逆さぶら下がり健康器 オーナーズマニュアル
FitSpine LX6, LX7, LX8, LX9 Inversion Table

安全性に係わる重要指示事項

本器具を使用する前に全ての指示事項をお読みください

警 告
下記の指示・警告に従わなかった場合は死亡や重度の傷害が発生する可能性があります
ケガ発生防止のために
● すべての指示事項を読み理解し、同梱されている他の資料を確認すること。また器具を使用する前には点検すること。この器具の適切な
使用方法を熟知する事、これらの指示に従わない場合の逆さぶら下がり固有の危険性（頭や首から落ちる、挟まれる、巻き込み、器具の
故障、または既存の病状を悪化させる等）を理解することは、お客様の責任です。本器具の所有者はこれを使用するすべての人へ正しい
使い方と注意事項を伝える責任を負います。
● 医師の許可を得るまでは使用しないでください。逆さぶら下がりは、血圧の上昇、頭蓋内圧の上昇、逆位の機械的ストレスによってより
重症化したり、機器の操作能力に影響を及ぼす可能性のある医療や健康状態では禁忌とされています。 これにはケガや病気だけでなく、
あらゆる薬やサプリメント（処方されたものや市販のもの）の副作用も含まれます。具体的な条件としては以下のものが挙げられますが、
これらに限定されるものではありません。
・原因不明のしびれ、脱力感または神経障害、痙攣、睡眠障害、ふらつき、めまい、見当識障害、疲労感、または体力、運動性、注意力、
または認知能力に影響を与える、神経学的、その他の状態。
・外傷、頭蓋内出血の既往歴、一過性脳虚血や脳卒中のリスクの既往歴、重度の頭痛等の脳の状態。

・高血圧、脳卒中の発生リスクの増加、または抗凝固剤の使用（高用量のアスピリンを含む）などの心臓または循環器系の状態。

・著しい脊椎湾曲、関節の急性腫脹、骨粗鬆症、骨折、脱臼、髄内ピン、または外科的に移植された整形外科的支持体などの骨、骨格
または脊髄の状態または損傷。
・目、耳、鼻、の外傷、網膜剥離、緑内障、視神経高血圧症、慢性副鼻腔炎、中耳または内耳疾患、乗り物酔い、またはめまいなどの
平衡感覚異常の状態。
・重度の逆流性食道炎、裂孔またはその他のヘルニア、胆嚢または腎臓病などの消化器系または内科系の疾患。
・妊娠、肥満など、医師によって運動が特別に指示、制限、または禁止されている状態。

● 足首止め具が適切に調整され、正しく機能しているか、足首が確実に固定されているかを器具を使用する際は常に確認して下さい。
「聞く」「触る」「見る」ことで足首止め具がしっかりと安全にセットされているかを器具を使用する前に毎回テストして下さい。
● 器具を使用する際はテニスシューズのような靴底が平らな紐靴を着用して下さい。
● 厚底の靴、ブーツ、ハイトップ、または足首よりも長い丈の靴など、足首のロックシステムの機能を妨げる可能性のある履物を着用しな
いでください。
● 本器具は使用する人の身長・体重に合わせて適切に調整されてない状態では使用しないで下さい。不適切な調整で器具を使用すると急速
に回転したり、起き上がりが困難になる場合があります。初心者や精神的、身体的に不安がある場合は監督役のアシスタントを受けましょ
う。毎回の使用前には器具が使用者固有の調整が正しくされているかを確認して下さい。
● 起き上がる時は上半身を起こしたり、頭を起こしたりしないで下さい。起き上がる時は膝を曲げ、身体を足先の方へスライドさせ重心の
位置をずらします。完全な逆さま状態でロックがかかっている場合は「完全なぶら下がり状態から戻る方法」に従ってロック状態を解除
してから起き上がって下さい。
● 器具の使用中に痛みやふらふら感、めまいなどを感じた場合は直ちに使用を中止して下さい。速やかに元の姿勢に起き上がり、状況回復
後に器具から降りて下さい。
● 身長が 198cm 以上の方、もしくは体重が 136kg 以上の方は使用しないで下さい。構造的な故障が発生したり、頭部 / 首がぶら下が
り中に床面に衝突する可能性があります。
● 子供に本器具を使用させないで下さい。子供、ペット、付添人は器具使用中は器具から遠ざけるようにして下さい。本器具は身体的、
感覚的、精神的能力に問題がある状況で使用しないでください。その人の安全に責任を持つ人が器具の使用に関して監督と指示を与えな
い限りは使用しないで下さい。
● 子供がいる場所では本器具を使用可能な状態で放置しないで、折りたたんで床に寝かせて保管して下さい。屋外で保管しないで下さい。
● 本器具の使用中に激しい動きはしないで下さい。またウェイト、ゴムバンド、その他のエクササイズやストレッチ器具、メーカーが承認
したアタッチメント以外は使用しないでください。本器具はこのマニュアルに記載されている意図された用途にのみ使用してください。
● 開口部に物を落としたり入れたりしないで下さい。髪の毛、服、アクセサリー、身体の一部などは可動部に近づけないよう注意して下さい。
● 商用、レンタル、施設では使用しないでください。本製品は屋内、家庭用商品です。
● 眠気や見当識障害を引き起こす可能性のある薬物や、アルコール、薬の影響が出ている状況においては器具を使用しないで下さい。
● 使用前には毎回器具を点検し、ねじ類がしっかり締まっているかを確認して下さい。
● 故障や不具合のある部品はすぐに交換し、交換・修理が完了するまでは器具を使用しないで下さい。
● 本器具は平坦な床の上で、浸漬や落下の事故につながる可能性のある水や棚からは離れた所に設置して下さい。
● 本体に貼付された追加の注意書きも参照して下さい。ラベルやマニュアルが紛失、破損、読めない等の状態になった際は販売店へ連絡し
て下さい。

この説明書は取り外さないでください。紛失や破損した場合は付け替えてください。
This product is Listed by
Underwriters Laboratories Inc.
Representative samples of this
product have been evaluated
by UL and meet applicable
safety standards.

This product is Listed by
Underwriters Laboratories Inc.
Representative samples of this

本マニュアルの入手、データのダウンロードは販売店もしくは輸入元にお問い合わせください
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ユーザーセッティング

逆さぶら下がり健康器 オーナーズマニュアル
−P２
FitSpine LX6, LX7, LX8, LX9 Inversion Table
本文の画像と実物はモデルによって異なることがあります

本器具には使用者の体型やニーズに合わせて４つの設定が必要です。じっくり時間をかけて適切な調整を行ってください。
本器具を使用する前には毎回必ず 器具が使用する人の設定になっているかを確認してください

警 告
正しく設定が行われなかった場合は、ベッドが急に回転したり、ポジション復帰が困難になる場合があります

ローラーヒンジ：３つの穴から選択する
ローラーヒンジは回転速度や動作に対する反応の大きさを制御します。
ローラーヒンジには３つの穴があり、使用する人の体型や反応速度
（右表を参照）によって選ぶ穴が違います。本器具を初めて使用する方
は「初心者/90度未満のぶら下がり」の設定で行ってください。

より反応が大きい

ピボットピン

体重
36 〜 54kg
54 〜100kg

A

ピボットピンに近い

上部穴

★
★

B

100〜136kg

ローラーヒンジの設定を変更する

初心者/90度未満のぶら下がり

より反応が小さい

中央穴

C 下部穴

ピボットピンの反対側

★
★ 完全なぶら下がりを行う場合

1．メインシャフトを固定するロックピンを引き、メインシャフトを一番最後の穴のところまで縮めます（足首止め具近くにある折りたたみ時用の穴）。
ピンを離してシャフトを固定します。
［図１］
２．器具本体の正面に立ち、使用するときとは逆の方向にベッドを回転させ［図２］、A フレームのクロスバーに預けます。
３．ローラーヒンジのピボットピンの下付近を掴み、ピボットピンを覆うフックロック（バネ式になっています）先端部を親指で押し開き、その状態で
ベッドフレーム左右両側を持ち上げ［図３］A フレームから取り外し、そのままベッドフレームを床に置きます。
4. 両側のカムロックを引き上げます。ローラーヒンジをブラケットピンから外して希望の穴設定に前後にスライドさせて変更します［図４］
ブラケットピンが左右ローラーヒンジの同じ穴に はまっている事を確認し、カムロックを倒して固定します。
5. 再びベッドフレームを A フレームのヒンジプレートに収めます［図５］。セルフロックピンがピボットピンにかかっていることを確認し、ベッドを
回転させ通常のポジションに戻してから、メインシャフトの長さを調整します。
［図 6］

［図１］

［図 2］

［図 3］

［図 4］

［図 5］

［図 6］

メインシャフト：身長の設定
1．器具本体の左側に立ち、ロックピンを右手で引き、そのまま左手でメインシャフトをスライドさせます［図７］。この時メイ
ンシャフトを伸ばす場合はベッドフレームを水平よりも下向きに、メインシャフトを縮める場合はベッドフレームを水平
より上向きにするとスムーズに調整できます。
２．まず自分の実際の身長に一番近い目盛りの１目盛り上（例えば実際の身長が 175cm であれば 178cm の目盛り）に
合わせて調整を始めます。これはベッドが速く回転しすぎないようにするためです。この設定で合っているかはこの後の
工程で確認します。あなたの正しい身長の設定は身体の重心バランスによって実際の身長とは多少ずれる場合があり
ます。

［図 7］
本体ラベル「①Set Height」 ３．ロックピンを離し、メインシャフトを固定します。ピンに指をはさまないよう注意してください。
またピンがシャフトを貫通し反対側にピンの頭が出ている事を確認してください。

アングルストラップ：角度のプリセット

ベッドの回転角度を制限するためにアングルストラップをテーブルベッド裏側のU字型金具にとりつけます。
ベルトのバックルをスライドしてベルトの長さを変える事によってベッドの最大回転角度を調整することができます。完
全な逆さぶら下がりを行う場合はベルトを取り外してください。

アンクルコンフォートダイヤル：高さを調整する

［図 8］
本体ラベル「②Set Angle」

アンクルコンフォートダイヤルは回転させる事によって「高」と「低」約2.5cmの高さ調整が可能です。アンクル
コンフォートダイヤルは足首の一番細い部分に後ろ側の足首止めのパッドがあたるように（足の甲と前足首止めパッド
が一番近くなるように）調整します。これにより逆さぶら下がり中にベッドフレームの上で身体がずり下がって重心の
場所が移動することを防ぎ、回転をコントロールしやすくなります。

［図 9］

使用前の準備

逆さぶら下がり健康器 オーナーズマニュアル
−P3
FitSpine LX6, LX7, LX8, LX9 Inversion Table
本文の画像と実物はモデルによって異なることがあります

逆さぶら下がり健康器を使用する前に
ベッドがスムーズに最後まで回転し、また元の位置に戻るかを確認してください。すべてのネジ、ボルト類がしっかりと締まっているか確認して
ください。器具の前後、上方向に十分なクリアランスがあることを確認してください。

警 告
足首が正しく確実に固定されずに器具を使用すると重大なケガや死亡事故につながる可能性があります。

毎回の使用ごとに足首止め具のパッドが足首の一番細い部分にぴったりと密着しフィットしているかを確認すること。
毎回の使用ごとにテニスシューズのような靴底が平らで靴紐があるタイプの靴を着用すること。厚底の靴、ブーツ、ハイトップ、
または足首よりも長い丈の靴など、足首のロックシステムの確保を妨げる可能性のある履物を着用しないこと。
「うつ伏せ」の状態で使用しないこと。足首を固定する前に上半身をベッドに倒したり、ぶら下がりを行わないこと。

足首を固定する
逆さぶら下がりを行う前に、下記要領にて足首を確実に固定してください。
1．器具本体に背を向けて立ち、手すりを掴んで体勢を安定させた状態でプラットフォームの上に乗りメインシャ
フトのどちらか一方の横に立ちます（A フレームのクロスバーが足の後ろにある状態）
［図 10］。メインシャフト
に近い方の足を上げ、メインシャフトを挟んで反対側に足をおろしメインシャフトをまたぎます。
２．足首止め具が閉まっている場合はハンドル部を上からつかんで青いボタンを押し込みます。その状態で少しだ
け更に手前に引いた後、奥（前方）へ押し倒し足首止め具を開いてからハンドルから手を離します。
［図10］

３．腰をベッドフレームの下部へ預け体勢を確保してから片方ずつ足を横側からスライドさせて前足首止めパッド
を後ろ足首止めパッドの間に入れ、コンフォートダイヤルの上に乗ります。
［図 11］
この時靴を履くように上から足を入れないでください［図 11A］。器具に乗る時はプラットフォームかコン
フォートダイヤルのどちらかに足を置きそれ以外の部分は踏み台にしたり足をかけたりしないでください。
4. 足首を後ろ側の足首止めパッドにぴったりと密着させ、パッドをわずかに下向きに回転させます。そうする事で
逆さぶら下がりを行った時により足首にフィットし快適になります。
［図 12］
5. 前後の足首止めパッドが足首の一番細い部分にしっかりと密着するまで足首止め具のハンドルを手前（足側）に

［図11］

引き［図 13］、パッドが足首にぴったりと密着するところで離します［図 14］。パッドが足首の細い部分に
フィットしない場合はコンフォートダイヤルで高さを調整してください。ハンドルを軽く前後に動かし、
しっかりとロックされているかを確認してください。ぶら下がり中に靴や衣服の一部などが足首止め具に
ひっかかったり、はさまったりしないよう確認してください。

［図11A］

本体ラベル「③Lock Ankles」

［図12］

［図13］

［図14］

逆さぶらさがり健康器を使用する前には毎回「聞く」「見る」「触る」「試す」ことで足首が確実に
固定されていることを確認してください。
「聞く」… 足首止め具ハンドルがカチッとロックする音を聞いて確認
「触る」… 足首止め具ハンドルがしっかりロックされているか前後に動かして確認
足首止め具パッドが足首の一番細い部分に当たっている感触を確認
「見る」… 足首止め具ハンドルが手前に引かれロックされているか見て確認
足首止め具パッドと足首の間に隙間がないか見て確認
「試す」… 足首がしっかり固定されているかパッドから足が抜けないか、足を引いて試して確認。
ベッドを回転させる前には毎回足が抜けない事を確認してください。

使用前の準備（つづき）

逆さぶら下がり健康器 オーナーズマニュアル
−P4
FitSpine LX6, LX7, LX8, LX9 Inversion Table
本文の画像と実物はモデルによって異なることがあります

バランス・回転のコントロールをチェックする
各設定が適切であれば、逆さぶら下がり健康器は腕の上げ下ろしや膝を曲げる動作による重心の移動のみでコントロールできます。器具の設定は
使用者個人の体型や体重によって変わります。そのためメインシャフトの身長設定は実際の身長と異なる場合があります。
時間をかけて設定をチェックし、リラックスして楽しめるようにすることが大切です。設定が適切でない場合は急な回転がおこったり、起き上が
りが困難になる場合があります。
初めてぶら下がりを行う際は、適切な設定でスムーズに器具を扱えるようになるまではアングルストラップを使用し、誰かに付き添ってもらいま
しょう。

両腕を体の横につけ、上半身を倒し頭を枕にのせます
・バランスが正しくとれていればベッドが少し回転しはじめ、メインシャフトがクロス
バーのバンパーから10cmほど浮き上がります。［図15］
・ベッドが回転し、メインシャフトが 10cm 以上浮き上がり 0°
（水平）以上の回転角度に
なった場合はメインシャフトの設定が短すぎます。気をつけて起き上がり、器具から
一旦おりてメインシャフトの穴１つ分伸ばします。再び器具に乗り足首を固定してから

０°水平

再度テストしてください。
・ベッドが回転せず、メインシャフトがクロスバーのバンパーから離れない場合は
メインシャフトの設定が長すぎます。気をつけて器具から一旦おりてメインシャフト
60°

の穴１つ分短くします。再び器具に乗り足首を固定してから再度テストしてください。

90°

メインシャフトの設定はローラーヒンジの穴の設定を変更するか、設定した使用者の
体重・体型が大幅に変化しない限りそのままの設定で使用できます。ローラーヒンジの

［図15］

穴の設定を変更した際は再度バランスのチェックとコントロールをテストしてください。

バランスが正しくとれている例：
メインシャフトが少しクロスバーから浮き上がる

逆さぶら下がりを行う
ベッドを後ろに回転させる
前項のバランスチェックを完了しベッドの回転が適切な速度で回転し、アングルストラップが装着されている
ことを確認してください。
１．ベッドフレームに頭をあずけた状態で、ベッドが回転し始めるまで片手を上げていきます［図 16］。うまく

［図16］

快適にコントロールするには一つ一つの動作をゆっくりと念入りに行なってください（速く動けば速いほど、
ベッドの回転も速くなります。）
２．腕を前後にゆっくりと動かしてベッドの回転と回転速度をコントロールする感覚をつかんでください。
３．アングルストラップで制限している最大の角度までベッドが回転したら、両腕を頭の上にあげリラックスし
て深呼吸し筋肉の緊張を解いてください。［図１７］

元の姿勢に戻る
１．元の姿勢に戻るには、ゆっくりと両腕を動かして体の横につけます（気をつけの姿勢）。
２．逆さにぶら下がった事により身体がわずかに伸びたり、ベッドの上でずれたりするので腕をおろしただけでは

［図17］

元の姿勢に戻らない場合もあります。その際は両膝を少し曲げてベッド上の身体全体を足方向へずらしてくだ
さい。
［図 18］ 起き上がろうとして決して頭を起こしたり、
手すりをつかんで起きたり、上半身を起こさない
こと。
［図 19］
・・・
３．水平の位置まで戻ってきたらそこで止め、数分休憩します。そうする事でめまいの予防になります。また、のび
た背中が無理なく元の状態に戻ります。
上記の要領で動作を行っても元の姿勢に戻りにくい場合は、
「ユーザーセッティング」の各種設定をもう一度やり
直し、前項の「バランス・回転のコントロールをチェック」をもう一度行ってください。

［図18］

注 意
完全な逆さぶら下がりから復帰するには（P5 を参照）、片手を頭の後方へ伸ばしベッドの端を掴んで背中
方向へ引きます。起き上がる際は両手は身体の横へつけてください。この方法で起き上がれなかった場合、
上半身は起こさないこと。手すりをつかんで膝を曲げ、身体を足方向へずらして重心を移動させます。
起き上がりが難しい場合は「バランス・回転のコントロールをチェック」の項を参照してください。

［図19］

逆さぶら下がりを行う（つづき）

逆さぶら下がり健康器 オーナーズマニュアル
−P5
FitSpine LX6, LX7, LX8, LX9 Inversion Table
本文の画像と実物はモデルによって異なることがあります

完全な逆さぶら下がり
完全な逆さぶら下がり、とは全身が足首から完全に吊られて背中がベッドフレームから離れ90°の逆さまに
なった状態を指します。ストレッチやエクササイズで自由な動きが可能となるため、多くのユーザーがこの
姿勢のぶら下がりを楽しんでいます。ですが、本器具のコントロールを完全に習得し、60°のぶら下がりで
リラックスし、心地良さを感じないかぎり完全な逆さぶら下がりを試さないでください。

完全なぶら下がりを行うには

60°

１．アングルストラップを外します。

90°

［図20］

２．完全な逆さぶら下がりでロックが可能な「A」にローラーヒンジの設定を変更します。使用者の体重が
100kg 以上の場合は、設定「B」を使用してください（２P を参照のこと）
３．両手をゆっくりと頭の上にあげベッドを回転させます。そこから床を両手で押していきながらベッドフレー

［図21］

ムが A フレームのクロスバーに当たり止まるところまで更に回転させます。［図 20］
４．力を抜いて背中がベッドフレームから離れるのにまかせ、吊られた状態になります（完全な逆さぶら下が
りでロックがかかった状態）。身体に力をいれたり、背中をベッドに押し当てたりするとロックが解除さ
れる場合があります。
５．バランス設定が適切ならば自身の重みによりベッドはロックされた状態になり起き上がるための動作をと
らない限り元の位置に戻りません。ロックされた状態が保てない場合はサポートにご相談ください。

Figure 14

ロックされた状態から元の姿勢に戻る

［図22］

１．片手を頭の後方へ伸ばし、ベッドフレームの端をつかみます［図 21］。もう片方の手で A フレームの前方
脚部分をつかみます。
２．両手を一緒に引き寄せる［図 22］と、ベッドがロック状態から解除されます。戻る時に A フレームとベッ
ドフレームで挟まないよう、ひじが外に出ないよう注意してください［図 23］。その後は前ページの「元

［図23］

の姿勢に戻る」の要領に従ってください。

器具から降りる
１．足首止め具のハンドルを上からつかみ、青いボタンを押し込みます。少し手前に引いてから、ハンドルを奥
に倒し開きます。［図 24］
２．ハンドルが最大まで開いたところで手を離します。
３．足をプラットフォームに置くまでは腰部はテーブルフレームに預けておきます。メインシャフトをまたぎ、器
具から完全に降りるまで体勢を崩さないようご注意ください。
［図24］

折りたたむ・メンテナンス

［図25］

器具を折りたたむ
１．アングルストラップを外します。
２．メインシャフト固定ピンを引き、メインシャフトの一番先端に近い穴（後ろ足首止めパッドの近く）まで
縮め、ピンを離し、その位置で固定されている事を確認します。
３．器具の正面に立ち、ベッドフレームを 使用する時とは逆方向 にベッドフレームが A フレームのクロスバー
に当たるところまで回転させます。［図 25］
４．手すりをつかみ、手前に引いて A フレームを折りたたみます。転倒しないよう、しっかり安定して自立し
ているか確認してください。

注 意
子供がいる環境では立てておかずに床に寝せて収納すること
器具を使用できる状態のまま置いておく場合は、不用意に回転しないよう次の方法で器具を固定しておいてくだ
さい。 アングルストラップを外し、金具部分を持ってメインシャフトの上を渡らせ、クロスバーの下をくぐら
せて先端部の金具をベルトにかけます。ベッドが回転しない事を確認してください。

［図26］

メンテナンス

軽く湿らせた布で拭いてください。使用する前には毎回故障部摩耗部がないか確認し、もし破損した部品があっ
た場合は交換・修理が完了するまで使用をやめること。詳しくはサポートにお問い合わせください。
［図27］

もっと使いこなす

逆さぶら下がり健康器 オーナーズマニュアル
−P6
FitSpine LX6, LX7, LX8, LX9 Inversion Table
本文の画像と実物はモデルによって異なることがあります

さあ始めましょう
回転をコントロールする 回転の角度と速度は逆さぶら下がりをする上で重要な要素となります。
回転角度を制限するにはアングルストラップをあらかじめセットしておきます（P2 参照）。回転の速度や反
応の大小を調整するにはローラーヒンジの設定を変更したり、ボディタイプに応じたメインシャフトの設定を
変更します（P2 参照）。腕の上げ下ろしのみでベッドの回転ができるようになるまで誰かに付き添ってもらい、
時間をかけて調整してください。

0°

ぶら下がりの角度を選ぶ 逆さぶら下がりの操作や感覚に慣れて心地よくなってくるまでの数週間は
浅い角度（20°〜 30°）から始めましょう。完全にリラックスできるようになってから、角度を増やしていきま
す。60°（A フレームの脚と同じ角度）かそれ以上がおすすめですが、身体からの声に耳を傾け、ゆっくりした
ペースで進めてください。リラックスすることが重要です。60°以上のぶら下がりをやらないユーザーはたくさ
んいますし、それはそれで間違っていません。一方で完全なぶら下がり状態（90°）で可能となる自由な動きの
エクササイズやストレッチを楽しむ上級ユーザーもいます。

60°

90°

ぶら下がる時間 身体が逆さぶら下がりに慣れてくるまでは１，２分の短いセッションから始めます。心地よく感じられるようになれ
ば少しずつ時間を増やし、より筋肉をリラックスさせ、背中・腰をストレッチします。３〜５分程度がおすすめです。

習慣化する ほとんどの人が間をおいた長時間のぶら下がりより、間隔を短くしてより少ない時間のぶら下がりが良いと感じています。
一日に数度ぶら下がりができる一日のルーティンを作ってみましょう。

変化に気づく
リラックス＆リリース 目を閉じて深呼吸し身体を伸ばします。背骨や関節が伸びほぐれるよう、筋肉から力を抜くことを意識
します。リラックスすればするほど効果が実感できます。

動きを加える 断続的なぶら下がり（休み時間を挟んだぶら下がり）や、ゆらゆらぶら下がり（一定のリズムで揺れるぶら下がり）
は逆さぶら下がりの感覚に慣れ、筋肉のリラックスを助ける効果があります。身体を動かしたり、ストレッチをすることによって、筋肉・
靭帯により良い効果をもたらします。ぶら下がりを行っている時にやさしく身体をストレッチしたりひねったりします。又はハンドルや手
すりをつかんで体全体をストレッチしましょう。

時間をかける どんな運動を始めたにしても、結果が出るまではしばらく時間がかかるものです。すぐに変化が現れる人もいれば、
もっと時間がかかる人もいます。根気強く継続してぶら下がりましょう。

もっと快適に
足首部分をもっと快適に 厚手の靴下をはいて紐靴を着用すれば、足首部分のクッションとなります。アンクルコンフォート
ダイヤルを調整して足の甲とパッドの間になるべく隙間があかないようにしましょう。後ろ足首止めパッドは少し下を向くように回転させ、
ぶら下がった時に足首〜かかとにちょうどフィットするようにします。足首止め具でしっかりと確実に固定されているか確認しましょう。

筋肉痛をやわらげる 他の運動やエクササイズと同じように、逆さぶら下がりを初めて行った時に軽い痛みを覚えるかもしれませ

ん。あなたがリラックスしている間に、骨格や筋肉が順応し身体は大きく変化していきます。やりすぎないこと、あせらないこと、緩やか
な角度で短時間から始め、痛みの発生を予防しましょう。

身体からの声を聞く 身体が出す「不快感」のサインには一つ一つ応えましょう。角度を減らしてみる、時間を短くしてみる、ぶ
ら下がる時間帯を変えてみる、深呼吸をする、ゆるやかな動きやストレッチを加えてみる。もう十分かなと感じたら起き上がってください。
逆さぶら下がりはリラックスして楽しむ、それが全てです。

ゆっくり起き上がる 逆さぶら下がりを終える時は、身体が元の状況に適応し、伸びた背中に徐々に重力がかかるよう、水平（0°）
の位置で 15 〜３０秒以上休憩してから起き上がりましょう。

器具を理解する 説明書等をよく読み、書いてある指示・注意事項に従ってください。使用前には器具が自分の設定になっているか
を毎回確認し、ぶら下がる前には足首がしっかりと固定されているかを確認してください。
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