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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】下体運動と上体運動をするため、一つの運動器
具で可能にして不必要な費用の無駄使いを防止できる多
目的運動器具を提供する。
【解決手段】脱付着可能なハンドル１１０が上部面に形
成された胴体部１００と、前方長さ方向で長く延長形成
された前方レール２００と、下部面にスライディング手
段３１０が具備され、前方レール２００上で前後にスラ
イディング可能になるように結合される座板３００と、
胴体部１００左右側に各々長さ方向で長く延長形成され
た左右レール４００、４００’と、左右レール４００、
４００’上に各々レール結合されて、左右レール４００
、４００’上で左右でスライディングされる足場手段５
００と、胴体部１００下部面に結合され、前方レール２
００の上向旋回作動によって外部に露出され使用者の腰
運動が可能になるように具備された腰ツイスター６００
から構成される。
【選択図】図１



(2) JP 2010-274117 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脱付着可能なハンドル１１０が上部面に形成された胴体部１００と；
　前記胴体部１００前方に上向旋回可能になるようにヒンジ結合され前方長さ方向で長く
延長形成された前方レール２００と；
　使用者が着席可能になるように板上に形成されて、下部面にスライディング手段３１０
が具備され前記前方レール２００上で前後でスライディング可能になるように結合される
座板３００と；
　前記胴体部１００左右側各々に前記前方レール２００側に直角旋回可能になるようにヒ
ンジ結合され、前記胴体部１００左右側に各々長さ方向で長く延長形成された左右レール
４００、４００’と；
　前記左右レール４００、４００’上に各々レール結合され、前記左右レール４００、４
００’上で左右でスライディングされる足場手段５００と；
　前記胴体部１００下部面に結合され、前記前方レール２００の上向旋回作動によって外
部に露出され使用者の腰運動が可能になるように具備された腰ツイスター６００；を含む
多目的運動器具。
【請求項２】
　前記前方レール２００の一段に長さと高さ調節が可能な脚かけ部２１０が形成されたこ
とを特徴とする、請求項１に記載の多目的運動器具。
【請求項３】
　前記脚かけ部２１０は一段が一定角度で上向起立形成されて、他段が前記前方レール２
００の一段に前後で長さ調節可能になるように挟み結合する"Ｌ"形象の前後長さ調節部２
１２と；
　一定角度で上向起立され前記前後長さ調節部２１２一段に高さ調節が可能になるように
挟み結合する足の甲掛り部２１４と；
　前記足の甲掛り部２１４中央に使用者が腹筋運動時足の甲に衝撃を防止するように具備
されたクッション手段２１６；で形成されたことを特徴とする、請求項２に記載の多目的
運動器具。
【請求項４】
　前記スライディング手段３１０は前記座板３００下部面に結合され、前記前方レール２
００の上側で転び運動する多数の転びローラー３１２と；
　前記転びローラー３１２が前記前方レール２００より離脱されなく移動するように前記
転びローラー３１２直下の前方レール２００下側をついてスライディング移動するように
設けられたスライド離脱防止ガイド３１４； で形成されたことを特徴とする、請求項１
に記載の多目的運動器具。
【請求項５】
　前記足場手段５００は前記左右レール４００、４００’上にレール結合されるレール結
合部５１０と；
　前記レール結合部５１０上側に形成されて、使用者あしの荷重を支持するように具備さ
れた支持足場５２０と；
　前記支持足場５２０上部面に使用者のあしが固定され、荷重による衝撃が緩衝されるよ
うに設けられた固定緩衝部材５３０；で形成されたことを特徴とする、請求項１に記載の
多目的運動器具。
【請求項６】
　前記足場手段５００の支持足場５２０と固定緩衝部材５３０間には多数の突起が形成さ
れ指圧効果がある香木板５４０がさらに具備されたことを特徴とする、請求項５に記載の
多目的運動器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、多目的運動器具に関するものであって、さらに詳細には脚筋力強化及びスト
レッチングと腰ストレッチング、腹筋運動が可能になるように構成することで、運動によ
る負傷の危険を減らして、筋肉に無理な力を加えない状態で筋力強化と柔軟性を増大させ
ることができる多目的運動器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に現代人達は産業発展による生活の便利性が極大化されることによって、歩くと
か動く時間が徐徐に減って、これによる身体の運動量が不足になり筋肉の老化現象と硬直
現象が発生されやすく、容易く疲労感を感じる実状である。このような運動量の不足は現
代人達の成人病を発生させる主要原因になっている。
【０００３】
　従って、定期的に適当な運動をして、筋肉を鍛錬させて汗を流すことで、人体の血液循
環及び新陳代謝を促進する一方、汗を通じて人体の老廃物を除去して筋肉の老化現象と硬
直現象を防止し高血圧、糖尿病、心臓病、肥満等の成人病を少しでも予防するために多く
の努力をしている。
【０００４】
　最近の忙しい生活の中でも運動をする例としては、殆んどがヘルス運動、スカッシュ、
水泳等、主に室外よりは室内で行われているし、この中代表的なヘルス運動は多様な運動
器具が備置されたヘルスクラブや、または家庭や事務室に多機能のヘルス運動器具を具備
して適当な運動を行うことができるものである。
【０００５】
　ここで、ヘルス運動のための代表的運動器具ではランニングマシン、サイクル運動器具
、腹筋運動器具等を挙げることができる。しかし、このような従來の運動器具は筋力運動
だけのためのものなので、硬直された筋肉をストレッチングして柔軟性を育てるためのも
のは見つかることが難しかった。勿論、ランニングマシン、サイクル運動器具、腹筋運動
器具等も長く時間の間、反復的に運動をすると硬直された筋肉の収縮弛緩によって柔軟性
を育てることができるが、これには限界がある。
【０００６】
　従って、最近には人体の硬直された筋肉を収縮弛緩して柔軟性を育てるためのストレッ
チング療法等、多様な運動が紹介されているが、実質的に、柔軟性を育てるための運動器
具は見つかることがかなり難しい。すなわち、筋力運動と柔軟性を同時に上昇させて、健
康を維持するように助力する運動器具が最近になって多く要求されている実状である。
【０００７】
　しかも、運動というのは楽しく行われることによってその効果を倍加させることができ
るものなので、使用者が興味を持って持続的に運動が可能であり、複合的な機能を同時に
遂行することを可能にして運動効果を増大することが出来る運動器具が要求されている実
状であり、現代人が一番選好する腹筋及び脚筋力と腰及び脚の柔軟性をより容易く強化す
ることができる多目的機能を持つ運動器具が要求されている実状である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明は上述のような問題点を解決するため創出したものであって、一つの運
動器具を使用して下体運動(脚)と上体運動(腹筋)を各々実行できて多様な部位の運動を可
能にして運動効率が増大され、折帖式に具備され保管及び移動が可能になることは勿論、
狹小な場所で複合的な運動が可能であって、下体運動と上体運動をするため各々の運動に
合う運動器具を別途購買する必要なく一つの運動器具で可能であり不必要な費用の無駄使
いを防止できる多目的運動器具を提供することにその目的がある。
【０００９】
　また、本発明はレールを乗って一定区間の走行を通じて脚の柔軟性と腹筋の柔軟性の運
動が可能であり、運動過程で退屈を感じることなく運動が可能であり、使用者がより面白
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く運動が可能であり、腰強化運動及び腹筋運動を通じた使用者の多様な部位の筋力強化が
可能な多目的運動器具を提供することにもう一つの目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述のような目的を達成するための本発明における脱付着可能なハンドル１１０が上部
面に形成された胴体部１００と；前記胴体部１００前方に上向旋回可能になるようにヒン
ジ結合され前方長さ方向で長く延長形成された前方レール２００と；使用者が着席可能に
なるように板上で形成されて、下部面にスライディング手段３１０が具備され前記前方レ
ール２００上で前後でスライディング可能になるように結合される座板３００と；前記胴
体部１００左右側各々に前記前方レール２００側に直角旋回可能になるようにヒンジ結合
され、前記胴体部１００左右側に各々長さ方向で長く延長形成された左右レール４００、
４００’と；前記左右レール４００、４００’上に各々レール結合され、前記左右レール
４００、４００’上で左右でスライディングされる足場手段５００と；前記胴体部１００
下部面に結合され、前記前方レール２００の上向旋回作動によって外部に露出され使用者
の腰運動が可能になるように具備された腰ツイスター６００；を含む。
【００１１】
ここで、前記前方レール２００の一段に長さと高さ調節が可能な脚かけ部２１０が形成さ
れたものが好ましく、前記脚かけ部２１０は一段が一定角度で上向起立形成されて、他段
が前記前方レール２００の一段に前後で長さ調節可能になるように挟み結合する"Ｌ"形象
の前後長さ調節部２１２と；一定角度で上向起立され前記前後長さ調節部２１２一段に高
さ調節が可能になるように挟み結合される足の甲掛り部２１４と； 前記足の甲掛り部２
１４中央に使用者が腹筋運動時足の甲に衝撃を防止するように具備されたクッション手段
２１６；で形成されたことを特徴とする。
【００１２】
　一方、前記スライディング手段３１０は前記座板３００下部面に結合され、前記前方レ
ール２００の上側で転び運動する多数の転びローラー３１２と；前記転びローラー３１２
が前記前方レール２００より離脱されなく移動するように前記転びローラー３１２直下の
前方レール２００下側をついてスライディング移動するように設けられたスライド離脱防
止ガイド３１４；に形成されたことを特徴とする。
【００１３】
　進んで、前記足場手段５００は前記左右レール４００、４００’上にレール結合される
レール結合部５１０と； 前記レール結合部５１０上側に形成されて、使用者のあしの荷
重を支持するように具備された支持足場５２０と；前記支持足場５２０上部面に使用者の
あしが固定され、荷重による衝撃が緩衝されるように設けられた固定緩衝部材５３０；で
形成されたことを特徴とする。そして好ましくは前記足場手段５００の支持足場５２０と
固定緩衝部材５３０間には香木板５４０がさらに具備されても良い。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は一つの運動器具を使用して下体運動(脚)と上体運動(腹筋)を各々実行すること
が出来て多様な部位の運動を可能にして運動効率が増大され、折帖式に具備され保管及び
移動が可能になることは勿論、狹小な場所で複合的な運動が可能であって、下体運動と上
体運動をするため各々の運動に合う運動器具を別途購買する必要なく一つの運動器具で可
能であり不必要な費用の無駄使いを防止できる長所がある。
【００１５】
　また、本発明はレールを乗って一定区間を走行を通じて脚の柔軟性と腹筋の柔軟性が可
能であり運動過程で退屈を感じることなく運動が可能であり使用者がより面白く運動が可
能であり、腰強化運動及び腹筋運動を通じた使用者の多様な部位の筋力強化が可能となる
効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】本発明における多目的運動器具の全体斜視図である。
【図２】本発明における多目的運動器具のもう一つの状態の全体斜視図である。
【図３】本発明における多目的運動器具の平面図である。
【図４】本発明における多目的運動器具の座板の底面状態斜視図である。
【図５】本発明における多目的運動器具の側面図である。
【図６】本発明における多目的運動器具の脚かけ部の使用状態斜視図である。
【図７】本発明における多目的運動器具の足場手段と左右レールの結合状態を表した斜視
図である。
【図８】本発明における多目的運動器具の腹筋運動時使用状態を表した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明における多目的運動器具の構成及び作用効果を好ましい実施例と添付され
た図面を參照にさらに詳細に説明する。
　図１は本発明における多目的運動器具の全体斜視図であり、図２は本発明における多目
的運動器具のもう一つの状態の全体斜視図であり、図３は本発明における多目的運動器具
の平面図であり、図４は本発明における多目的運動器具の座板の底面状態斜視図であり、
図５は本発明における多目的運動器具の側面図であり、図６は本発明における多目的運動
器具の脚かけ部の使用状態斜視図であり、図７は本発明における多目的運動器具の足場手
段と左右レールの結合状態を表した斜視図であり、図８は本発明における多目的運動器具
の腹筋運動時使用状態を表した斜視図である。
【００１８】
　図１及び図２、図８に図視されたように、本発明における多目的運動器具は脚の柔軟性
を増大するためのストレッチング及び腹筋柔軟性増大そして、腹筋筋力を増大するための
腹筋運動、腰柔軟性と腰筋力強化のための腰ツイストが可能になるように形成された多目
的運動器具として、胴体部１００、前方レール２００、座板３００、左右レール４００、
４００’、足場手段５００、腰ツイスター６００で構成される。
【００１９】
　前記胴体部１００は直四角形象に形成されて、上部面には脱付着可能なハンドル１１０
が具備された。ここで、前記胴体部１００には後述される前方レール１００と左右レール
４００、４００’が各々前方と左右で旋回作動可能になるようにヒンジ結合される。
【００２０】
　前記前方レール２００はパイプ形象に形成されて、前記胴体部１００前方長さ方向で長
く延長形成された。ここで、前記前方レール２００の他段は前記胴体部１００とヒンジ結
合され、前記胴体部１００側上側に上向旋回されて後述される腰ツイスター６００を使用
時、使用者のハンドルとして機能を遂行するように具備された。ここで、前記前方レール
２００の一段には使用者が腹筋運動時あしを固定することができるように設けられたもの
であって、使用者の身長と足の大きさ等によって汎用に使用することができるように長さ
と高さ調節が可能な脚かけ部２１０が形成された。
【００２１】
　前記脚かけ部２１０は前後長さ調節部２１２、足の甲掛り部２１４、クッション手段２
１６で形成されて、図５及び図６に図視されたように、前後長さ及び高さが調節が可能に
なるように形成された。
【００２２】
　前記前後長さ調節部２１２は一段が一定角度で上向起立形成されて、他段が前記前方レ
ール２００の一段に前後で長さ調節可能になるように挟み結合する"Ｌ"形象に形成された
。すなわち、使用者の身長が大きい、あしの位置が長く位置される場合前記前後長さ調節
部２１２によって図視されたように、前方に長く引出して前方レール１００と結合される
全体長さを調節するようになる。
【００２３】
　前記足の甲掛り部２１４は一定角度で上向起立された、前述の前記前後長さ調節部２１
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２の一段に挟み結合され高さ調節が可能になるように形成された。そして"┏┓"形象に形
成され使用者の足の甲がかかるように設けられた。
【００２４】
　前記クッション手段２１６は前述の前記足の甲掛り部２１４中央に使用者が腹筋運動時
足の甲に衝撃を防止するように具備されるが、ゴム材、合成ゴム材、ウレタン、スポンジ
等の緩衝能力が優秀な材質で使用されることが好ましい。
【００２５】
　前記座板３００は使用者が着席可能になるように板上に形成された。そして前記座板３
００下部面にスライディング手段３１０が具備され前述の前記前方レール２００上で座板
３００が前後でスライディング可能になるように結合される。ここで、前記スライディン
グ手段３１０は座板が円滑にスライディング動作されるように座板３００の下部面に固定
結合され形成されたものであって、図２及び図４に図視されたように、転びローラー３１
２、スライド離脱防止ガイド３１４で構成される。
【００２６】
　前記転びローラー３１２は使用者が座板３００上に着席した後、使用者の荷重をそのま
ま伝達を受けて前記前方レール２００上に分散させるようにしてスライディングされるよ
うに形成されたもので、座板の前後左右に各々多数形成されることが好ましい。ここで、
前記転びローラー３１２は先も上述のように、前方レール３００の上側外縁直接転び接触
されスライディングが円滑に成されるように形成されたものである。
【００２７】
　前記スライド離脱防止ガイド３１４は前述の前記転びローラー３１２が前記前方レール
２００より離脱されなく移動するように前記転びローラー３１２直下の前方レール２００
下側外縁上に形成され、前記転びローラー３１２のスライディング移動とともに移動され
るよう設けられた。ここで、前記スライド離脱防止ガイド３１４は半輪形象で前記前方レ
ール２００下側に形成されることが好ましい。
【００２８】
　前記左右レール４００、４００’は図１乃至図３及び図８に図視されたように、前記胴
体部１００左右側各々に前記前方レール２００側に直角旋回可能になるようにヒンジ結合
される。そして前記胴体部１００左右側に各々長さ方向で長く延長形成される。ここで、
前記左右レール４００、４００’はアルミニウム材で圧出成形されたガイドレール等を適
用して転び抵抗が優秀するようにすることも良い。
【００２９】
　前記足場手段５００は図１乃至図３及び図８に図視されたように、前述の前記左右レー
ル４００、４００’上に各々レール結合される。ここで、前記足場手段５００は前記左右
レール４００、４００’上で左右でスライディングされるものであって、使用者が前述の
座板３００上に着席した後、前記足場手段５００に左右側足を乗せた後使用者は胴体部１
００に具備されたハンドル１１０をパ―ジして腹筋を通じて座板３００をハンドル１１０
側に移動する。
【００３０】
　以後、前記座板３００の移動と共に、使用者の足は自然に左右レール４００、４００’
上にレール結合された前記足場手段５００が左右に開いて使用者の脚ストレッチングが自
然に成る。従って、このような動作を繰り返すことで、使用者の脚ストレッチングと腹筋
の柔軟性及び腕筋肉の鍛錬が可能なことであって、図７に図視されたように、前記足場手
段５００はレール結合部５１０、支持足場５２０、固定緩衝部材５３０に構成される。
　前記レール結合部５１０は多数のローラーが"Π"形象のブラケット符号省略内に具備さ
れ前記左右レール４００、４００’上でレール移動するように形成された。そして前記支
持足場５１０は使用者が足を乗せた場合、あしの荷重を均等に支持するように板上で形成
されたものであって、前記レール結合部５１０上側に結合形成された。また、前記固定緩
衝部材５３０は前記支持足場５２０上部面に形成されたものであって、使用者のあしが固
定され、荷重による衝撃が緩衝されるように設けられたものであって、前記固定緩衝部材
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５３０はウレタン、スポンジ等の材質で形成されることが好ましい。
【００３１】
　前記腰ツイスター６００は前記胴体部１００下部面に結合され、前記前方レール２００
の上向旋回作動によって外部に露出され使用者の腰運動が可能になるように具備された。
【００３２】
　このような本発明における多目的運動器具は、先、上述のように、前方レール２００と
左右レール４００、４００’がヒンジ結合されるよう形成されたことで、多様な運動器具
として変形が可能になるように形成されたことで、図２に図視されたように、前方レール
２００を上向旋回すると胴体部１００下側に結合された腰ツイスター６００が外部に露出
され、使用者は腰運動が可能である。
【００３３】
　また、図８に図視されたように、左右レール４００、４００’上に結合された足場手段
５００を胴体部１００側にスライディング移動して、座板３００も前記胴体部１００側に
移動して固定すると、使用者が腹筋運動をするための座板と背凭れの役割を遂行すること
で、脚かけ部２１０にあしをかけシットアップ運動が可能になる。
【００３４】
　勿論、図１及び図３、図５に図視されたように、使用者が座板３００に着席した後、ハ
ンドル１１０を引けば自然にあしが乗せておる足場手段５００が左右レール４００、４０
０’をついてスライディング移動するによって脚ストレッチングと腹筋の柔軟性を増大す
る運動が可能になる。
【００３５】
　また、図３に図視されたように、左右レール４００、４００’を前方レール２００側に
旋回作動するによって保管時、狹小な場所に保管が容易くて、移動が簡便なことは自明で
ある。
【００３６】
　従って、上述のような多様な運動器具として役割遂行が可能であり、保管及び移動が簡
便して使用者が運動時、易しく退屈を感じることなく、長時間多様な運動が可能であり、
自分がなそうとする運動量を十分に達成することで、健康を増大することができるもので
ある。
【００３７】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施例に関して説明したが、本発明の範囲で外
れない限度内で様々な変形が可能であることを当該分野で通常の知識を持つ者において、
そのような変形は請求範囲記載の範囲内にあるものである。
【符号の説明】
【００３８】
　１００　　胴体部
　１１０　　ハンドル
　２００　　前方レール
　２１０　　脚かけ部
　２１２　　前後長さ調節部
　２１４　　足の甲掛り部
　２１６　　クッション手段
　３００　　座板
　３１０　　スライディング手段
　３１２　　転びローラー
　３１４　　スライド離脱防止ガイド
　４００、４００’　　左右レール
　５００　　足場手段
　５１０　　レール結合部
　５２０　　支持足場
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　５３０　　固定緩衝部材
　５４０　　香木板
　６００　　腰ツイスター

【図１】 【図２】
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