
昨日より
打てる
自分へ。

身体が変わればゴルフが変わる
あなたのゴルフを変える、新しいコンセプトの

コンディショニングギア新登場

ルコエ ゴルフ

〒332-0017  埼玉県川口市栄町3-1-8
TEL. 048-254-1011（代表）
http://www.itolator.co.jp/

〒101-0023  東京都千代田区神田松永町20番地

TEL. 03-5657-0148（代表）

RUCOE GOLF
メーカー希望小売価格
42,900円（税抜 39,000円）
JANコード　4983087012516

［標準付属品（交換用価格）］

販売・お問い合わせ先製造販売元

➀RUCOE粘着パッド〈��×��mm・�枚〉：�パック　　　�,���円（税抜 �,���円）
　JANコード　�������������

➁RUCOE電極コード（φ�.�pin）青・�.�m：�本　　　　   �,���円（税抜 �,���円）
　JANコード　�������������

➂RUCOE電極コード（φ�.�pin）薄灰・�.�m：�本　　　   �,���円（税抜 �,���円）
　JANコード　�������������

➃充電コード（USB Type-C）：�本　　　　　　　　　　    ���円（税抜 ���円）
　JANコード　�������������

※RUCOE粘着パッドは消耗品です。
    粘着力が低下したら交換（�日�回の使用で約�週間が目安）してください。

➀ ➁ ➂ ➃➃

［本体仕様］
本体サイズ
重量
パッドサイズ
電源
パッケージサイズ

縦���×横��×厚さ��（mm）
約���g
��×��（mm）
リチウムイオン充電池内蔵
縦���.�×横���.�×厚さ��（mm）

タイマー

防水性能 IPX�

プラクティスモード：��分（固定）
スイッチモード：�分（固定）
レストモード：��分（固定）

〈50音順〉

公認スポンサー
●公益財団法人 全日本柔道連盟

協賛会員
●一般社団法人 日本トップリーグ連携機構

オフィシャルパートナー
●公益財団法人 全日本スキー連盟

オフィシャルサプライヤー（チーム・クラブ）
●株式会社 鹿島アントラーズFC●株式会社 茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント●アクセルトラッククラブ

●シーホース三河 株式会社

●NECレッドロケッツ

●株式会社 千葉ジェッツふなばし

オフィシャルサプライヤー（競技団体）
●新体操 日本代表チーム

●一般社団法人 日本競輪選手会

●公益財団法人 日本セーリング連盟

●公益財団法人 日本ハンドボール協会

●公益社団法人 日本ウエイトリフティング協会

●公益財団法人 日本自転車競技連盟

●公益財団法人 日本バドミントン協会

●公益社団法人 日本ボート協会

●一般社団法人 日本車いすテニス協会

●一般社団法人 日本障がい者バドミントン連盟

●一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟
●公益財団法人 日本陸上競技連盟

●株式会社 新潟アルビレックスランニングクラブ ●株式会社 横浜ビー・コルセアーズ

多くのスポーツ団体をサポートしています!

●公益財団法人 日本アイスホッケー連盟

●一般社団法人 日本ゴールボール協会

●公益社団法人 日本フェンシング協会

●一般社団法人 日本デフバレーボール協会

伊藤超短波は、長年にわたりアスリートの治療やコンディショニングを
サポートする「ITO Sports Project」に取り組んでいます。このプロジェ
クトが始まったのは1999 年のこと。

当時から関係の深かった柔道競技を中心に物理療法機器によるサポート
を開始しました。その活動は次第にスポーツ界全体に浸透し、今では柔
道、野球、レスリング、サッカー、陸上など、多くの選手やチーム、競
技団体の活躍を支えています。

ケガのリスクを軽減するためにコンディショニングをサポートすること。
そして万が一の場合でも、できるだけ早い回復を目指し、選手のベスト
パフォーマンスを導きだすこと。それがスポーツプロジェクトの目的で
す。世界が注目する大舞台の陰で、私たちはアスリートの果敢な挑戦を
支えています。

日々の練習を
ベストコンディションで

PRAC［プラクティスモード］ SWITCH［スイッチモード］ REST［レストモード］

ラウンド前に
身体をON!

明日のための
リフレッシュ

あなたの目的や悩みに応じた3つのモード

http://rucoe.net/golf/



目標達成の為に。
日々のコンディショニングをサポート。

理想のスイングの
再現性を高める
コンディショニングギア。

RUCOE GOLF は３つの出力モードを搭載。
目的・シチュエーションに応じて使い分けることで、再現性の向上をサポートします。

粘着パッドをセット
STEP1

電源ON
STEP2

モード選択
STEP3

出力調節
STEP4

［本体操作部］

［筋収縮のメカニズム］

練習前はランニング等で身体を温めてからストレッチ
を行います。疲れがたまると足が重くなり動きが鈍く
なるので、ラウンド後もストレッチをしてケアを心掛
けています。アマチュアの方は打つことだけに時間を
掛けてしまいがちですが、打つ前の準備を大事にして
状態を整えてから練習を始めると良いと思います。

RUCOE GOLFは、特殊な電気の力で筋肉を刺激します。
ゴルフに必要な筋肉のパフォーマンス発揮や、
違和感がある時にも使用できるコンディショニング機器です。

RUCOE GOLFには3つのモードが搭載されており、
自分の目標や悩みに合わせてコンディショニングを整えます。

「イメージ通りのスイングを目指し、
　ブレないカラダにアプローチする」

あなたの心強い味方になります。

コンディショニングを怠ると疲れが蓄
積されて疲れやすい身体になってしま
うため、日ごろから練習前にもしっかり
と身体ほぐしてから臨んでいます。アマ
チュアの方も毎日のケアを心掛けるこ
とで良い身体作りが出来ると思います。

山下 美夢有
女子プロゴルファー

立浦  葉由乃
女子プロゴルファー

ゴルフ筋を刺激して動ける身体に

タイマー 20 分 練習前や練習中に使いたい筋肉にアプローチして理想の動きを目指します。

飛距離アップ パターの安定 スライス防止

PRAC［プラクティスモード］

PRAC［プラクティスモード］

SWITCH［スイッチモード］

SWITCH［スイッチモード］

REST ［レストモード］

REST ［レストモード］

ラウンド前に身体をON 明日のためにリフレッシュ
練習前にシャドースイ
ングやストレッチと併
用 す る こ と で、正 し い
筋肉の使い方を意識さ
せ、勝てるスイングへ。

眠った状態の身体を
アクティブにしたいときに。
ラウンド前のわずか
3 分で安定したティー
ショットをサポート。

ラウンド後の身体を
優しくケア。
筋肉や関節の違和感
だけでなく、日常の
コンディショニング
維持にも。

出力モード

RUCOE GOLF のセッティングは簡単スピーディ。わずか 4ステップで使用が可能です。

効果的な使い方

日々の練習に PRAC［プラクティスモード］

ラウンド前に SWITCH［スイッチモード］

ラウンド後に

ラウンド

REST ［レストモード］

パッド貼付位置：
広背筋・腰方形筋
広背筋を刺激することで
力強いスイングを引き出
します。

パッド貼付位置：手首
打ち手の手首を挟む
ように貼ります。

パッド貼付位置：多裂筋
インナーマッスルを刺激して
パッティングストロークの安定化
を図ります。

肘と手首のケア
パッド貼付位置：
肘・手首（親指側
または小指側）

負担のかかった
膝のケア
パッド貼付位置：
大腿四頭筋・膝裏

パッド貼付位置：腹斜筋群・臀筋群
身体の横ブレを防止するため、側面
の筋肉の安定化を図ります。

パッド貼付位置：臀筋群
お尻の筋肉が使えると
骨盤が安定し、スイング
プレーンも維持できます。

その日のうちに自由なタイミングで筋肉に休息を。当日の朝～ラウンド直前での使用が効果的。

タイマー 20 分タイマー 3 分

ゴルフは「再現性」が要求されるスポーツです。そのパ
フォーマンスを支えるのは身体ですので、いかに身体
のコンディションを整えるかが、どのレベルのゴル
ファーでも最重要になります。RUCOE GOLFは、目的に
応じた3つのモードで再現性の向上をサポートします。

斎藤  大介

鍼灸師・あんま指圧マッサージ師・
柔道整復師

RUCOE GOLF監修

2010年よりトレーナー活動を開始。
2016年よりアメリカに拠点を移し、海外
メジャー優勝者と専属契約。LPGA通算
15勝を挙げる。2019年より渋野日向子
プロの専属トレーナーとして活動中。

収縮

脳からの
指令

筋繊維

電気刺激

筋小胞体

理想のプレーを追求する、すべてのゴルファーへ

イメージ通りのスイングを目指し、

ブレないカラダにアプローチする

新たなコンセプトの

パフォーマンス サポートアイテム

RUCOE GOLF〈ルコエ ゴルフ〉誕生

1916年の創業以来一貫して物理療法機器を製造販売してきた伊藤超短波株式会社は、アスリートを積極的に支援していくために

「伊藤超短波スポーツプロジェクト」を立ち上げ、サッカーや柔道、水泳など様々なスポーツの世界的な大会で代表選手の治療及び

コンディショニングをサポートし、物理療法の効果・効能を最大限に引き出すノウハウを積み上げて来ました。


