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1 概要 
 

LiftSuit®の着用時の快適さ、品質、メリットを感じていただくためには、LiftSuit®適切なサイズで

あることと、正しく使用することが必要です。そのため、当取扱説明書を熟読し、着用者に合わせて

LiftSuit®を調整し、使用方法を十分にご理解ください。 

LiftSuit®がどのような作業環境でサポート出来るのか、どの程度サポートできるのかを理解するこ

とが重要です。LiftSuit®に関するご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。 

 

1.1 ユーザーの説明 

これらの手順は、主にLiftSuit®を着用するユーザー及びその雇用者を対象としています。ユーザー

とは一般的に使用する人を指しますが、ここでは必ずしもそれに限定されるものではありません。 

• 組み立て作業者 

• メンテナンス担当者または技術者 

• 操縦者 

• 解体作業者 

 
LiftSuit®は「外部筋肉」として装備することにより、背中と腰の筋肉への負荷を軽減します。 

LiftSuit®を着用すると負荷が軽減されますが、健康上の問題がある方は、医療専門機関に事前に相

談せずに使用することはできません。誰でもLiftSuit®の使用が可能ですが、怪我を防止するもので

はありませんので、普段安全とみなされない作業（例：非常に重い物を持ち上げる）は例え

LiftSuit®を着用していても、このような作業を行ってはなりません。 

LiftSuit®は18歳以上の方で、以下ご理解いただいた方のみご使用下さい。 

 

・この取扱説明書を読んで理解した 

・同様のアシストスーツの使用方法を深く理解している 

・本製品の管理方法を理解している 

・起こりうるすべての危険を認識し、それに応じた対応ができる 

 

この取扱説明書に記載されている必要な保管・メンテナンスは、禁止されていることが明記されてい

る場合を除き、上記の方が行うことが出来ます。健康上の問題がある方は、医療関係者と事前に相談

することなくLiftSuit®を使用しないでください。 
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1.2 安全にご使用いただくために 

LiftSuit®をご購入頂きありがとうございます。 

ここからはLiftSuit®の装着方法、使用方法を正しくご理解いただき、安全に使用していただくため

お読みください。 

 

1.3 はじめに 

LiftSuit®をご自身または会社で使用する前に、次の項目を注意してお読みいただくことをお勧め致

します。LiftSuit®は複雑なアシストスーツではありませんが、正しく使用した場合のみ効果を感じ

て頂くことが出来ます。LiftSuit®は長時間体に装着できるウェアラブルデバイスです。新しい自然

な働き方と感じるまで、ある程度慣れる必要があります。 

LiftSuit®を最大限に活用するには、次の手順をお勧めします。 

1. 装着方法と、体のサイズに合わせて調整する方法を学びます。 

2. いつどのようにアクティブ化するか、いつどのように非アクティブ化するかを学びます。考

えずに直感的に使用する方法を学びます。 

3. それに慣れます。最初から1日8時間は使用しないでください。 1日1時間から始めて、完全に

自然に感じるまで時間をかけて増やしていきます。 

 

1.4 このマニュアルで使用されている文字スタイル 

当取扱説明書では、次の文字スタイルが使用されています。 

・太字 

製品要素の名前、警告 

・斜体 

参照箇所 

 

1.5 安全上の注意（各アイコンの意味） 
 

重傷または死亡を招く危険性があることを示します。 
 

中程度のリスク・危険を示します。回避しないと、重傷または死亡を招く可能性があります。 
 

危険のレベルが低いものを示します。回避しないと、軽傷または中程度の障害を引き起こす可能性が

あります。 
 

危険に関連しない重要な情報を示します。 
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1.6 取扱説明書の保管 
 

 
本製品を使用する前に、当取扱説明書およびその安全上の注意を読んで理解してください。これを怠

ると、重傷や死亡につながる可能性があります。すべての安全情報と指示を理解し、それをユーザー

に正しくお伝えした上で製品をお渡しください。 

雇用者は、従業員にこれらの指示が通知または引き渡されていることを確認する必要があります。メ

ーカーは、誤った取り扱いまたは安全指示の不遵守によって引き起こされる重大な損傷または人身傷

害の場合について責任を負いません。この場合、保証は無効となります。 

不明な点 がある場合は、誤解やその結果生じるリスクを回避する為、弊社までお問合せ下さい。 

 

1.7 雇用者 

雇用者は、従業員に安全な職場環境を提供する責任があります。したがって、常にタスク並びにリス

ク分析を実施し、会社でLiftSuit®を配る前に、起こりうる危険について従業員に知らせて下さい。 

労働安全衛生に関連する規則に従って下さい。 
 

雇用者は、全てのユーザーがLiftSuit®の着用に慣れてもらう機会を与えてください。慣れるまでに

時間がかかる可能性があります。 

 

1.8 情報とサポート 
 

お客様の満足度を向上させるために、お客様のご意見や感想をお待ちしております。 
 

また、ご質問、最新の情報、技術的なサポートをご要望の場合は、弊社までお問合せ下さい。 

 

 

Auxivo  LiftSuit®  

日本総代理店 

株式会社ルッドリフティングジャパン  

Email: eigyo@rud.co.jp 

TEL: 06-6536-8807 

HP: www.rud.co.jp 

 

 

mailto:eigyo@rud.co.jp
http://www.rud.co.jp/
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2 LiftSuit®の説明 
2.1 想定される正しい使用方法と誤った使用方法 

LiftSuit®は、腰の高さの下から物体を持ち上げたり、前方に傾いた位置で作業したりするときに、背中

と股関節の筋肉をサポートする「外部筋肉」として使用することを目的としています。例えば、反復

的な作業や前方に傾いた姿勢での長時間の作業負荷を軽減します。 

 
LiftSuit® は医療用器具ではありません。LiftSuit®はいかなる種類の医療用途にも使用されることを意図

していません。 

 
LiftSuit® は以下の目的での使用を想定していません。 

 

• 上記以外の動きや他の筋肉をサポート 

• 安全とはみなされない作業ではLiftSuit®を着用しないで下さい 

• スポーツやその他のアクティビティ 

 
詳細については、以下も参照してください。 

 

• 2.6 LiftSuit®に適した作業 

• 2.7 LiftSuit®に適さない作業 

 
LiftSuit®は、オリジナルのアクセサリーおよびコンポーネントでのみ使用されるものとします。

LiftSuit®は、指定された性能制限内でのみ使用し、この取扱説明書に記載されている指示に従ってくだ

さい。この取扱説明書に記載されている以外のすべての使用方法は、意図しない使用と見なされま

す。. 
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2.2 LiftSuit®の仕組み  

LiftSuit®は腰から下の物体を持ち上げる時、または前方に傾いた姿勢のままにしておく時に、背中

と股関節の筋肉をサポートするように設計されています。それは着用者の筋肉への負荷を減らす「外

部筋肉」として機能します。LiftSuit®は、5～20kgの物体を持ち上げたときに、背中と股関節の筋肉へ

の負荷を約10%〜30%軽減するように設計されています。そうすることで、着用者への筋肉疲労を防

ぐことができます。さらに、物体を持ち上げる時に姿勢を正してまっすぐに保つことができます。 

 

LiftSuit®は、伸縮サポート(EES)を装備しています。着用者をサポートし、作業負荷を軽減出来ます。

使いやすく、小型で軽量(0.9 - 1 kg)のサポートシステムを提供し、必要なときにいつでもアクティブ化

でき、動きに制限を受けることなく一日中着用できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

F 
 
 
 
 
 
 
 

 

LiftSuit®は、背中に「外部筋肉」を提供する

事で、背中と腰の筋肉をサポートします。  
 

F = 持ち上げ力 

地面から10kgを持ち上げて元に戻す時、背筋の筋肉活動測定値

を示しています。 

赤い線：LiftSuit未着用時の筋肉活動 

青い線：LiftSuit着用時 

LiftSuit®を着用する事によって大幅な筋肉への負荷を軽減するこ

とを示してします。 

時間（秒） 

リフトスーツなし 
リフトスーツあり 

10㎏ - 背筋 

筋
肉
活
動
（
μV
）

 

F 
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2.3 システムの概要 

 

LiftSuit®は、次の5つの主要な要素で構成されています。 
 

1. 上半身に接続されているベスト 

2. LiftSuitを腰の周りに固定するヒップベルト 

3. LiftSuitを足に接続する太ももベルト 

4. サポートをアクティブ化および非アクティブ化できる機構 

5. 背中の伸縮サポート(EES)  が、作業中の動きを 

 

2.4 システムの詳細と製品パーツ 

LiftSuitの操作、メンテナンス、クリーニング、およびEESの交換のためには、個々のコンポーネントをどこで

どのように配置するかを理解することが重要です。® 

 

伸縮サポート
（EES） 

ベスト（後ろ） 

ヒップベルト 

太ももベルト 

アクティベ
ーション 
バックル 

ベスト（前） 

アクティベーションバックル 
 
 
アクティベーションストラップ 
 

リリースバックル 
 
 
 

リリースバックル 
 
 
 
 
 
 

リリースバックル 

ヒップベルト 

太ももベルト 

ハンガーループ 
 
上部EES接続ストラップ 
 
EESフック 
EES 
 
EESフック 
 
バックル長さ調整 
 
 
下部EES接続ストラップ 
 
ヒップベルト背部ループ 
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2.5 技術仕様 
 

項目  

製品名 LiftSuit® 

モデル 2.0 

技術的 寿命 2 年 

サイズ S / M 

L / XL 

全体の自重 0.9 kg (S/M) 

 1 kg (L/XL) 

寸法（梱包） 約39 cm x 39 cm x 11 cm 

製品寸法 約 100 cm x 30 cm x 15 cm (S/M)  

約 110 cm x 40 cm x 15 cm (L/XL) 

背中の高さ 40 cm (S/M) 

46 cm (L/XL) 

胸 72-94 cm (S/M) 

87-115 cm (L/XL) 

股間接 69-100 cm (S/M) 

86-120 cm (L/XL) 

大腿部 49-63 cm (S/M) 

57-73 cm (L/XL) 

材質 
メイン生地: 100% ポリエスエル 

メッシュ部分: 100% ポリエステル 

裏地: 100% ポリエステル 

保管環境温度 15 – 25°C  (59 – 77°F) 

相対湿度 (RH) 50 – 85% 
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2.6 LiftSuit®に適した作業 

LiftSuit®がどのような作業に適していて、どのような場合に適さないのかを理解することが重要で

す。設計上LiftSuit®は、前かがみになったり、下に手を伸ばして股関節より下の物体を持ち上げた

りするときに、背中と腰の筋肉をサポートします。 

LiftSuit®(アクティブ時)は、何かを拾うたびに、または前方に傾いた姿勢のままサポートします。具

体的には、これは、LiftSuit®の使用が、以下を必要とする作業のために考慮されるべきであること

を意味します。 
 

  

 
 
 
 
 

 

股関節下から持ち上げの繰り返し 前傾姿勢を保つ必要がある作業 膝をついて物を扱い、手を伸ばして行う作業 

 

 

2.7  LiftSuit®に適さない作業 
 

 LiftSuit®は、上記以外の動きや他の筋肉をサポートするようには設計されていません。これらの作業

を妨げることはありませんが、サポートはされません。具体的には次のような作業には適しません。 
 

 

  

 

 

腰の高さより上 に物があり、かがんだり、前かがみする必

要がない作業 

上半身直立したまま頭上での作業 

 

2.8 上記の作業が複数含まれる場合 

複数の作業工程がある場合、サポートに適した作業中にLiftSuit®をアクティブ化され、不要なときに非

アクティブ化されるだけです。 
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3 安全上の注意 

3.1 安全に関する重要な情報 
 

 
LiftSuit®を使用する前に、この取り扱い説明書とその安全上の注意を読み、理解 してください。 

これを怠ると、重傷や死亡につながる可能性があります。 

 

• LiftSuit®は可燃性の液体、気体、ほこりなど、爆発の可能性がある現場では使用しないで

ください。LiftSuit®は火花を起こし、ほこりや煙に引火する可能性があります。 

 

 

 
LiftSuit®を使用する前に、この取り扱い説明書とその安全上の注意を読み、理解してください。  

これを怠ると、サポートが機能せず、重傷または死亡につながる可能性があります。 
 

• LiftSuit®を使用しないと安全と見なされない作業では絶対に使用しないでください。 

•  破損したLiftSuit®は使用しないでください。 

•   LiftSuit®とその部品を改造しないでください。 

• 可燃性物質の近くでLiftSuit®を使用しないでください。LiftSuit®には耐火性がありません。 

•  LiftSuit®に液体が入らないようにしてください。 

•  LiftSuit®は乾いた状態を保ってください。 

•  LiftSuit®を砂、ほこり 、破片に触れないよう保護してください。 

•  伸縮サポート (EES) を年間150,000サイクル以上使用しないでください。 

•  LiftSuit®は、正しい使用目的でのみ使用してください。   

 詳細については、「2.1 意図された使用と合理的に予測可能な誤用」を参照してください。 

• 前に倒れる危険性のある作業ではLiftSuit®を使用しないでください。 

• 落下防止具の使用を必要とする作業中は、LiftSuit®を着用しないでください。LiftSuit®は、落下

から保護する安全ハーネスではありません。作業前に必要な落下保護具を着用してください

。 

 
 
 

 
LiftSuit®を使用する前に、この取り扱い説明書とその安全上の注意を読み、理解 してください。 

そうしないと、不快感や痛みにつながる可能性があります。 

 

• LiftSuit®は常に慎重に使用してください。 

• 不快感や痛みを感じたときは、LiftSuit®の使用を中止してください。 

• 大量の発汗、発熱、めまい、疲労などの症状が生じた場合は、LiftSuit®の使用を中止してくだ

さい。 

• LiftSuit®は必ず服の上から着用してください。 

• LiftSuit®に工具を装着しないでください。 

• 作業前にLiftSuit®が正しく調整されていることを確認してください。 
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3.2 緊急事態や想定外の状況の対処方法 
 

 

施設の保安担当者に相談して、適用されるすべての規制を社内 で遵守していることを確認

してください。 

 

緊急の場合： 

1.  絶対に必要でない限り 、LiftSuit®を取り外さないでください。 

2. 他の人を助ける前に、安全であることを確認してください。 

3.  お客様の緊急時計画に従ってください。 

4.  緊急用キットを入手してください。 
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4 LiftSuit®の着用 

4.1 LiftSuit®の開梱 

1. 包装および廃棄物は、各自治体に従って処分してください。 

2. 次の内容物が梱包されているか確認してください。 

• LiftSuit® （2つのESS） 

• 取扱説明書 

 

4.2 LiftSuit® の使用前準備 
 

 
LIFTSUIT®を着用する前に損傷がないかどうか点検して下さい。詳細の点検方法については、「5.2 点

検」をご覧下さい。 

 

LiftSuit®を着用する前に、すべてのバックルが開いていて、すべてのストラップが最大の長さまで伸ばしてい

ることを確認してください。 
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4.3 LiftSuit®の装着方法 

4.3.1 LiftSuit® を緩く着用する 

目的: Liftsuit® を個別に設定する前に、すべての接続を閉じる必要があります  。 
 

 
1  ベストを羽織る 

- ベスト を  肩へゆるやか に羽織る 

-  他の全ての製品パーツが背面に自由にぶら下がっ
ています 

2  ヒップベルトを閉じて締める 

- -本体の右側/左側でリリースバックルの両方の部分を横方向につ

かみます 

- -常にボディの左側にあるバックルを閉じます 

- -ヒップベルトを締めますが、かなり緩くします 

 

 

 
3 胸ベルトを緩く締める 
 

- -チェストコネクションのリリースバックル

を閉じます 

- -必要に応じて距離を伸ばします 

4 太ももベルトを緩く閉じる 

-脚の間のストラップの緩い端にあるバックル部分をつかみ、太ももベルトのパ
ッド入りの端にあるガイドループに通します。  

-  脚の前面にあるバックルを閉じます。 

- 反対の足も同様に行います。 
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4.3.2 ベストの調整 

目的: 胸と肩に最大の快適さを備えた最高のサポート効果のための理想的なフィット感 

⚫ 吸入時に胸にわずかな圧力がかかるように、ベストは上半身にしっかりと固定する必要があり

ます。 

⚫ 腕を伸ばした状態で、ベストの端が腕を圧迫してはなりません。 

⚫ アクティベーションバックルは鎖骨の位置である必要があります。 

 

 
5 サイドコネクションとチェストベルトでベストを締めます 

- -両サイド接続バックルのロックを解除し、緩んだストラップを引張り、バッ
クルをロックします。 

- -バックルやストラップに手が届かない場合は、誰かに補助してもらって下さ
い。 

- -次回の装着に備えて、長さをメモしておくことを推奨します 

6 胸ベルトを締める 

- 緩んだストラップを引っ張ります 

- バックルを少し持ち上げながら締める

と簡単です。 

- 上半身にしっかりとフィットさせる必要が

あります。 

 
 
 

 
7 位置とフィット感を確認 

- 直立してまっすぐに立ち、アクティベーションバックルは鎖骨部

分に装着されてますか？ 

- 深呼吸し、胸、背中部分に圧力がかかっていますか？ 

- 必要におうじて再調整してください。 

8 動作チェック 

- 腕を伸ばして、動かし、自由に動作出来ること

を確認します。 

- もし、圧力や摩擦による不快を感じた時は、

再調整を行って下さい。 
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4.3.3 太ももベルトの調整 

目的: 太ももや股間へのフィット感を最大限に高め、快適さを最大限に高める理想的な調整 

• 理想の締め具合は、締まった太ももベルトの中へ、無理なく手のひらが入るぐらいです。 

• 太ももベルトとヒップベルトの接続部分は、垂直で真っすぐに配置する必要があります。 必

要に応じて、太ももベルトを回すか動かし、位置を確立します。 

 

 
 

9 太ももベルトを動かし締める 

- 左右を順番に調整します 

- ズボンの股間まで押し上げます 

- ストラップを引張り、太ももベルトが緩まないようにしま

す。 

10 位置とフィット感のチェック 

-  太ももベルトとヒップベルトの接続部分は、垂直で真っ

すぐに配置する必要があります。 必要に応じて、太もも

ベルトを回すか動かし、位置を確立します。 

 

 
11 太ももベルトの最適な締まり具合を確認 

 
- 袖口がしっかりとフィットしていることを確認してください。足を

圧迫することはありません。 使用中に移動してはならず、快適に着

用できます。 

- 袖口と脚の間で手をスライドさせることができるはずです 

- 袖口と脚の間に置くと、手に軽い圧力がかかるはずです 

12 膝をついた作業時の再調整/位置 

- 膝をついて作業したり、しゃがんだりすると

きは、位置を再調整する必要があります。 バ

ックルをひねり、ストラップの端を緩めて  、

太ももベルトを少し 緩めます。 

-    再調整によってずれている場合は、  接続部

分を側面に合わせます。 



15  

4.3.4 緩んだストラップの固定 
 

 
作業を開始する前に、緩んだストラップをすべて慎重に固定することが重要です。 それ以外の場合は、コン

ベヤーベルトのような部品の移動に巻き込まれるリスクがあります。 

 

• すべてのストラップの端が、付属のガイドループを通っていることを確認します。 

• スレッドバックループは、バックルからできるだけ離してください。 

 

 
 

13  胸部接続 

- ストラップをスレッドバックループへ通します 

- スレッドバックループは出来るだけ、リリースバックル

から離します 

14  ヒップベルト 

- ストラップをスレッドバックループへ通します 

- スレッドバックループは出来るだけ、リリースバックルか

ら離します 

 

 
15 太ももベルト 

-   ストラップの端を両側(左右)のスレッドバックループに通します。 

-  バックルがパッド前側にあるガイドループへ通っていることを確認します。 必要に応じて、バックルのロックを解除し、太ももベルトの

パッド端にあるガイドループへストラップを通して調整します. 
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4.3.5 EESの下部ストラップ調整 
 
 
 

目的: LiftSuit®をあなたのサイズに調整して  、理想的なフィット感と背中の快適さを最大限に高めた最

高のサポート効果を実現します。 

- 効果的に機能させるには、EESの下部ストラップの長さを抑えて、体の高さに合わせて 調整する必要がありま

す。 

- 両方のストラップの長さは対称でなければなりません。 

- この調整は、初めて使用する場合に必要であり、だれかの補助が必要な場合があります。 

-  

 
16 両方のEES下部ストラップの長さを調整する 

 

-  立った状態で、調整バックルを上下に動かして、  両方のストラップを背中の長さに合わせます。 

-  適切に調整されると、ストラップは緩みがなく、適度に張っている状態になります。また、LiftSuit®をアクティブ化させる前にEESが伸

びていない状態にして下さい。 

-  装着者の背丈によって、調整時にヒップベルト背部ループへバックルを通す必要があります。 

-  両方のストラップが対称であることを確認します. 
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4.4 LiftSuit®のアクティブ化と非アクティブ化 

サポートが必要な場合は、LiftSuit®をアクティブ化にして下さい。必ず、作業が終了したら非アクティブ化に

して下さい。 
 

 
動作の制限を防ぐ為、休憩中、車両の運転中、座っている間など、サポートが不要な場合は必ずLiftSuit®を無

効にして下さい。 

 
 
 

アクティブ化 非アクティブ化 
 

 
アクティベーションストラップのループに親指をかける アクティベーションバックルのレバーを上に傾ける 

 

 
 
直立した状態で、停止するまで前方に引く 

先端のアクティベーションループが止まるまで、体を少
し前に曲げて引上げます。 
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4.5 不快感による再調整 
使用中に摩擦／圧迫箇所が発生した場合は、ベストと太ももベルトを再調整します。これは、特に最初の1時間

後「リラックス」、または作業場所を変更した時に必要になる場合があります。例として、立ち仕事から膝をつ

いた作業に切り替えるときに必要になる場合があります。 
 

締める 

ストラップをバックルから引き離して締め

ます。 

最終的には、バックルを少し傾けて張力を

減らします。 

緩める 

バックルをつかみ、緩いストラップの端の

側面で傾けて引っ張ります。 

 

 
胸ベルトの締め方 胸ベルトの緩め方 

 

 
側面接続部の締め方 側面接続部の緩め方 

 

 
太ももベルトの締め方 太ももベルトの緩め方 
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4.6 LiftSuit®を外す方法 
 

 
大量の発汗、めまい、疲労感などの過熱の兆候がある場合は、 LiftSuit®の使用を中止して下さい。  

 

 

 
1 - LiftSuit®を取り外す前に、システムが非アクティブ化されてい
ることを確認してください。 

2 - 4つのリリースバックルをすべて開き
ます。 （胸ベルト、ヒップベルト、両方
の太ももベルト） 

 
 

 
3 -ベストを外して脱いでください。 すべてのバックルを開くと、ヒ
ップベルトと太ももベルトが続きます。 

4 -可能であればどこかに吊るしてください。 こ

のようにすると、元に戻すのがはるかに簡単に

なり、汗をかいた場合にLiftSuitを乾かすことがで

きます。 
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5 保管と手入れ方法 

5.1 一般的な情報 

•  LiftSuit®  は必ず慎重に取り扱ってください。 

•  鋭利な物とLiftSuit®との接触を避けてください。 

•  LiftSuit®は、オイルや損傷を与える可能性のある化学物質を避け、清潔に保ってください。 

•  LiftSuit®  は、直射日光の当たらない乾燥した換気の良い場所に保管してください。 

 

5.2 検査 
 

 
少なくとも月に1回は目視検査を行い、 LiftSuit®が適切に機能していることを確認してください。検査

状況を記録してください。問題が特定した場合は、LiftSuit®を取り外し、弊社まで連絡をお願いしま

す。 

  目視検査は、以下のチェックリストに従ってください。 
 

アクティベーション メカニズム:  

アクティベーションバックルに

摩耗や破損の跡ありますか？ 

例： 滑り止めが摩耗している？ 

アクティベーション メカニズム: 

アクティベーションストラップ  に

摩耗や破れの跡はありますか？ 
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EES: 
 

EESの裏側に摩耗の跡

はありますか? 

 

 
 
 

EES: 
 

EES後部ベストのメ

イン生地に過度な

摩耗の跡はありま

せんか？ 

EES: 
 

フックが接続ループか

ら外れてませんか? 

 4つのフックすべて

を左から右に素早く

前後に動かして、短

いテストを実行して

ください。 

 
 

 

太ももベルト: 
 

摩耗や破れの跡はあり

ますか？ 

特に伸縮部分の先端を

確認してください。 
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磨耗や破損、またはその他の損傷を特定したら、LiftSuit®の使用を停止してください。可能であれば

、5.3の指示に従ってLiftSuit®を修理し、 EESを変更してください。修理が不可能な場合は、弊社まで

ご連絡をお願いします。 

 

5.3  伸縮サポート(EES)の交換 

EESは、150,000サイクル、または1年間の使用後に交換する必要がある消耗品です。通常時の持ち上

げから解放までを1サイクルと定義しています。EESは、磨耗やその他の損傷が確定したときにも交換

されるものとします。 
 

 

LiftSuit®は、AUXIVOが製造したEESとのみ使用可能です。 

その他との組み合わせ、使用はできません。 

 

LiftSuit®を洗濯するときは、必ずEESを取り外してください。交換部品や問題については、弊社までご

連絡をお願いします。(1.8 情報とサポートを参照) 

 

 EES の取り付け、取り外し、または交換を行うには、以下の手順に従ってください。 

 

EES の取り外し 
 

 
1 -上部 接続 ストラップ ループを 
片方をEESフックから引き離します。 

2 - ループがEESフックの片方から外れる
まで引っ張ります 

2 – 外れたら同様に反対も外し
ます。 
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EESの接続 
 
 

1 –  -  
 白い模様の面を表にしてください。 

2 –下部右太ももベルトから接続ストラッ
プループをつかむ。  
ヒップベルト背部ループの右側を通って

いることを確認してください。 

3 – EES フックの長い方に挿入します。 
次に、フックの短い方に押し込みます

。 

 

 
 

4 - 上部接続ストラップループを取り付
ける 

   左側からEESの上端の  フックまで。 

5 – 白い模様の面が表向きであることを確

認します。 

6 –ダブルチェックの為に、手順 1 ~ 5 を
繰り返します。 

 接続ストラップの交差部分は、  

  ヒップベルトの上。 接続ストラップ  

がねじれていないことを確認します。 
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5.4 LiftSuit®の洗濯方法 

LiftSuit®を洗う際、損傷を防ぐために次の手順に従ってください。 
 

1.  5.3伸縮サポート（EES）の交換に従って  、EESを外します。 

2. 洗濯する前にバックルをすべて閉じます。 

3. 温度は30℃、洗濯機などで洗ってください。 必ず中性洗剤を使用してください。別々に洗

ってください。洗濯時は緩やかな回転のみ。乾燥機は使用しないでください。 

4.  LiftSuit®を自然乾燥させます。再度使用する前に 、完全に乾燥していることを確認してください。 

5.  中のパッドも 完全に乾いたら、5.3 伸縮サポート(EES)の変更で説明されているように、   両方

のEESを元に戻します。  

6.  LiftSuit®のすべての部品が次の使用のために正しい位置と向きになっていることを確

認します。 

 

5.5  LiftSuit®を複数人が使用する場合 

すべてのユーザーの安全と快適性を確保するために、LiftSuit®はユーザーごとに調整 する必要があり

ます。手順については、  4 LiftSuit®の着用をご参照ください。 

 
LiftSuit®を複数のユーザーが使用する場合は、正しく清掃し、洗浄する必要があります。
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6 トラブルシューティング 
 

問題 原因 解決 

リフトスーツが正しく機能

しない 

 
 間違った高さ調整： 

LiftSuit®が長すぎる→EESが高すぎ
る 

EESなどの高さ調整を短くし、ベストの中央に 

くるようにします。 

LiftSuit®を調整するのが難

しい 

 

 ベストが遠すぎる 

➔ アクティベーションバックル
に手が届かない 

鎖骨あたりにアクティベーションバックルが
くるのがベストです。 

真っすぐに立っている

のに背筋が反る 

 

地面に手が届かない 

 
 EESに対する過度の圧迫 伸縮サポート（EES）を軽減するために、腰部

分のストラップを少しだけ緩めます。 

股間の摩擦  

 太もものカフまたはヒップベルトを

ねじった 

ヒップベルトバックルは、ヒップの左側に

装着する必要があります。横の高さ調整が

ズボンの縫い目に沿って垂直になるまで太

もものカフを回します。 

側方胸痛  

 
腕の下のストラップまたは

胸ベルトが締まりすぎ

ている、 

腕の下のストラップを緩め、必要に応じて胸

のベルトを締めます。 



 

 

7 廃棄 

製品と包装および廃棄物は、各自治体に従って処分してください。 製品を適切な方法で処分する

ことにより、廃棄物の不適切な処理によって引き起こされる可能性のある環境と公衆衛生への危

険を回避するのに役立ちます。材料のリサイクルは天然資源の保全に貢献します。 

包装は環境にやさしい材料でできており、地元のリサイクル施設を通じて処分することができま

す。包装および包装廃棄物を適切な方法で処分することにより、環境および公衆衛生に起こりう

る危険を回避するのに役立ちます。 

8 法的 情報 

8.1 責任 

Auxivo AGは、以下について責任を負うことはできません。  
 

•  この取り扱い説明書の指示や警告に従わなかったことによる人身傷害または財産への損害 

•   LiftSuit®の改造。それにより生じた損害 

•  不適切な使用の結果としての摩耗や損傷 

• 純正以外の製品部品(交換部品など)  の使用によって生じた損傷 

 

8.2 保証 
Auxivoは、LiftSuit®がこの取り扱い説明書に記載されている機能を有し、1年間の保証期間中、引き渡し時に機能

しない、または大幅に機能の低下がないことを保証します。ただし、LiftSuit®には消耗品(この取り扱い説明書の

5.3で定義)も含まれており、用途に応じてお客様が定期的に自己負担で交換する必要があり、1年間の保証期間の

対象外です。LiftSuit®に保証の対象となる欠陥がある場合、弊社およびAuxivoは、欠陥のあるLiftSuit®または欠陥の

ある部品を交換します。この保証は、お客様がLiftSuit®を検査し、この保証に基づく請求が、そのシリアル番号、

納品日、および欠陥の説明を記載した書面で弊社およびAuxivoに提出していただいた場合にのみ適用されるもの

とします。その後、欠陥のあるLiftSuit®は弊社を経由しAuxivoへ返却する必要があります。 

 Auxivo以外の者によって修理または改造されたLiftSuits®、または  本説明書に反して使用、過失、事故、または誤

った使用方法の対象となるLiftSuits®に関してはいかなる保証も適用されません。 

この保証は、  明示的または黙示的を問わず、Auxivoのすべての保証に代わるものです。 

 

交換部品または保証の問題については、弊社までお問い合わせください。 
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アクセサリーとスペアパーツ 
 

名称 製品番号 

伸縮サポートのペア  - 中程度のサポートレベル LiftSuit - EES - ブルー 

伸縮サポートのペア - 強力なサポートレベル LiftSuit - EES - レッド 



 

メーカー: 
住所: 
 

Auxivo AG 
Sonnenbergstrasse 74 
8603 Schwerzenbach 
Switzerland 

 
 
 
 
 

EC適合宣言書（翻訳） 

 
 

製品 工業用パッシブ外骨格 「LiftSuit」 

 
 

上記の製品は、提示された形式で、次のガイドラインの規定に準拠しています。 
 

 

2006/42/EG 機械ガイドライン 
 

指令への適合性は、以下の整合規格の適用によって保証されます。 
 

 
2006/42/EG EN ISO 12100 機械の安全性 – 

一般的な設計原則 - リスク評価と 

リスク低減 

 
EN 1005-3+A1 機械類の安全性 -人間の身体能力

- 
  パート 3: 推奨される フォース制

限 
  機械作動 

 
 

   

Schwerzenbach, 25.01.2022 Dr. Volker Bartenbach Dr. Lijin Aryananda-Blatter 

Ort, Datum CEO Auxivo AG CTO Auxivo AG 

 


