.ウエア 
(S) 

オプション高級保護サポーター 

首 肘 手首 膝 足首 

内容物 
治療パッド(7.5x13cm)、イージ
ー.ウエア(手用)、イージー.ウエ
ア(足用)、電源線、充電器 
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*  アタッチメントタイプ遠赤外線の製品 

家で使用できる個人用ナース 
•  五十肩  
•  脊柱側湾  
•  神経変性疾患 
 

 
 

•   腰痛 
•  骨棘 
•  坐骨神経痛 
•  月経痛 
 
 

•  前立腺 
•  炎症  
•  前立腺症 
•  捻挫 
 
 

肩 背 腰 尻 

内容物 
治療パッド(10x20cm)、イージーウエア(L) 、電源線、充電器 
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イージー.ウエア 
(L) 



*  アタッチメントタイプ遠赤外線の製品 

プロ専用 / 病院 & クリニック 
適用機能 

 

 

 

 

 

 

 

柔らかく、快適に使

用できます。体の部

位全てに適用。  
直接体に装着できる

ので、受傷部位の早

期の治療効果が期待

できます。 

ハイレベルな安全性 

 

 

 

 

 

 

  DC 電源、安全かつ

有害電磁波フリー 
過度加熱防止と過

大使用の防止。ス

マート温度管理シ

ステム付き。 

無感染 
 

 

 

 

 

 

 

外部ジャケットが脱

着可能なので、使い

捨てのフィルムを使

用することができま

す。相合感染を防ぎ

、すべての医療装具

に併用することがで

きます。 

使いやすい & 便利 

 

 

 

 

 

 

専門的な訓練なしで

装着可能。 
省スペースで置き場

所を取ることなく使

用が可能です。 

内容物 
イージー.パッド (S): 治療パッド(25x36cm)、ジャケット (S)、充電器 
イージー.パッド (L): 治療パッド(25x60cm)、ジャケット (L)、充電器  
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イージー.パッド 
 (S) & (L) 



*  アタッチメントタイプ遠赤外線の製品 

特殊用途 /血液透析 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  開放的なデザイン 
•  角度を変えることが可能 

 

 

 

 

 

 

 

 
•病院やクリニック向けの

使い捨てのフィルムの併

用可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 分離式治療パッド 

•他の装具と併用すること

が可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  9段温度調節 
•  タイマー使用・連続使用可能 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  最大15W 
•  省エネ 

 

 

 

 

 

 

 

 
•小さく、装着しやすいサイ

ズ 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  保護サポーターと併用可能。 
•   着衣での使用可能。 

 

 

 

 

 

 

 
•放射タイプ製品より５倍優れ
た能力。 

内容物: 治療パッド(10x20cm)、AVF扱いユニット、充電器 
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フィステル扱い 
マシン 



*  アタッチメントタイプ遠赤外線製品と現在の市販遠赤
外線製品との効果の違い 

• 通常、市販の遠赤外線製品では放射率を表示しますが、放射能が殆ど表示されて
いませんでした。なぜなら、放射能が非常に少ないか、或いはあまり治療効果が無
いからです。放射率と放射能は全く違うものであり、放射率は比率数値で、放射能
は絶対数値になります。放射率は比率数値の理論値だけで、寸法の大きさによる
要素と放射能の総量は考慮されていません。例えば、小さい車にフルパワーをかけ
たとしてもスーパースポーツカーをオーバードライブさせることも出来ないのと同じで
す。 

• そのため、放射能は我々に吸収さ
れる遠赤外線の総量を影響する大
きな重要要素となります。弊社のア
タッチメントタイプ遠赤外線製品は
従来の市販製品より5倍以上の放
射能を有することが既に実証されま
した。それに応じて、生体に対する
効果もかなり違います。 
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• セラミックランプ 

 

*  現在市販されている遠赤外線応用製品との比較 

特性:セラミックヒーターを加熱して遠赤外線を発
する仕組み。 

長所: 長く市販されており、利用者が多い。 
短所: 温度が高いため、ランプから30cmの距離

を取った使用を  しなければならない。 
           60分間以上の使用は不可。 
           近赤外線を含んでいる。 
          

アタッチメントタイプ遠赤外線のメリット 
1) 医療レベル温熱技術を採用しているため、

人体に直 接装着可能。 
2)   携帯に便利でいつでもどこでも使用可能。 
3)   高い遠赤外線放射効果を確認済み。 
4)   安全な近赤外線フリー商品。 
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特性: ハロゲンランプの中に濾波器を設置。 
          (光波が濾過され、遠赤外線無しの光源。) 
長所: 値段が安い。 
短所: ランプ寿命が短い。 
           高い近赤外線を含んでいます。 
           低い遠赤外線放射率 
           高温型ランプ 
 

アタッチメントタイプ遠赤外線のメリット 
1)   持続的で高い遠赤外線放射効果を確認済み。 
2)   安全かつ低温で、近赤外線はない。 
3)   低電源消耗で、有害な電磁波はない。 

• ハロゲンランプ (遠赤外線無し) 



• サウナハウス 

特性: 遠赤外線の加熱プレートやチューブを使用。 
長所: 製造しやすい。外見が良い。 
短所: 高価で、広い室内の置き場所が必要。 
           工業用加熱器を使用しているため、安全ではない。 
           扱い時期と方法に制限あり。 
 

アタッチメントタイプ遠赤外線のメリット 
1) 消費者に優しい価格設定。 
2) 携帯に便利でいつでも使用可能。 

3) メディカルレベルナノカーボンフィルム加熱技術を採用
しているので、直接人体に装着可能。 

4) 柔らく、緊密的に人体に装着することができる。 

 

*  現在市販されている遠赤外線応用製品との比較 
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• 織物 

 
特性: 炭やゲルマニウム(1-2%)などの遠赤外線の素材

を織物に混入。 
長所: 安価な大量生産。 
短所: 低い遠赤外線放射率(<10%)。 
            時間の経過とともに遠赤外線の放射率が減衰。 
           温熱効果が低い。 
 
アタッチメントタイプ遠赤外線のメリット 
1) 高い遠赤外線の放射率を確認済み。 

2) 持続的な効果があり、時間の経過とともに遠赤外
線の放射率が減衰しない。 

3) メディカルレベル加熱技術によって処理効果を向
上させた。 

4) 高い遠赤外線放射率の天然素材を使用。 



• 治療サポーター 

 
特性: カーボンや鉱石粉末等の従来の加熱材を使用して

いる。  
長所:  便利で、価格が安い。 
短所:  非常に低い遠赤外線放射率(殆どありません）。 
            温度コントローラーが必要で、燃えるリスクが高い。 
      従来の加熱器を採用しており、持続的な加熱効果 
            がみられない。 

 

アタッチメントタイプ遠赤外線のメリット 
1) 高い遠赤外線の放射率を確認済み。 
2) メディカルレベルナノカーボンフィルム加熱 

3) 持続的な加温が可能で、直接人体に装着するこ
とがで  きる。 

4) 低電源消耗で、有害な電磁波は発生しない。         

*    現在市販されている遠赤外線応用製品との比較 

 

41 

• 天然鉱石（塩結晶物、結晶物や
チタン） 

 特性: 天然鉱石が遠赤外線を有しています。 
長所: きれいで、宝石や装飾品になります。 
短所: 高価で、サイズが大きく重い。 
            放射率が低い。(<50%) 
            有害な放射線を含んでいる場合がある。 

 
 
アタッチメントタイプ遠赤外線のメリット 
1) 比較的安価で、長期間装着可能。 
2) 高い遠赤外線の放射率を確認済み。 

3) 安全な天然素材を採用しており、有害な放射
線は 含んでいない。 



遠赤外線の医療革命 

あなたの遠赤外線個人ナース 
 
 

WINE-FONT INTERNATIONAL COMMERCE CORP. 
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