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体の悩みにアプローチ

ノビレッチ

nobiretch

のびるリングで全身ストレッチができるストレッチリング「ノビレッチ 」。ジムに通わなくても自宅で誰でも簡単にトレーニング

を始められます。用途や筋力に合わせて選べる SOFT と HARD の 2 タイプ。付属のピラティスインストラクター監修ガイド BOOK を

参考にすれば、気になる部位に対して効果的なトレーニングがおこなえます。毎日続けて理想のボディへ。

テレビを見ながら、音楽を聴きながら。自分がリラックスできる環境で

どこでも簡単にストレッチがおこなえるノビレッチ 。体の悩みは年齢・

生活習慣・性別によって人それぞれです。体のあちこちがコリ固まって

しまっている方、筋力 UP したい方、体幹を鍛えたい方等。ノビレッチ は

老若男女を問わずいろいろな体づくりをサポートします。種類も伸ばし

た時に体にかかる負荷により 2 タイプを展開。下記図のように、目的や

体に合った方を選びご使用下さい。

便利なコットン巾着付き

商品にはロゴ入りコットン巾着も付属してい

ます。ヨガスタジオやジムへの持ち運びはもち

ろん、ホコリよけとして保管に便利。ガイド

ブックも一緒に入れておけば紛失を防げます。

本格＆わかりやすいガイドBOOK

ご購入頂いた方に、より効果的なス

トレッチをして頂けるよう、商品に

はピラティスインストラクター監修

の「エクササイズガイド BOOK」が付

属。ストレッチは全部で 31 種類。体

のどこの部位に効くのか一目でわか

る部位別アイコン付きで、目的に応じてご利用頂けます。ご家族や会 社

の同僚、ご友人、恋人等と楽しめるペアメニューもあり幅広く楽しめます。

●自宅で簡単ストレッチ

●なりたい体づくりに

●本格ガイドブック付き

●老若男女問わずおすすめ

ほぐしてのばして

筋力 UP!

理想のカラダづくりに

se
rie

s

今日からはじめる、セルフボディケア商品「Re」シリーズ。

目覚める・生まれ変わる・自分のカラダ、体感。

SOFT
・ビギナー ( 初心者 )
・筋力が弱い方に
・お子様、ご年配の方
・体をしっかり伸ばす
  目的で使用されたい方
・肩こりや腰痛を改善

・アドバンス ( 上級者 )
・筋力 UP したい方
・代謝 UP したい方
・体幹トレーニング
・下半身のストレッチに

HARD

easy stretch At home

Guide book 

足の幅は腰の幅に開き、
両腕を斜め後ろに伸ば
し、ノビレッチを両手の
親指にかけて持ちます。1

2

肩胸 首STRETCH 15 Beginner

猫背を改善したい方、首まわり、肩まわりのコリをほぐしたい方におすすめ。肘
を伸ばすときに腕を上に上げすぎると、首に力が入ってしまうので真っ直ぐ伸ば
しておこなって下さい。座位でも可能。

CHECK

STRETCH 14Beginner

二の腕の引き締め、背中のお肉が気になる方におすすめ。1 の時、最初から無理
に手を上げすぎない様に気をつけて下さい。肩が慣れて来たら、1 のスタンバイ
ポーズの際、少し手を斜め上に上げたところからスタートしてみて下さい。

CHECK

腕 背中 腕 背中

ノビレッチを両手で持
ち、伸ばさない方の手
を胸の中央の位置に
もってきます。

肘が真っ直ぐになるように伸ば
していき、またゆっくりと 1の
位置に戻します。逆側も同様に。1 2

遠くに指先を伸ばした状態から
肘を天井に向かって上げていき
ます。背筋を真直ぐ伸ばしたま
ま、ゆっくり息を吐き、手を真
直ぐ下に伸ばして下さい。

足の幅は腰の幅に開き、

両腕を斜め後ろに伸ば

し、ノビレッチを両手の

親指にかけて持ちます。

1

2

肩

胸
首

STRETCH 15

Beginner

猫背を改善したい方、首まわり、肩まわりのコリをほぐしたい方におすすめ。肘

を伸ばすときに腕を上に上げすぎると、首に力が入ってしまうので真っ直ぐ伸ば

しておこなって下さい。座位でも可能。

CHECK

STRETCH 14

Beginner

二の腕の引き締め、背中のお肉が気になる方におすすめ。1 の時、最初から無理

に手を上げすぎない様に気をつけて下さい。肩が慣れて来たら、1 のスタンバイ

ポーズの際、少し手を斜め上に上げたところからスタートしてみて下さい。

CHECK

腕
背中

腕
背中ノビレッチを両手で持

ち、伸ばさない方の手

を胸の中央の位置に
もってきます。

肘が真っ直ぐになるように伸ば

していき、またゆっくりと 1の

位置に戻します。逆側も同様に。

1

2
遠くに指先を伸ばした状態から

肘を天井に向かって上げていき

ます。背筋を真直ぐ伸ばしたま

ま、ゆっくり息を吐き、手を真

直ぐ下に伸ばして下さい。



パッケージ

アイテム別おすすめの使用例

のびるリングで

全身ストレッチ！

セルフボディメイク

ノビレッチ

nobiretch

1 . この商品は治療用ではありません。使用中や使用後に身体に異常があらわれた場合はすぐに使用を中止し、医師等にご相談下さい。

2. アレルギー体質の方・合成ゴムアレルギーの方はご使用をお避け下さい。

3. お子様が口に含んだり、飲み込んだりしないようにご注意下さい。乳幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。

4. 破損した製品や劣化したもの、亀裂・傷のついたものは破損するキケンがありますので絶対に使用しないで下さい。

5. 先端のとがったものや鋭利な刃物などには近づけないで下さい。破損の原因になります。

6. 火や高温のものには近づけないで下さい。燃える可能性があります。また、オイル・アルコールに弱いためそれぞれのご使用はお避け下さい。

7. 本来の目的以外には使用しないで下さい。また、一般的に危険と思われる無理な使用方法はしないで下さい。

8. 本品は 2.5 倍の長さまで伸ばして耐久検査を行っていますが、それ以上に伸ばし続けると破損・伸びの恐れがあります。

9. 持ち手（グリップ）以外の部分を持って使用すると負荷が掛かり劣化、亀裂、破損の原因になります。持つ、足を掛けるなどの動作をする場合

　は必ず持ち手（グリップ）部分を使用し、それ以外の部分を持ったり足を掛けたりしないで下さい。

10. 手足に引っかけて使用する場合、引っ張りすぎて手放してしまうと身体に強く当たりケガをする場合があります。しっかりと握って下さい。

11. 使用時、周りの人に十分注意して下さい。手放したり、切れた場合に危険です。また、伸ばしすぎにも十分ご注意下さい。

12. 長くご使用頂くと、使いはじめよりも徐々にゴムが伸び、引く強さが緩和されていきます。予めご了承ください。

13. 製造工程により、本体に一部黒点が含まれる場合がありますが、人体に影響はございません。

14. 変形する恐れがありますので、高温･多湿･高気圧･直射日光は避けて保管して下さい。

15. 本ガイドブック掲載のストレッチは一般的なものです。疾患やケガ後の筋力回復のためのリハビリにご使用される方は、使用前に必ず医師

　の相談を受けてください。また、ストレッチ中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

16. 商品の破損及び本商品を使用した事による怪我等の全てにおいて保証は致しません。

【注意事項】

ぐんと両手を上に
伸ばして、親指に
引っかけます。

右手と左足にノビ
レッチをかけ、足を
上に伸ばします。

伸ばした状態
で右足を床に
倒します。顔
は反対を向き
ます。逆側も
同様に。

腕＆背中に お尻のたるみに鍛えづらい… 気になる… 凝り固まった… 肩こりの緩和に

体幹トレーニング 二の腕の筋力UP基礎から見直す… 余分な脂肪… 変わりたい… 理想に近い腹筋に

頭の後ろに通しな
がら、片方は肩に
水平に、もう片方
は曲げながら下ろ
し、上半身を前後
にひねります。逆
側も同様に。

【SOFT】

【HARD】

nobiretch

￥1,500+ 税 LOT:3

W202×D24×H202 ㎜

※6 個オーダーでテスター

1 個提供可能
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肩こり緩和にもおすすめ。

腕と背中を鍛えることで
体幹を作り、代謝も UP。
背筋もピンと伸びます。

今以上に筋肉を
つけたい方にゴム
ストレッチは有効。

ふくらはぎ･太ももも伸ばせます。 背中～肩がほぐれます。

いつもの腹筋よりもより効果的。

八の字にしたノビレッチに腕を入れ背
中側でクロスさせます。繰り返し腕を
上下させ背中から肩をほぐします。

右手と右足にノビ
レッチをかけ、上体
を反らして腕を引き
上げます。逆側も同
様に。

仰向けで両足にノビレッチを
かけ、両手に持つ。体が Vの
字になるよう起こします。

右手と左足にノビ
レッチをかけ、右に
体をねじりながらゴ
ムを引き上げます。
逆側も同様に。

More good use … ★さらに詳しいおすすめの使用方法を、ピラティスインストラクターが写真付きで徹底解説。

毎日続けてなりたい自分に生まれ変わりませんか？？詳細は付属のガイド BOOK で！

本体が汚れた

場合は、洗剤

等は使用せず

水洗いをして

下さい。

1-47078 SOFT 1-47079 HARD


