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l LES MILLS ON DEMAND(LMOD)とはなんですか?

LES MILLS On Demand（LMOD）は、多様なデバイスでいつでも、どこでも、最高で本格的なLes Millsワーク
アウトを提供しています。フィットネスクラブで行っているトレーニングをカスタマイズし、オンライン動画とし
て公開しています。ワークアウトの多くはたった20～30分で自宅で行うのに理想的です。ジムで行うトレーニング
と同じくらい挑戦的でやりがいがあります。さらに、LMODは、個人の体力レベルに合わせてトレーニングスケ
ジュールをカスタマイズしてくれます。
さぁ、あなたも体験してみませんか？

l LMODの全てのワークアウトは、私のサブスクリプションに含まれていますか？

サブスクリプションを開始すると、LMODにアップされているすべてのトレーニングをご覧頂くことが
出来ます。LMODでは、トレーニングを促進するためのインストラクションやエデュケーションのビデオ
も提供しています。
※フィットネスクラブで提供されている一部のLes Millsワークアウトは、LMODでは利用できない場合が
あります。

l ビデオに出演しているインストラクターは誰ですか？

LMODに出演しているのは、クラスをリードする方法を世界中でレスミルズのインストラクターに教え
ているトップクラスのインストラクター達です。LMODインストラクターについての詳細はこちらをご
覧ください。

l 旅行中にLMODを使用できますか？

はい。旅行中でもLMODを使用できます。どこにいてもお気に入りのワークアウトにアクセスするため
には、下記の3つの手順を行ってください。
• ステップ1： LMODに登録していることを確認します。登録はこちらからも行えます

• ステップ2：家を出る前に、使用するデバイスにLMODアプリをダウンロードして、サインインをします

• ステップ3：WiFi環境のよいところで接続を行い、好きなワークアウトを選択してください

iOSデバイスをご使用ですか？ LMOD iOSアプリを使用すると、ワークアウトを最大14日間ダウンロー
ドして、ご都合の良いときに視聴することができます。

サポートされていない国からWebサイトにアクセスすることができないため、旅行中にLMODを使用する
場合は、当社のアプリをご使用頂くことをお勧めします。

ご検討中の方へ
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l ログイン、ログアウトの方法を教えて下さい

ログイン：
Android、Apple、またはRokuデバイスからLMODにアクセスするには、それぞれのアプリストアから
LMODアプリをダウンロードしてください。ダウンロードが完了したら、[Log in]をクリックし、登録済みの
メールアドレスを入力して、[Next]を押してください。デバイスをアカウントにリンクするためのメールが登
録アドレスに送信されます。24時間以内に届いたメール内のリンクをクリックして、アクティベーションを完
了してください。アクティベーションが完了するとログイン状態に切り替わりワークアウトを開始する準備が
整います。一度ログインすると、デバイスは12か月間ログインを維持します。Cookieが有効になっているこ
とを確認してください。

iOSまたはAndroidデバイスをお持ちですか？こちらから最新のLMODアプリをダウンロードしてください！
iOSアプリ：https://www.apple.com/jp/ios/app-store/

Androidアプリ：https://play.google.com/store?hl=ja

Webサイトやモバイルアプリでサインインする方法は使い方ガイドをご覧ください。

ログアウト：
モバイルデバイスからログアウトするには、画面右下のプロフィールアイコンを押して設定画面を表示し、画
面を一番下までスクロールするとログアウトのボタンがあります。

TVアプリを使用してログアウトする場合は、右側のメニューバーに移動し、設定メニューをクリックします。
設定画面でログアウトをクリックし、はいをクリックしてください。

l アクチベーションのメールが受信できません

何度かログインを試みてもアクティベーションメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダーを確認してく
ださい。また、support@vhx.tvからメールが受信できるように設定をお願いします。それでもメールが届
かない場合には、Sales.Japan@lesmills.com にメールを送信してください。登録時に入力したメールアド
レスにタイプミスがある可能性があります。

l コンピューターでクッキーを有効にする必要はありますか？

はい。LMODは、ユーザーのログインを維持するために、Cookieと呼ばれる情報をコンピューターに保存し
ます。WebブラウザーでCookieが有効になっていない場合、アカウントへのログインに問題がある可能性が
あります。ログインできない場合は、ブラウザでCookieが有効になっていることを確認してください。お使い
のデバイスでCookieを有効にする最善の方法については、ブラウザのヘルプを確認してください。
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https://www.apple.com/jp/ios/app-store/
https://play.google.com/store%3Fhl=ja
http://vhx.tv
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l デバイスにビデオをダウンロードするにはどうすればよいですか？

AndroidまたはiOSデバイスにワークアウトをダウンロードして、インターネットに接続せずにワークアウトを
行うことができます。手順は下記をご確認ください。

1. Google PlayストアまたはApp StoreからLMODアプリをダウンロードします。
2.アプリを開いて、ダウンロードするワークアウトを見つけます。

3.右上のダウンロードボタンを押すとダウンロードが開始されます。

4.ダウンロードしたワークアウトはオフラインリストから利用できます。

5. LMODはオフラインでいつでもどこでもワークアウトを行えます。ダウンロード動画に有効期限はありません。

l ChromecastとiOSブラウザの使用

Chromecastを使用してワークアウトビデオをテレビに写すには、まずはワークアウトビデオを選択し、再生ボ
タンを押してビデオを開始してください。動画が再生されたら、全画面表示にする前に画面上のChromecastボ
タンを押して、キャスト先のデバイスを選択します。接続されると、ビデオが全画面表示されデバイスの画面が
更新されてキャスト中であることを知らせてくれます。

キャストに問題があるか、キャストアイコンが表示されない場合は、次の手順を行ってください。

1. デバイスからGoogle Homeアプリを開きます（このアプリがない場合は、ここからダウンロードする必要
があります）

2. 画面の右上に表示されるデバイスボタンをクリックします

3. デバイスボタンの中からChromecastを探してください。リストにある場合は、デバイスと同じネットワー
ク上にあります。もしリストの中にChromecastがない場合は、別のネットワークに接続されている可能性
があります。正しくペアリングするには、デバイスと同じネットワークに接続する必要があります。

4. Chromecastが同じネットワーク上にあることを確認したら、LMODアプリを開いてもう一度キャストし
てください。

l APPLE TV用のアプリを入手するにはどうすればよいですか？

Apple TVからLMODにアクセスするには、まずLMODチャンネルをダウンロードしてください。ダウンロー
ドが完了するとチャンネルが開くので、登録メールアドレスを入力してログインしてください。メールアドレス
を入力すると、アクティベーションコードが表示されます。このコードを書き留め、モバイルデバイスもしくは
パソコンから画面上に表示されているURLにアクセスして、Apple TVをアカウントと同期してください。 
URLをクリックするとアクティベーションページが表示され、アクティベーションコードを入力するよう求めら
れます。入力が終わるとデバイスでコンテンツを視聴する準備ができたことを知らせる確認メッセージが表示さ
れます。

Apple TVでAirplayを使用する方法の使い方ガイドをご覧ください。

ユーザー様向け

https://play.google.com/store%3Fhl=ja
https://www.apple.com/jp/ios/app-store/
https://itunes.apple.com/us/app/google-home/id680819774
https://bit.ly/3biy9oa


l ROKUアプリの使用

ROKUデバイスからLMODにアクセスするには、まずLMODチャンネルをRokuに追加する必要があります。 
2018年5月に作成されたチャネルの最新バージョンを使用していることを確認してください。

1.チャンネルをダウンロード
2.チャンネルをクリックし、登録済みのメールアドレスを使用してサインインします

3.アクティベーションコードと、携帯電話またはパソコンからwatch.lesmillsondemand.com/activateに
アクセスするためのURLが表示されます

4.リンク先のページでメールアドレスを入力します
5.モバイルデバイスまたはコンピューターに届くメールを確認し、アクティベーションリンクをクリックしま

す

6.ページが更新され、このデバイスをアカウントにリンクするこのコードを入力するように求められます
7.アクティブ化されると、ページが更新されログインが成功したことが表示されます。LMODがRokuデバイ
ス上で更新され、自動にサインインが行われます

Rokuでサインインする方法はチュートリアルビデオをご覧ください。
LMOD Rokuアプリからログアウトする必要がありますか？

ログアウトしたい場合には、右側のメニューバーに移動し、設定メニューから[ログアウト]をクリックし、[は
い]をクリックしてください。

l カテゴリーの使い方

各プログラムの動画はカテゴリー分けされています。デバイスのカテゴリープルダウンから、ご自身の好きな
項目をお選びください。

「フルレングス」または「45分」を選択すると、より長いクラスが選べます。「エクスプレス」は30分以下
のクラス、「リミックス」はオンライン限定のリミックスワークアウト、「学習」は教育およびチュートリア
ルビデオです。

カテゴリの使い方に関する使い方ガイドをご覧ください。

l コミュニティーエンゲージメント

他のユーザーとLMODについてあなたの意見を共有したり、フィードバックをしたり、サポートを見つけるた
めの方法はたくさん用意されています。ナビゲーションの中にある「COMMUNITY」は、会員だけが見れる
Facebookグループにリンクしています。FORUMSは、志を同じくする人々を見つけ、課題、フィードバッ
ク、目標設定をするためにユーザー向けに作られたページです。また、COMMENTSからすべての動画に関し
てあなたが好きなトラック、難しいトラック、もっと欲しいトラックなどをポストできるようになっています。

ユーザー様向け
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l どのワークアウトから始めたらよいですか？

どのプログラムから始めたらよいかわからなくなってしまいますよね。私達は、あらゆるフィットネスレ
ベルに対するトレーニングを用意しています。どのプログラムから始めるかは、現在のフィットネスレベ
ルと求めている結果によって異なります。 LMODで提供しているワークアウトはこちらから確認し、ど
のトレーニングが自分の目標の達成に役立つかご確認ください。筋力アップをめざしているのであれば
BODYPUMPが最適です。有酸素運動を行い、脂肪燃焼を燃焼させたいのであればぜひBODYCOMBAT
をお試しください。プログラムが何であれ、ゆっくりと負担の少ないエキササイズから始められるオプ
ションも用意しています。
すでに定期的に運動を行っていて、基礎体力があるという方はぜひHIITトレーニングのLES MILLS 
GRITシリーズをエキササイズスケジュールに盛り込んでもよいかもしれませんね。

さぁ、始めてみましょう！

l LMODでトレーニングを開始するのに、どの程度体力がなければいけませんか？

年齢やフィットネスレベルを問わず、どんな方でもLMODでエクササイズを行っていただくことで素晴
らしいフィットネスメリットを体験できます。今まで私たちと一緒にワークアウトしたことがない場合
は、興味のあるワークアウトをクリックして、まずは試してみましょう。リラックスして音楽を楽しんで
ください！どのように動いているのか理解できたら自信を持って自分でも動いてみましょう！

初めてワークアウトを行うのであれば、20分のレッスンから始めてみてついていけるか確認してみま
しょう。疲労感があり、呼吸が上がっていればそれで十分です。次回はもっとできるようになります。

l LMODでワークアウトをするのにどんなツールや準備が必要ですか？

LMODワークアウトの多くは、ツールなどの機器をまったく必要としません。安全に動けるためのス
ペースがあれば十分です（少なくとも6平方メートルのスペースを確保されることをお勧めします）。

BODYPUMPとLES MILLS GRIT Strengthは、バーベルやウェイトプレートを使用するウェイトベー
スのトレーニングです。CXWORXにはレジスタンスバンドとウェイトプレートが必要で、RPMには
フィットネスバイクが必要です。

トレーニングの前後に水分補給することはとても重要です。目新しいものは特に必要ありません！昔から
言われている通り、たくさん水を補給しながらが重要なのです。

さぁ始めましょう ユーザー様向け

https://watch.lesmillsondemand.com/browse
https://watch.lesmillsondemand.com/bodypump
https://watch.lesmillsondemand.com/bodycombat
https://watch.lesmillsondemand.com/les-mills-grit-1
https://www.lesmills.com/jp/shop/equipment/
https://www.lesmills.com/jp/shop/equipment/


l LMODで気に入ったクラスをブックマークすることは出来ますか？

はい。どのデバイスからアクセスした場合でも、LMODで気に入ったワークアウトがあればブックマーク
することが可能です。そして、ブックマークはすべてのデバイスに記録されます。

l トレーニングを安全かつ正確に行うにはどうすればよいですか？

各プログラムの動きをマスターするのに役立つビデオをたくさんアップしています。プログラムを初めて試
す前に、ぜひこれらのビデオを確認してみてください。また、各ワークアウトには、インストラクターによ
るテクニックガイダンスが含まれています。ぜひこのガイダンスに従い安全にエキササイズを行ってくださ
い。

ご自身の体力レベルを超えた動きをしていると感じた場合、または不快感や痛み、めまい、吐き気などの不
調を感じた場合はすぐに運動を中止してください。

ご自身の体調、そして周りにいる人や、物を傷つけないように気を配って安全にトレーニングを行ってくだ
さい。

ユーザー様向け



l LMODにアクセスするにはどうすればよいですか？

コンピュータまたは接続されたテレビデバイスからLMODにアクセスするには、高速ブロードバンド接続が必要で
す。 少なくとも1.5 MB /秒をお勧めします。

LMODでは、以下のブラウザーの使用をお勧めしています。

• WINDOWSの場合：Internet Explorer 9.0以降、Mozilla Firefoxの最新バージョン、またはGoogle Chromeの最新
バージョン。

• MAC OS Xの場合：Safari 8.0以降、Mozilla Firefoxの最新バージョン、またはGoogle Chromeの最新バージョン
モバイルからLMODにアクセスするには、Wi-Fiまたは最低3G接続が必要です。 モバイルデータ接続の速度とストリー
ミング品質は、キャリアによって異なります。

l LMODをストリーミングするためにどのデバイスが使用できますか？

LMODでは、最も人気のあるデバイスでワークアウトを行うことができます。 このウェブサイトに加えて、 LMODト
レーニングは、以下の無料アプリから利用できます。

• スマートフォン：iPhone、Android、

• タブレット：iPad、Androidタブレット、Kindle Fireタブレット、
• TVストリーミング：Amazon Fire TV、Roku、Apple TV4、Android TV

また、AppleデバイスからApple TVに、コンピューターやAndroidデバイスからChromecastにワークアウトをキャ
ストすることもできます。

各デバイスのアプリストアで「 LES MILLS On Demand 」を検索して、アプリを見つけてください。 アプリストア
で検索してもアプリが表示されない場合、そのデバイスの特定のバージョンではアプリを利用できません。

l テレビでLMODをストリーミングするにはどうすればよいですか？

LMODアプリからログアウトする必要がありますか？

ログアウトするには、右側のメニューバーに移動し、[設定]メニュー項目をクリックして、設定画面で[ログアウト]
をクリックし、[はい]をクリックして確認します。

Apple TV4

必要なもの：
• インターネットに接続されているApple TV4

セットアップ：
1. ホーム画面からApp Store appを開きます。

2. スワイプして検索
3. 仮想キーボードを使用して「Les Mills on Demand」と入力します
4. LMODアプリにスワイプして、アプリアイコンをクリックします。

5. Get（アプリ内購入で無料）を選択してから、購入を選択します。
6. LMODアプリをダウンロードしたら、ホーム画面からLMODアイコンを選択して起動できます

テクニカル ユーザー様向け

https://apps.apple.com/nz/app/les-mills-on-demand/id1015685995
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.lesmillsondemand
https://apps.apple.com/nz/app/les-mills-on-demand/id1015685995
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.lesmillsondemand
https://www.amazon.com/Les-Mills-Media-Ltd-Demand/dp/B010P0IW68
https://www.amazon.com/Les-Mills-Media-Ltd-Demand/dp/B010P0IW68
https://channelstore.roku.com/en-gb/details/66268/les-mills-on-demand
https://apps.apple.com/nz/app/les-mills-on-demand/id1015685995
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.lesmillsondemand


Apple AirPlay

必要なもの：
• Apple TV
• 互換性のあるMacBook、iPadまたはiPhone
• 両方のデバイスが同じWi-Fiネットワーク上にあることを確認してください
• しばらくAirPlayを使用していない場合は、両方のデバイスを再同期することをお勧めします

セットアップ：
1. iOSデバイスで、画面の下から上にスワイプしてコントロールセンターにアクセスします。 MacBook

の場合、コントロールバーのairplayボタン。
2. AirPlayを選択し、ワークアウトをストリーミングするデバイスの名前を選択します。

Chromecast

必要なもの：
• テレビに接続されたGoogle Chromecastデバイス

• LMODアプリがインストールされたAndroidまたはiOSデバイス（ストアへのリンクを含む）
• ChromecastデバイスとAndroid / iOSデバイスの両方が同じWiFiネットワーク上にある必要がありま

す。しばらくChromecastにアクセスしていない場合は、両方のデバイスの接続を確認して再同期し、
両方が同じネットワークに接続されていることを確認してください。

AndroidまたはiOSデバイスの場合：
1. AndroidまたはiOSデバイスでLMODアプリを開きます
2. 視聴するトレーニングを選択し、動画の再生が開始されたら、右下のChromecastアイコンを選択します

3. キャストするChromecastデバイスを選択します
4. ビデオがテレビで再生されます
注：Androidデバイスとユーザー構成は多種多様であるため、デバイスの組み合わせごとにChromecastでの
最適なストリーミングを保証することはできません。

Chromeブラウザを搭載したノートパソコンまたはPCの場合：
1. Google Cast拡張機能がインストールされているChromeブラウザを使用します
2. lesmillsondemand.comに移動してサインインします

3. 右上のキャストボタンを選択し、キャスト先のChromecastデバイスを選択します

4. ブラウザのタブがテレビにキャストされます
5. 最適な表示のためにワークアウトを選択し、ビデオプレーヤーを最大化してください
ROKU

必要なもの：
Rokuデバイス

セットアップ：
1. Rokuのホーム画面で[ストリーミングチャンネル]を選択します
2. 検索チャネルに移動し、LES MILLS On Demandと入力します
3. [チャンネルを追加]を選択します

ユーザー様向け



l 一世帯でいくつのデバイスまでにLMODをストリーミングできますか？

誰もがより良いフィットネスの恩恵を受けられるようにするため、 LMODサブスクリプションは、ご家庭
のどなたでもご利用いただけます。 同じ家庭内の最大3台のデバイスが、同じログイン情報を使用して同時
にワークアウトにアクセスできます。

l ビデオを再生することができません

LMODビデオの視聴に関する問題は、インターネット接続が遅い、ホームネットワークへの接続が中断され
ている、 LMODからログアウトしている、または同じログイン情報を使用してLMODにアクセスしようとし
ている人が多すぎる
ことが原因で発生することがあります。稀に、 LMODビデオ配信ネットワークがその時点で利用できない場
合があります。

ネットワーク接続の問題については、以下のトラブルシューティングセクションをご覧ください。

同時接続の場合、LMODでは、同じログイン情報を使用して3つのビデオを同時にストリーミングできます。

l インターネット接続のトラブルシューティングを手伝ってもらえますか？

インターネット接続が悪いことが、ビデオのストリーミング中のほとんどの問題の原因となります。ビデオの
間の頻繁な一時停止、 LMODアプリの起動に関する問題、エラーメッセージ、またはデバイスでのビデオの
再生に関する問題は、通常、インターネット接続が遅いか、または中断されていることを示しています。

ありがたいことに、接続に関するほとんどの問題を解決するための方法がいくつかあります。下記の手順を完
了しても問題が解決しない場合は、インターネットプロバイダーに連絡することをお勧めします。彼らはあな
たの接続とルーターがホームネットワーク上のデバイスとネットワークするのに最適に設定されているかどう
かを確認できるはずです。
1. ホームネットワークのインターネット接続速度をテストする

a. ホームネットワーク上の任意のWebブラウザーから、www.speedtest.netなどのインターネット速度テス
トサイトにアク
セスします（LMODは、speedtest.netまたはそのサービスとの関係はありません）。

b. 接続速度が1.5MB /秒以上であることを確認してください。
2. ホームネットワークを再起動します

a. LMODへのアクセスに使用しているデバイスの電源を切ります。
b. モデムとルーター（ある場合）を少なくとも1分間取り外します。
c. もう一度モデムを接続し、新たにインジケーターライトが点灯しなくなるまで待ちます。
d. ルーターを再び接続し、新たにインジケーターライトが点灯しなくなるまで待ちます
e. デバイスの電源を入れ、 LMODでビデオのストリーミングを再試行してください。

3. コンピュータと接続されているテレビデバイスの場合、デバイスを直接モデムに接続します
a. LMODへのアクセスに使用しているデバイスの電源を切ります
b. モデムを1分以上取り外します
c. イーサネットケーブルを使用してモデムをデバイスに接続します
d. もう一度モデムを接続し、新しいインジケーターライトが点灯しなくなるまで待ちます。
e. デバイスの電源を入れ、 LMODでビデオのストリーミングを再試行してください。

f. LMODが正常に動作している場合：ルーターが問題を引き起こしている可能性があります。
g. それでもLMODが正しく機能しない場合：インターネットプロバイダーに問い合わせて、モデムとインター

ネットサービスが正しく機能しているかどうかを確認してください。

4. モバイルデバイスの場合は、別のインターネット接続をお試しください
a. 友人の家または公共のアクセスポイントで別のWi-Fiネットワークに接続する
b. LMODで動画のストリーミングをもう一度お試しください
c. LMODが正常に動作している場合：ホームネットワークが問題の原因である可能性があります。

ユーザー様向け
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l コンピューターでクッキーを有効にする必要はありますか？

はい- LMODは、ユーザーのログインを維持するために、Cookieと呼ばれる情報をコンピューターに保存
します。WebブラウザでCookieが有効になっていない場合、アカウントへのログインに問題がある可能性
があります。ログインできない場合は、ブラウザでCookieが有効になっていることを確認してください。
お使いのデバイスでCookieを有効にする最善の方法については、ブラウザのヘルプセクションを確認して
ください。

l どうすれば、 LMODが使用するデータ量をコントロールできますか？

高品質のビデオは低品質のビデオよりも多くの帯域幅を使用し、 LMODは接続速度で利用可能な最高品
質のビデオを再生するように自動的に調整します。 サービスプロバイダーが帯域幅またはデータキャップ
をインターネットサービスに適用している場合は、ビデオ品質をより低い設定に変更して、当社のWebサ
イトでビデオを視聴するときに消費するデータを少なくすることができます。

ビデオを開始した後、ビデオの右下隅にあるビデオ品質設定の上にマウスを置きます。 最低品質を選択す
ることで、ビデオで利用できるデータの最小量を消費します。

l ワークアウトをプレイしようとすると、ビデオに「表示可能なソースがありません」と
いうエラーメッセージが表示されるのはなぜですか？

このエラーが時々発生し、通常はAdobe Flash Playerの更新またはインストールが必要であることを示し
ています。 Chromeなどの別のブラウザを試して、動画を再生できるかどうか、またはFlash Playerを更
新してみることをお勧めします。

Flash Playerを更新するには、https://helpx.adobe.com/jp/flash-player.htmlにアクセスし、[今す
ぐチェック]ボックスをクリックして、ブラウザにFlashがインストールされているかどうかを確認してくだ
さい。 Flash Playerをインストールしていない場合は、上のサイトリンクからダウンロードできます。

Flashの最新バージョンがインストールされている場合は、ブラウザの設定で有効になっていることを確認
してください。

Internet Explorer：[設定]-> [アドオンの管理]に移動し、Shockwave Flashが有効になっていることを
確認します

Google Chrome：[設定]-> [コンテンツ設定]に移動し、Flashで[サイトにFlashを許可する]が選択されて
いることを確認します

Firefox：[ツール]-> [アドオン]で、Shockwave Flashが「常にアクティブ」であることを確認します

Safari：環境設定->セキュリティ->プラグイン設定

ユーザー様向け
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l どのような時にLMODの利用を控えたほうがいいですか？

安全は私たちの最優先事項です。 新しい運動や栄養プログラムを開始する前に、医師の許可を得ることを
お勧めします。 特に、次のいずれかの条件がある場合：

心臓病
糖尿病
高血圧
肥満
運動能力を低下させる筋骨格障害

膝、足首、手首、肩、関節、または脊椎（背中または首）の問題や怪我の既往がある場合は、LMODワーク
アウトを試すことはお勧めしません。

l トレーニングを安全かつ正確に行うにはどうすればよいですか？

各プログラムの動きをマスターするのに役立つ多くのビデオがあります。 初めてプログラムを開始する前
に、これらを監視する必要があります。 さらに、各ワークアウトには、インストラクターによるテクニック
ガイダンスが含まれています。注意深く耳を傾け、すべてのガイダンスに従う必要があります。

現在のフィットネス能力を超えて運動していると感じた場合、または不快感、痛み、めまい、または吐き気を
感じた場合は、すぐに運動を中止してください。

あなたは自分の制限の範囲内で運動する責任があり、あなたの人や財産への傷害のすべてのリスクを負いま
す。

l 妊娠中にLMODのトレーニングを行うことはできますか？

妊娠中の運動は非常に有益ですが、病歴を最もよく知っている医師または助産師に相談することをお勧めし
ます。

安全にエキササイズを行うために
ユーザー様向け




