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ルルドの人気6アイテム、この春夏はダリアの花がモチーフに
「2019SSリミテッドエディション」限定発売
売上の一部をピンクリボン運動に寄付

シリーズ累計販売台数900万台を突破した、マッサージクッションブランド「ルルド」を展開する株式会社アテックス
（本社：大阪市、代表取締役社長 深野 道宏）は、「2019SSリミテッドエディション」を2019年4月1日より発売
いたします。

2019SSリミテッドエディションは、色鮮やかなダリアの花をモチーフしたロマン
チックなデザインで展開します。ダリアの花びらを立体的に表現しています。

2019年3月6（水）よりアテックス公式オンラインショップにて予約受付を開始いた
しております。
▼アテックス公式オンラインショップ
https://www.atexdirect.jp/

「毎日がんばる女性とそのまわりにいる人がハッピーでいられますように」̶ ̶
そんな願いを込めてルルドはピンクリボン活動を支援します。ルルド2018年
春夏限定デザイン商品の売上の一部をJ.POSH（日本乳がんピンクリボン運動）
に寄付しました（寄付金額：331万6,900円）。これからも乳がんに対する啓発
運動や患者、家族の支援をすすめていきます。

色鮮やかなダリアで極上のリラックス色鮮やかなダリアで極上のリラックス
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HOW TO ENJOY?

がんばる手にごほうびマッサージ。指を1本ずつほぐす温感ケア
指を1本ずつ包むグローブ型のハンドマッサージャー。15層のエアバッグで手のひらだけでなく
指の1本1本までエアーの力でもみ出して手全体の血行をよくします。指を押しもむ「指先コー
ス」と手を包み込む「全体コース」の２つのプログラムから選択でき、ヒーター付きでホットマッ
サージも。
限定デザインは限定カラーとダリアモチーフのスペシャルシール
付きです。

製品名  ハンドケア

品番  AX-HXL180pd

価格  10,000円（税別）

サイズ・重量  約Ｗ170×D185×H100mm / 約700g

定格消費電力  12W（ヒーター５W）

電源コード  約1.8m

付属品  ACアダプター、フェイスシール、スペシャルシール、ビニール手袋

医療機器認証番号  229AABZX00099A01

８つのもみ玉で4ヶ所同時に手でもまれているような心地よさ
8つの偏心させたもみ玉が体のカーブに沿って自在に回転。うねりをともなったランダム
な動きがまるで人の手そのもののような丁寧なもみ心地を再現しています。ヒーター内蔵で
手もみの温もりが感じられ、もみ下げともみ上げを60秒ごとに自動で切り替える仕様です。
どの角度から見ても美しく立体的に表現されたダリアの花びらがお部屋を華やかに演出する
スペシャルなデザインです。

製品名  ルルドプレミアム マッサージクッション ダブルもみ

品番  ピンク AX-HCL228pdp / ローズ AX-HCL228pdr

価格  12,000円（税別）

サイズ・重量  約Ｗ360×L360×H140mm / 約2.2kg

定格消費電力  30W（ヒーター8W）

電源コード  約2m

付属品  ACアダプター

医療機器認証番号  226AABZX00056000

こだわりのもみ玉 ボタンひとつで
簡単操作

ぽかぽか温めながら
しっかりマッサージ

指先コース全体コース

2つのコースで極上マッサージ こんな使い方もおすすめ

※イメージ※イメージ
向きを変えて親指を
集中マッサージ

ハンドクリームで
マッサージ

じんわり
あたたか
ヒーター
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4つのもみ玉で首・肩・腰・足に極上ホットマッサージ
4つのもみ玉が体のカーブにしっかりフィット。本体は触り心地のいい柔らかさなのに、人の
手のもみ感を再現した深もみマッサージでもみ心地は本格派です。蒸しタオルのように温か
なシームレスヒーターが心地よさを倍増させます。
どの角度から見ても美しく立体的に表現されたダリアの花びらをあしらったスペシャルな
デザインでお部屋の雰囲気を華やかに演出します。

製品名  ホット ネックマッサージピロー

品番  ピンク AX-HXL192pdp / ローズ AX-HXL192pdr

価格  9,800円（税別）

サイズ・重量  約Ｗ440×L440×H140mm / 約1.2kg

定格消費電力  10W（ヒーター4W）

電源コード  約2m

付属品  ACアダプター

医療機器認証番号  228AABZX00079000

首筋のコリをつかんでほぐす本格ハンディマッサージャー

首の両側からギュッとつかんでブルブルと振動。首筋に当てると自動的に振動がスタート、
離すとストップするタッチ式電源を採用し、振動とシリコン指圧玉による“強さ自在の
指圧”でコリをほぐします。
2019SS限定カラー＆ダリアモチーフのコサージュヘアゴム付きです。

製品名  ハンディマッサージャー リラビット

品番  AX-KXL3400pd

価格  3,700円（税別）

サイズ・重量  約Ｗ190×D360×H45mm / 約300g

連続使用時間  約6時間 ※使用電池による

付属品  コサージュヘアゴム

医療機器認証番号  230AABZX00004000

じんわりあったか 手もみ感覚の深もみ
マッサージ

ひっくり返して
もみ位置チェンジ

カーブにフィットする
“♡の指圧玉”

フリークリップ構造簡単スタートの
“タッチ式電源”

深部まで届く
パワフル振動

ふわもち
マシュマロわた♡

表面で使用

裏面で使用
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気になるところにつけるだけの本格EMSマシン
お腹や太もも、ヒップなど気になるところにペタッと貼って使えるEMSマシン。筋肉に微弱
な電流を流すことによって収縮と弛緩を繰り返して自分の意思とは関係なくトレーニング
できます。3Hz約10分と、30Hz約10分の2コースを搭載。6段階の強さ調節も可能です。
ダリアモチーフの華やかなジェルシートに仕上げました。

製品名  シェイプアップリボン

品番  AX-KXL5200pd

価格  3,000円（税別）

サイズ・重量  約Ｗ120×D70×H10mm

  約30g（本体、ジェルシート、電池1セット分）

連続使用時間  約2時間

付属品  テスト電池、収納ケース

リアル音波振動でうとうとリラックス
10本の足が頭をしっかりホールド。オーディオスピーカーと同機構の超高速振動の
“リアル音波振動”がブルブルと心地よく広がって、思わずうとうとしてしまうほどリラッ
クスできます。うとうとモードとリラックスモードの2つのコースを搭載。自宅で手軽に
セルフケアできるユニークなヘッドスパマシンです。
2019SS限定カラー＆ダリアモチーフのコサージュヘアゴム＆カラフルなスペシャル
シール付きです。

製品名  ルルド ソニックヘッドスパ エイリラン

品番  AX-KXL3500pd

価格  5,000円（税別）

サイズ・重量  約Ｗ145×D145×H200mm / 約250g

連続使用時間  約60分※使用電池による

付属品  コサージュヘアゴム、専用シール

※波形はイメージです

※波形は
イメージです

うとうとモード
1PUSH

40～100Hz約3分

リラックスモード
2PUSH

40～100Hz約3分

薄型設計×コードレス

使えるジェルシート

ブルブル天国な
リアル音波振動

本体×2
シート×2

リズムトレーニング

3Hz 約10分 30Hz 約10分

しっかりトレーニング

本格EMSマシンで筋トレプログラム

好みで選べる2つのコース
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本リリースに関するお問い合わせ
PR担当：株式会社Casokdo 五十嵐 洋
igarashi@a-ms2.com / tel 03-5436 -7636 / hp 090 -1761-1417 / fax 03 -5436-7637 

INFORMATION

マッサージ器（Lourdes、TOR）、 電気治療器（電位治療器イオネス）、
収納式ベッド、健康機器などの 商品企画・開発・製造及び輸入販売

株式会社アテックス

〒547- 0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
tel：06 - 6799 - 8100（代） fax：06 - 6799 - 8118（代）
公式サイト https: //www.atex - net .co.jp/

事業内容

本社/本社営業本部

ルルドについて

すべての女性の毎日をハッピーに癒したい
2009年に登場したマッサージクッションの発売以来、おかげさまでルルドシリーズ
は累計販売台数900万台を突破しました。癒しの総合ブランドとして、女性の毎日
をいろんなシーンで支える様々なアイテムがラインナップ。使って癒されるだけで
はなく、かわいくてトキメキあふれる、そんなアイテムをこれからもお届けします。

ルルドの春夏限定モデルは新生活をスタートさせる方や、母の日のプレゼントとして毎年多くの方に選
ばれています。足腰、首からハンドケア、EMSマシンまで多彩なアイテムをそろえている2019SSコ
レクション。愛らしさと大人っぽさの両方を備えたダリアの花びらのモチーフは、あらゆる世代の女性
に喜ばれるデザインです。

FOR WHAT KIND OF PERSON?




