
体幹を鍛える  - core training - 

身体のゆがみを整える  - self conditioning - 

アクシスフォーマーを使った
トレーニング・エクササイズを
動画でご紹介しています。
QRコードからアクセス !

https://www.kyowa-r.com/



私たちの身体は、骨と関節、そしてそれらを支えるすべて
の筋肉で姿勢が保たれています。この姿勢を形成する中
心となるのが「背骨」です。背骨は身体の中心で、軸をつく
り、姿勢を支えています。

背骨周りには大小様々な筋肉が多数あり、お辞儀、振り返
り、横に傾く、頭を動かすなどの動作を司っています。こ
れらの筋肉は背骨の真ん中の「棘突起」という部分に付着
しているのです。背骨（棘突起）をアクシスフォーマーに
預け、重力から解放しコンディショニングを行うことで、
背骨周りの筋肉が改善し、骨格も整ったゆがみのない状
態に戻っていきます。多種のエクササイズがありますが、
1日3分間背骨を預けるだけでも効果的です。

棘突起
背骨中央の
ボコボコして
いる骨です。

きょくとっき

1日3分筋肉のバランスを整えて 
                    ”ゆがみのないBody”へ

アクシスフォーマー
品質で選ぶなら－

「ゴム・スポンジのプロ」ならではの妥協の無い選択。

芯材は、見た目は発泡スチロール。
しかし実際はオレフィン系樹脂ビーズ発泡で、
しなやかで強度があり、割れや欠けが発生しにくい
特殊な素材です。

● 大学・病院等と共に、理学療法に基づき開発された、
  体幹トレーニングに最適な硬度・粘性です。

● 長期間の使用でもへたりがありません。

● 環境ホルモンを含まない安心・安全設計。

さらに、アクシスフォーマーは国内でひとつひとつ
手作業で組み立てられ、きびしい品質チェックを経て
出荷されています。

体幹を鍛える　- core training -

身体のゆがみを整える  - self conditioning -

アスリートから医療現場、
ご家庭での利用まで 
様々な用途に対応した 
豊富なバリエーション。



by Athlete
トップアスリートも実践する
体幹トレーニング
多くのアスリートが注目する「体幹トレーニング」。
体幹を鍛えることで、バランス感覚が強化され、
パフォーマンスの向上、怪我予防、腰やひざの負担軽減に
つながります。

家でゴロゴロするだけで
手軽にエクササイズ
1 日数分、アクシスフォーマーに背骨を預け、
ゆらゆらする基本のエクササイズで 
肩や腰のコリをほぐし、
肩こりや腰痛症状の改善につながります。

by anyone

ロングポール Long Pole

ハーフポールセット ハーフロングポールHalf Pole Set Half Long Pole

約98cm

約40cm

約15cm

約15cm

芯材

体幹トレーニングに
適した硬度/粘性

もっともスタンダードなモデルです。購入されるお客様の
7割以上の方が、このタイプをお選びいただいております。
体幹トレーニングに最適な硬度と粘性になっており、
アスリートから一般ご家庭での利用まで
広くご使用いただけます。

サイズ：直径約15cm×長さ約98cm
カバー：合成皮革
芯 材  ：オレフィン系樹脂ビーズ発泡

サイズ：幅約15cm×高さ約7.5cm×長さ約40cm
カバー：合成皮革
芯 材  ：オレフィン系樹脂ビーズ発泡

サイズ：幅約17cm×高さ約8.5cm×長さ約98cm
カバー：合成皮革（PVC）
芯 材  ：オレフィン系樹脂ビーズ発泡
           高密度ウレタンチップフォーム

約7.5cm

短い半円柱状で、腕、肩、腰、膝などの部位を絞った
ストレッチやトレーニングに最適。
アスリートや日頃からスポーツや
運動を行っている方のご利用に
適しています。
また、抜群の安定感で、
お子様でも安心して
ご使用になれます。

芯材

医療現場からの要望で誕生。
肩こり、腰痛、関節の痛みでお悩みの方に。
半円柱状で使用時に非常に安定感があり、

素材も柔らかく、高齢者のご使用や
リハビリを目的としたご利用に

適しています。

二層構造

芯材

約98cm

約17
cm
約8.5cm

約100cm

約13cm

二層構造

芯材

サイズ：直径約13cm×長さ約100cm
カバー：合成皮革
芯 材  ：オレフィン系樹脂ビーズ発泡
           高密度ウレタンチップフォーム

ソフトな使い心地

ソフトロングポール Soft Long Pole

二層構造で、外側に柔らかくてへたりにくい高密度ウレタンチップフォームを採用。
すぐにへたってしまう一般的な柔らかいスポンジとは一線を画す素材です。

ロングポールよりも細く、使用時に安定感があります。
素材が柔らかいので 高齢者、女性、お子様にも使いやすく、
体幹トレーニングよりも姿勢改善や肩こり・腰痛の解消を
目的としたご利用に適しています。



ロングポール
Long Pole

ロゴ

水玉

●アイボリー
品番 T0999 043
JAN 4562368960144

●オレンジ
品番 T0999 042
JAN 4562368960113

●ライトピンク
品番 T0999 070
JAN 4562368960762

●ネイビー
品番 T0999 019
JAN 4562368960021

●ブラック
品番 T0999 020
JAN 4562368960014

グリーン ピンク オレンジ

長さ：約98cm、直径：約15cm

芯材

ハードタイプ

●製品の外観・価格は予告なく変更になる場合がございます。　NMFY

●アイボリー
品番 T0999 009
JAN 4562368960168

●グリーン
品番 T0999 010
JAN 4562368960106

●オレンジ
品番 T0999 012
JAN 4562368960137

●ピンク
品番 T0999 011
JAN 4562368960069

グリーン アイボリー オレンジ ピンク

フォマちゃん

品番 T0999 065
JAN 4562368960687

専用バッグ
Carry Bag

長さ：約 105cm
幅：約 28cm

材質：ナイロン製
●オレンジ
品番 T0999 044
JAN 4562368960557

●グリーン
品番 T0999 017
JAN 4562368960083

●ピンク
品番 T0999 018
JAN 4562368960045

販売代理店 製造元

本   社
〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町3-4-3
TEL : (072)855-1039（代） FAX : (072)855-1090

https://www.kyowa-r.com
info@kyowa-r.com

東京営業所
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-15-3 日本橋HYビル4F
TEL : (03)5255-5133 FAX : (03)6673-3505

希望小売価格：6,980円（税込）

希望小売価格：1,080円（税込）

●イエロー
品番 T0999 007
JAN 4562368960182

長さ：約98cm、幅：約17cm、高さ：約8.5cm

ハーフロングポール
Half Long Pole

二層構造
ソフトタイプ

芯材

希望小売価格：8,500円（税込）

●ネイビー
品番 T0999 025
JAN 4562368960250

●ブラック
品番 T0999 026
JAN 4562368960267

長さ：約98cm、幅：約17cm、高さ：約7.5cm

ハーフポールセット
Half Pole Set

ハードタイプ

芯材

希望小売価格：5,980円（税込）

●アイボリー
品番 T0999 021
JAN 4562368960212

●グリーン
品番 T0999 022
JAN 4562368960236

●オレンジ
品番 T0999 024
JAN 4562368960243

●ライトピンク
品番 T0999 072
JAN 4562368960892

●ネイビー
品番 T0999 027
JAN 4562368960205

●ブラック
品番 T0999 028
JAN 4562368960335

ソフトロングポール
Soft Long Pole

長さ：約100cm、直径：約13cm

二層構造
芯材

ソフトタイプ

希望小売価格：7,980円（税込）

●グリーン
品番 T0999 041
JAN 4562368960076

リニューアル

リニューアル


