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＜経営理念＞
私たちは「リライブ・シャツ」を通じて、誰もが身体能力と健康を保ち続け、
健康寿命を延ばすことで、人々の豊かな生活と幸福・社会の発展に貢献します。
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商品ラインナップ 高い効果

特許第 ������� 号
意匠第 ������� 号　意匠第 ������� 号
商標第 ������� 号　商標第 ������� 号
商標第 ������� 号　商標第 ������� 号

＜商品優位性＞
特許登録、意匠登録がある。
類似商品、競合商品が少ない。
現在は国内の特許と意匠、商標を取得。
アメリカ、EU、中国の意匠は取得済。
他の国にも同種の特許はない模様。
アメリカ、EU、中国の国際特許申請済。

＜衣 服＞リライブシャツ・インナー
　　　　 リライブパンツ・リライブスパッツ
             リライブプロ・リライブゴルフ など
 定価：7,700 ～ 16,500 円（税込）

筋肉位置に合わせてリライブプリントをシャツ、
パンツに施工しています。
新商品も続々と開発しています。
シャツとパンツを併用すると、
＊体感的にシャツのみと比べ、3 割から 5 割効果が
増えます。

即効性リライブパンツ (プリント）

®

＊株式会社身体機能研究所　調べ

リライブシャツ、パンツは経絡を整えるノウハ
ウを衣服に応用した特許商品です。
身体の軸がしっかりして柔軟性が増します。ま
た筋肉が連動することで、特定の筋肉だけに負
荷をかけずに、たくさんの筋肉が協力して無理
なく大きな力を出すことかできます。
再現性は 96％以上！
誰もがその効果に驚きの声を上げます。
シャツを着た瞬間に、
身体能力向上を体感できる
商品です。 商品

説明

1

『身体能力の向上』
介護、看護師の抱き起こし、移乗などが楽にでき
腰痛予防になる。
作業用のパワードスーツ代わりになる。
プロアスリートで 5％～20％程度記録が伸びて
いる。
一般人は 20％～30％ほど力が増すと感じる人
が多い。
スポーツ終了後、疲れにくい、筋肉痛が楽、と感
じる人が多い。

鍼灸は熱や鍼で筋肉や経絡を刺激します。
中国武術は体の動きで経絡や筋肉を刺激します。
リライブシャツはシートには鉱石が含まれており、それがマイナスイオンなど
を出して経絡や筋肉を刺激して身体の電気信号の流れを整えていると考えら
れます。
脳から出る指令は電気信号となり神経を通して身体の各部署に流れます。
電気信号の流れが阻害されると筋肉は正常に動けなくなります。
一方で経絡が活性化して電気信号が正常に流れると、身体は本来の機能を取り
戻すと考えられています。
そのような理由でリライブシャツは、着るだけで本来の身体機能を取り戻せる
のです。

シャツを着た瞬間に96％以上の人が
その場で効果を体感できる。

1 『柔軟性の向上、腰痛の予防』など
第三者機関による検証エビデンスによると前屈
テストで 15 名の平均で 6cmほど深く曲がり、
首や肩の可動域が上がり
ました。
柔軟性は腰肩にとって
大事なポイントです。

2

睡眠、疲れなど、健康的な生活をサポート。
着用者のアンケートでは目覚めが良い、
疲れづらいという感想が
多かった。

3

2

* 体験ワーク実施結果に基づく数字です

* 自社および第三者機関での着用実施検査結果に基づく数字です* 自社および第三者機関での着用実施検査結果に基づく数字です

メンズ　フロント

レディース　バッグ

広背筋
サポート

逆 V字で



経絡が活性化して、本来の身体機能を取り戻します。

中国医学に基づいた

経絡のポイント
経絡を活性化させる

特殊な加工
リライブ加工

介護分野での活用

介護
Long-term care

介護者の抱き起こし、移乗、入浴介助などの作業が楽にできる。

柔軟性が上がり、負担が偏らないため故障の予防になる。

効果を体験された介護施設で、実導入が始まっています。

肉体労働での活用肉体
労働
Physical Labor 土木、建設、運送、農業、工場など様々な場所で役立ちます。

体の負担が少なくなり、楽に大きな力が出る。

柔軟性が上がり腰痛の予防になる。　　　など期待できます。

浦上嘉明さんの体験　
介護士
特別養護
老人ホーム勤務

『介護の仕事で、体格の良い、男性利用者を抱え上げる時も
 楽に移乗することが出来ました。
 腕の可動域も上がり、生活も楽になりました。
 体位変換をする際、負担が軽く向きを変えることができま
 した。シャツを着ている時と、着ていない時では力の入りが
 違い、手放せない存在となりました』

『中腰での作業（着替え補助やトイレ介助など）のあとの
  腰の疲労感が軽減された。夜勤で着用したところ、いつ
  もなら夜勤明けで昼寝したあと身体がバキバキで痛い
  のにまったくつらさがなかった。
  同僚６人にも貸してみたら、全員が同じような効果を
  感じていました。』

北海道　介護士
特別養護
老人ホーム

介護の動画と説明

建設

運送

農業
酪農
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運動分野での活用

運動
Physical excercise

トレーニングでの活用で、ウォーミングアップ（温熱効果）が
効率的になり、筋肉全体を動かすことが可能になり
運動への準備がよりスムーズになります。
→ 正しい動きができることで、記録向上も期待できます。

『アスリートの声』 （個人の感想です。体感には個人差があります）

・ゴルフで 10-20 ヤード飛距離が伸びる。ボールがまっすぐ飛ぶ。（プロゴルファー）松尾洋輝プロ

・スキーでは軸がぶれず安定する。国内 62 位→27 位　（Ａ級モーグル） 新谷奈津美 選手

・やり投げ　記録が 20% 以上伸びて全国優勝した（パラ陸上） 坂本 渉 選手

・短距離走　50m 走をしたら 11 秒 7 から 10 秒 9 へ　読売テレビ　諸國沙代子アナウンサー（TV 放映）

・マラソンは呼吸が楽になって速く走れた。（大阪女子 15 位） 林和佳奈 選手

・バレーで体の軸が整って動きやすい。（女子バレー）　学生

・筋トレが楽にできる。（パラ・パワーリフティング）　三浦 浩 選手

・野球では軸が整って、球がまっすぐ投げられるようになった。  学生　岩井晴幸

さらに柔軟性が上がるため、筋肉痛が少ないとの声が聞かれます。

多くの筋肉が動き、腰の負担が軽減され故障の予防が期待できます。

 

【坂本 渉 選手】 種目 : パラスポーツやり投げ

「2019 年 7月にパラの大会にやり投げで出場しました。
リライブシャツを使って短期間トレーニングを積んだところ、
過去の自己ベストは 12.0mでしたが、大会で 14.75mを投げることができました。
その結果このクラスで日本一になりました」

リライブウェアはテープにパワーストーンの粉と固定剤だけを使い微弱の信号を筋肉に送り、身体の機能を
取り戻すもので、ドーピングとは無関係と考えます。　（＊種目ごとに規約がありますので、個人の責任で調査願います）
またリライブウェアを着てトレーニングをすることで、筋肉全体が正しい動きを覚え、記憶することで
試合でのパフォーマンスが上がると考えています。

リライブウェア は、ドーピングや禁止処置に当たらない

 

トップアスリートも絶賛！

小比類巻貴之さん

現役の時に
リライブを着ていたら

もっと
いいトレーニングが
できていました！

「スポーツにおけるドーピング」とは、禁止物質（スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させる効果を有するためスポーツにおける使用を
禁止すべき物質として文部科学省令で定める物質をいう。）の国際競技大会等出場スポーツ選手に対する使用その他の国際競技大会等出場スポー
ツ選手の競技に関する能力を不当に向上させると認められる行為（以下この項において「禁止物質の使用等」という。）、禁止物質の使用等の目的で
これに用いられる薬品その他の物品を所持する行為     ＜スポーツ庁ホームページより抜粋＞
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健康分野での活用

健康
Health care

腰・肩が楽になった。
リライブシャツを着て疲れにくくなった。
足腰が安定して歩きやすい。
よく眠れる。           などの声をたくさんいただきます。

・アスリート（記録のために身体機能を上げたい。身体を守りたい。怪我のない競技生活）

・介護、看護士（過度な負担から身体を守るため、身体機能を上げたい）

・身体機能の衰えた中高年（快適な生活を健康で送りたい）

・体を壊した人（快適な生活をするため身体を守りたい）

・肉体労働者（過度な負担から身体を守りたい）

  健康産業・介護現場・看護・スポーツ・建設業界・引っ越し業・農業・林業 など
  幅広いターゲットがあるため市場規模は非常に大きいと考えています。

『事業ドメイン（事業領域）』

リライブシャツ・パンツ は

リライブシャツ・パンツ は

株式会社 TFC ラボにおいて、健常な日本人女性 15 名（30 代 8 名／ 40 代 7 名）に
リライブシャツ・パンツ着用による身体への影響の効果検証試験実施いたしました。

試験番号 TL49SK0054　期間：2021 年 2 月 17 日～3 月 4 日

【客観的指標の変化】

着用直後よりも、着用１週間後の方が
明らかにパフォーマンスが上がっている
ことがわかります。

鉱石を顔料インクに混ぜ、鉱石から発生するマイナスイオンなどにより
経路と筋肉に刺激を与え、脳から発せられる電気信号の流れを整えて
身体を整える機能を有する。

着用することにより、可動域・握力量・背筋力量を向上させること、
日々の疲労感を軽減させることが示唆された。
本試験参加の 15 人は経過観察期間の 2 週間において不調を訴える者はなく
「リライブシャツ・パンツ」の安全性に問題はないと言える。

検　証
の

考　察

検　証
の

結　果

ユニチカガーメンテック調べ

ノーマル（普通）シャツを着用 リライブシャツを着用

リライブシャツが身体を温めていることがわかります。

第三者検査機関で効果検証
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「リライブシャツを着ることで血流が良くなり相乗効果として柔軟性や筋力アップなど、

 身体機能の向上が実証されました。これによりアスリートのトレーニングにも様々な

 効果が期待でき、一般の方の健康や体力アップにも有用なアイテムとなるでしょう。」

「リライブシャツを来た瞬間、ん？身体が軽い！そして、動いてみるとスムーズにパンチや
  キックを出せる！すごい驚きでした。さらにパンツを履くと、格闘家が一番大切にして
  している、脚が地面にしっかりと立てる、つまり地面をしっかりと掴めている感じで、
  すごく安心して自然体を作れる。ふわふわした感じですと、練習していても何も意味が
  ないんです。だから、この地面にしっかりと立てる感覚はすごく大切です。いいですね！」

中央学院大学　教授 小林敬和（専門 : トレーニング科学）
国際陸上競技連盟認定上級コーチ

小比類巻貴之  （小比類巻道場）

仁愛中国鍼灸院　院長 鈴木知世 （鍼灸師・東洋医学研究所）

小林教授と
身体機能研究所 代表 
リライブシャツ開発者佐々木が
真剣対談を行いました。

リライブシャツは「東洋医学の力」が効果的に活かせている
インナーシャツだと思いました。ちょうど筋肉を上手に動かす場所に、
リライブ特許 （リライブの鉱石のプリント部分、以下、プリント部分を「リライブ特許」、
さらにこの効果を「リライブ効果※」と表記） がピッタリ効いています。
簡単に言うなら、弱い力で重たい仕事をする「てこ」の原理で、楽に
体を動かせるのです。
リライブ特許の肩の部分と腹部が、「足の三陽」の「経筋」の力を使う
ことに成功しています。足の三陽とは「足陽明筋」「足太陽筋」「足小
陽筋」の三つの流れです。
効果としては、一つの経筋グループをベースに、三つの経筋がさら
に連動することで、「歩行」「重い物を持ち上げる」ことなどに役立ち
ます。つまり、リライブ特許が、肩と腹筋のしかるべき場所にあるこ

と（これが特許なわけですが）で、「下半身」を体の軸として使い、「扉」である体のパーツを「開く」
ことができるのです。肩や腹部は下半身とは全く関係ないように見えますが、実は、下半身を動かす
ツボがあるのです。
私自身の感想としては、趣味でゴルフをやるのですが、素人レベルでも、なんと飛距離が 10ヤード
伸びました。これまで手打ちだったと思いますが、下半身が少し使えるようになってきたのではな
いかと思います。また、若い頃の事故による頚部損傷の後遺症から神経痛がありますが、神経痛も
緩和しました。
これまでのパワースーツは、ウェア全体やかなり広い部分に磁力やトルマリンなどが入っている
ものが多く、頚部損傷のためもあり、敏感体質の私は着ると気持ち悪くなってしまい、着用自体が
困難でした。同時に、既存のパワースーツはツボに入れるという発想がなく、体が効果的に使える
ものが少なかったと思います。当院では、白衣の下にパワーインナーとしてリライブシャツを採用して
おり、仕事とプライベートに愛用させていただいております。 29 10
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