ダイナミックムーブメントスキル

run ahead of time!®

DMSとは？
DMSとは？
ダイナミックムーブメントスキル（DMS）は子供から大人までの最先端のトレー
ニング方法論であり粗大運動能力を洗練、向上し、コーディネーションと俊
敏性、迅速性を高めます.
ダイナミックムーブメントスキルのリハビリテーション分野においてのトレーニング
と通常の方々のトレーニングにおいては中枢神経(CNS)と末端神経(PNS)
の補正と神経筋効率と運動パターンを発達させます
完全に開発されたセッションプランは粗大運動能力を向上しバランス、リズ
ム、速度のコーディネーションと俊敏性を確立します。これらのスキルは最終
的にスポーツ分野においては速度の向上と機能的動作、そして怪我または
手術後の運動能力の再パターニングおよび神経筋リハビリテーションの向上
をはかります
DMSには３つのトレーニングコンセプトがあります
キッズムーブメント
動作の再パターニング&リハビリテーション

[cos101622]

スピード&プライオメトリックトレーニング
DMS ジュニアシステム
５歳から１１歳までのとレーニング.
粗大運動能力の開発と向上と洗練すべてのスポーツに欠かせない

[cos101754]

コーディネーションの強化と俊敏性、バランス、ボディーコントロール
DMSユースシステム
ティーンエイジャー１２歳から１６歳まで
スピードアップと俊敏性、コーディネーション、ダイナミックバランス、

[cos101755]

コアコントロールと瞬発力および粗大運動の向上
DMSプロシステム
エリートサッカー、ハンドボール、バスケットボールなどマルチディレクションスポ
ーツ
スピード向上とクイックネスとコーディネーション

DMS スピード
DMSトレーニングは中枢神経(CNS)によって設定され速度の範囲で神経筋
を効率よく向上させます

DMSで向上できる項目は以下の通りです
瞬発力の向上
怪我の事前予防
ダイナミックコア
俊敏力

方向変換の俊敏力向上
ダイナミックバランス
効率的な動作パターン
俊敏な足の動き

DMS キッズ
私たちは、すべての子供達において同じように運動機能が発達していくとは
思っていません、しかし、もしすべての子供たちが自身の機能のベストを引き
出せるように教育されたら...
ダイナミックムーブメントスキルシステムは子供達の運動能力において、彼ら
の運動能力レベルにかかわらず俊敏性、粗大運動のトレーニングをすること
ができます
DMSで向上できる項目は以下の通りです
粗大運動の発達
ボディーコントロール
バランスの向上
集中力の向上
コーディネーションネーション

DMS リハビリテーション
ダイナミックムーブメントスキルで怪我や手術後の動作パターンの再教育をし
ます
大人の場合の動作再パターニングに使用しているケースは以下の通りです

DMSで向上できる項目は以下の通りです
動作機能障害
神経障害のケース

高齢者の転倒防止

そのほかにも以下の項目に使用できます
怪我、手術後の動作&
運動機能再教育
筋肉の活性化と回復
神経筋疲労の発症の遅延

神経筋刺激
機能的動作最教育

DMS®

注文 番号

DMS -ダイナミックムーブメントスキル-マットシステム・プロ
10枚 DMS® マット DVD １枚とマニュアル付き

cos101622

DMS®-ダイナミックムーブメントスキル-マットシステム・
ユース
10 枚 DMS® マット DVD １枚 とマニュアル付き

cos101754

DMS®-ダイナミックムーブメントスキル-マットシステム・
ジュニア
10 枚 DMS® マット DVD １枚 とマニュアル付き

cos101755

DMS® 追加マットプロ 1 枚

cos101758

DMS® 追加マットユース 1 枚

cos101757

®

DMS® 追加マットジュニア 1 枚

cos101756

DMS®-ダイナミックムーブメントスキル-マット・プロ
1 枚 DMS® マット DVD １枚 とマニュアル付き

cos101622i

DMS®-ダイナミックムーブメントスキル-マット・ユース
1 枚 DMS® マット DVD １枚 とマニュアル付き

cos101754i

DMS®-ダイナミックムーブメントスキル-マット・ジュニア
DMS® マット 1 枚 DVD １枚 とマニュアル付き

cos101755i

DMS® 指導免許取得コース ＊１コース,コーチ5人まで

cos101759

DMS

はランニングスクールの製品です.

このコンセプトはマイク・アントニアダスに
よって作られました.マイクはイギリスにお
いてスポーツ基本定義の創始者の一
人でもあり革新的なコーチでもあります

Mike Antoniades

マイクは30年以上にわたりイギリス,
ヨーロッパ,USAにおいて何千人もの
アスリートとプロのスポーツチームか
ら非常に支持されているパフォーマ
ンスとリハビリテーーションコーチです.
マ イ ク は s p e e d l a b ®コ ン セ プ ト の
h/p/cosmos ® のパートナーでもあります.

DMS はマイクアントニアダスの登録商用です

h/p/cosmos® のシステムはスポーツ,医学,診断法,リサーチ,セラピーやスポーツサイエンスなど様々な分野で活用されています
sports / athletics

スポーツ
quasar®

サイクリング&陸上競技
saturn® 300/100r

パフォーマンス診断
pulsar® 3p

車椅子
saturn® 300/100r

スピードトレーニング/スピードラボ
pulsar® 3p

ロボウォークエキスパンダー
mercury® med

シニアフィットネス
mercury® med

ロコモーションセラピー
locomotion® / / airwalk®

カーディアックリハビリテーション
mercury® med

ボディウエイトサポート
トレッドミルセラピー
mercury® med / airwalk®

h/p/cosmos 現地代理店

スピードトレーニング
sprint trainer comet®

軍事/軍隊
mercury® special version

低酸素高度シュミレーション 方法論,教育,ハードウエアー,
mercury® med
データベース

お問い合わせ
h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
83365 Nussdorf-Traunstein
Germany
phone:
fax:

+49 86 69 86 42 0
+49 86 69 86 42 49
sales@h-p-cosmos.com
www.h-p-cosmos.com

skype:
youtube:
twitter:
facebook:

@h-p-cosmos.com (search & select name)
youtube.com/hpcosmos
twitter.com/hpcosmos
facebook.com/hpcosmos

消防
ラダーエルゴメーター
discovery®

E&OE; h/p/cosmos ISO9001およびEN13485に沿った医療トレッドミルであると認定されています.

環境気候室
pulsar® 3p

© 07/2014 h/p/cosmos [cos102096]変更と修正は予告なしに行われることがあります.

special applications

すべてのテクニカル仕様,説明,オプションやアクセサリー,デバイスのイメージは写真と異なる場合があります.

カタログデザイン: KUSE.DE

rehab

