


2017’ 総合カタログ中旺ヘルス

EVAソフトマット
SM-20・21・30・31

SM-40

ジョイント式エコマット
CM-110

清流・ローイングマシン
SR-888

ベクトラ オンライン 1450
OL-1450

ヘルスジョガー○Ｒ
HJ-8000T

ヘルスジョガー○Ｒ
M8 E Plus

リカンベントバイク
RB-3500AD ステンレス

ダンベル
・ラック付
RSS-5500

◎生産国の右側の記号○A ～○M ○問 ○元 は運賃区分表：最終頁参照
◎商品はモデルチェンジのため、部品仕様及び価格の一部を変更する場合がございます。

RoHS指令対応品

減価償却

消費電力
約○○W ◎消費電力（ワット）は、体重60kgの人が時速6キロで使用した時の平均値を記載しております。走行ベルトの消耗（滑り）によっても異なります。

業務用

搬入設置費用別途

家庭用

準業務用

◎家庭用（ヘルスジョガー・トレッドミル 等）は、使用時間連続60分まで、1日3時間使用可能で設計してあります。
◎家庭用商品を、学校、スポーツジム等不特定多数の方のご利用になる場所ではご使用にならないでください。保証対象外となります。

◎準業務用（ヘルスジョガー・トレッドミル）は、使用時間連続90分まで、1日3～5時間使用可能で設計してあります。

◎業務用（ヘルスジョガー・トレッドミル）は、使用時間連続2時間まで、1日10時間使用可能で設計しております。

◎エコマークは、様々な商品の中で、生産から廃棄にわたるライフサイクル全体を通して
　環境への負荷が少なく環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。

◎受注生産品です。

◎製品安全協会の認定基準に合格した商品です。

◎税法上・スポーツ具の取り扱いで3年となります。（その他の使用の場合は、最寄りの税務署にご相談ください。）

◎搬入、組立、設置を有償にてお受けいたします。費用は、お問い合わせください。

◎電磁波対策商品とは、「電磁波の漏れる量を押さえる装置」を付けた製品のことです。

◎RoHS指令対応品とは、ＥＵ（欧州連合）での電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令のことです。

受

HJ-2017 HJ-2012

HJ-4000

B8 E Plus

HJ-8000

HJ-16

M7 E Plus

HJ-897

M8 E Plus HJ-8000T

R8 E Plus R8 LED B6-LED

SR-888 P-3 TE-420E FB-100

MS-1011 へるスイング○R ダンベル DB120CB F-7041・F-4396

膝関節サポーター・のび～る○Rアシストベルト

SM-40（畳柄） ST-59N

LM-2000HJO-113 T-1-2 TT-167

EB-01B-1000

SM-20・21・30・31 CM-110

●P1～P7…ヘルスジョガー

●P15～P26…パワーリハビリ・運動療法・ダンベル・あったらイイネ！ 健康・介護応援グッズ

●P27～P28…EVAソフトマット・リサイクルエコマット

●P8～P11…ステッパー・バイク・リカンベントバイク

●P12～P14…ローイング・リラクゼーション

HJ-5067 BW-2700・BW-2701

HJ-80 リハビリ

PBE-100SB-0010SEG-9770RB-3500AD RB-4700

B8 LEDS-1X

RN-6360 SONIX

JD-30A

※治療・訓練を十分に実施できる専用の機能訓練室
　病院では100平方メートル以上、診療所では45平方メートル以上のスペースが必要。

★お客様に安心してご使用いただくために、弊社工場出荷前に一度開梱し、
　点検・整備を行なっております。

★万一の場合は販売店へご連絡ください。
　全国の提携業者にて訪問修理を行なっております。

運動器リハビリテーション科に関する施設基準

出荷前の安心点検！！ アフターサービス

抜粋

①RB-3500AD

②M8 E Plus 

③HJ-8000T

④SR888

⑤OL-1450

⑥SM-20・21・30・31
　SM-40

⑦CM110

⑧RSS-5500

①
② ③ ④

⑤

⑥ ⑦
⑧

電磁波対策商品
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18％ 55cm

約21cm約21cm

E Plus プログラム種類
マニュアル6、目標プログラム3、
脈拍プログラム4、体力テスト7、

バーチャルモード

LED プログラム種類
目標、ローリング、バレー、脂肪燃焼、
ランプ、ストレングス、インターバル、
体力テスト、4脈拍コントロール

LED

TVはイメージ画像です

長さ153cm長さ153cm

幅55cm幅55cm

業
務
用
ト
レ
ッ
ド
ミ
ル

2

M7 E Plus（Ⅰ：100V／Ⅱ：200V）　1,200,000円 ＋ 税

M7 LED（Ⅰ：100V／Ⅱ：200V）　950,000円 ＋ 税

USBにデータ取込み可能
運動結果内容をUSBスティックへ移行
して、パソコンに取込が可能です。

インクライン
最大傾斜18％のインクラインは本格的な
上り坂トレーニングを可能にしました。

ランニングスペース
ランニングスペースは約55cmあるので
安心して運動ができます。

クイックシフト
クイックシフトは運動中のスピード/角度
を簡単に変えることができます。

業務用

M7 Treadmill
●ディスプレイ…15.6インチ デジタル画面
　　　　　　　  テレビ機能、インターネット、ios/Android機能付き
●表示機能…時間、速度、傾斜、脈拍、距離、カロリー、プログラム
●速度…0.5～20km/h（0.1刻み）　●脈拍検出…グリップセンサー
●傾斜…約18%（18レベル）　●使用体重制限…182ｋｇ以下
●モーター・基盤…4Hp　ACインバーター
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用（M7 E Plus Ⅰ）
　　　　単相AC200V 20A 専用回路使用（M7 E Plus Ⅱ）
●コンセント…200V用 WF2520（パナソニック）又は相当品
●外形寸法…（約）L215×W93×H149ｃｍ
●走行面…（約）L153×W55ｃｍ
●重さ…（約）167ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、オーディオ外部出力ジャック、
　　　　　　　　ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●TV用同軸ケーブルは付属しておりません

●ディスプレイ…6LED+8×32ドットマトリクス
●表示機能…時間、速度、傾斜、脈拍、距離、カロリー、プログラム
●速度…0.5～20km/h（0.1刻み）　●脈拍検出…グリップセンサー
●傾斜…約18%（18レベル）　●使用体重制限…182ｋｇ以下
●モーター・基盤…4Hp　ACインバーター
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用（M7 LED Ⅰ）
　　　　単相AC200V 20A 専用回路使用（M7 LED Ⅱ）
●コンセント…200V用 WF2520（パナソニック）又は相当品
●外形寸法…（約）L215×W93×H149ｃｍ
●走行面…（約）L153×W55ｃｍ
●重さ…（約）165ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…テレビ取付金具
　　　　　　 チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）

●搬入設置費用別途○問

●搬入設置費用別途○問

セフティーストップ
人が乗っていないと走行ベルトの
動きが自動でストップします。

※外付TVをご希望の際は、TV取付金具（別売）
　TV及び同軸ケーブルはご準備願います。

15,000円 ＋ 税
TV取付金具

（TVは別途）

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

※ご注文時に100V・200Vをご指定ください。　◎施設使用の場合は200Vをお薦めします。

表示機能

速度 時間 距離

脈拍 消費カロリー 傾斜

2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

20％ 3°
3°

55cm

約24cm約24cm

E Plus プログラム種類
マニュアル6、目標プログラム3、
脈拍プログラム7、体力テスト7、
バーチャルモード、ユーザー設定

LED プログラム種類
マニュアル5、目標プログラム3、
脈拍プログラム4、体力テスト7、

ユーザー設定

E PlusはTV機能付き
MUSIC

TV

Webサーフィン
お気に入りのインターネットや
動画サイトなども見ることが
できるので快適に運動をする
ことが出来ます。

iOS/Andoroid
Compatibility
お手持ちのスマートフォンを
接続してお気に入りの音楽を
聴きながらの運動も出来ます。

アジャスタブルファン
トレーニングで暑くなった身体を
優しい風でクールダウンします。

長さ153cm長さ153cm
幅55cm幅55cm

業
務
用
ト
レ
ッ
ド
ミ
ル

1

M8 E Plus　1,500,000円 ＋ 税

M8 LED　1,150,000円 ＋ 税

スムーズデッキ
スムーズデッキ（走行板）は走る人の
衝撃をアブソーバーで優しく受け止めて
後へ送り込むので、膝への負担が
ほとんどありません。

サイドレール
わずかに内側に傾けたサイドレールは
安定性とグリップ力を可能にしました。

インクライン
最大傾斜20％のインクラインは本格的な
上り坂トレーニングを可能にしました。

クイックシフト
クイックシフトは運動中のスピード/角度
を簡単に変えることができます。

ランニングスペース
ランニングスペースは約55cmあるので
安心して運動ができます。

業務用

M8 Treadmill
●ディスプレイ…18.5インチ デジタル画面
　　　　　　　  テレビ機能、インターネット、ios/Android機能付き
●表示機能…時間、速度、傾斜、脈拍、距離、カロリー、プログラム
●速度…0.5～25km/h（0.1刻み）
●脈拍検出…グリップセンサー
●傾斜…約20%（20レベル）
●使用体重制限…182ｋｇ以下
●モーター・基盤…5Hp　ACインバーター
●電源…単相 AC200V 20A　電源コード3.0m
●コンセント…パナソニック　品番：WF2520
●外形寸法…（約）L217×W94×H153ｃｍ
●走行面…（約）L153×W55ｃｍ
●重さ…（約）210ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、オーディオ外部出力ジャック、
　　　　　　　　ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●TV用同軸ケーブルは付属しておりません

●ディスプレイ…6LED
●表示機能…時間、速度、傾斜、脈拍、距離、カロリー、プログラム
●速度…0.5～25km/h（0.1刻み）
●脈拍検出…グリップセンサー
●傾斜…約20%（20レベル）
●使用体重制限…182ｋｇ以下
●モーター・基盤…5Hp　ACインバーター
●電源…単相 AC200V 20A　電源コード3.0m
●コンセント…パナソニック　品番：WF2520
●外形寸法…（約）L217×W94×H153ｃｍ
●走行面…（約）L153×W55ｃｍ
●重さ…（約）208ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、ハートレートレシーバー
●オプション…テレビ取付金具
　　　　　　 チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）

●搬入設置費用別途○問

●搬入設置費用別途○問

表示機能

速度 時間 距離

脈拍 消費カロリー 傾斜

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証
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E Plus プログラム種類
マニュアル6、目標プログラム3、
脈拍プログラム4、体力テスト7、

バーチャルモード

LED プログラム種類
目標、ローリング、バレー、脂肪燃焼、
ランプ、ストレングス、インターバル、
体力テスト、4脈拍コントロール

LED

TVはイメージ画像です

長さ153cm長さ153cm

幅55cm幅55cm
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M7 E Plus（Ⅰ：100V／Ⅱ：200V）　1,200,000円 ＋ 税

M7 LED（Ⅰ：100V／Ⅱ：200V）　950,000円 ＋ 税

USBにデータ取込み可能
運動結果内容をUSBスティックへ移行
して、パソコンに取込が可能です。

インクライン
最大傾斜18％のインクラインは本格的な
上り坂トレーニングを可能にしました。

ランニングスペース
ランニングスペースは約55cmあるので
安心して運動ができます。

クイックシフト
クイックシフトは運動中のスピード/角度
を簡単に変えることができます。

業務用

M7 Treadmill
●ディスプレイ…15.6インチ デジタル画面
　　　　　　　  テレビ機能、インターネット、ios/Android機能付き
●表示機能…時間、速度、傾斜、脈拍、距離、カロリー、プログラム
●速度…0.5～20km/h（0.1刻み）　●脈拍検出…グリップセンサー
●傾斜…約18%（18レベル）　●使用体重制限…182ｋｇ以下
●モーター・基盤…4Hp　ACインバーター
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用（M7 E Plus Ⅰ）
　　　　単相AC200V 20A 専用回路使用（M7 E Plus Ⅱ）
●コンセント…200V用 WF2520（パナソニック）又は相当品
●外形寸法…（約）L215×W93×H149ｃｍ
●走行面…（約）L153×W55ｃｍ
●重さ…（約）167ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、オーディオ外部出力ジャック、
　　　　　　　　ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●TV用同軸ケーブルは付属しておりません

●ディスプレイ…6LED+8×32ドットマトリクス
●表示機能…時間、速度、傾斜、脈拍、距離、カロリー、プログラム
●速度…0.5～20km/h（0.1刻み）　●脈拍検出…グリップセンサー
●傾斜…約18%（18レベル）　●使用体重制限…182ｋｇ以下
●モーター・基盤…4Hp　ACインバーター
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用（M7 LED Ⅰ）
　　　　単相AC200V 20A 専用回路使用（M7 LED Ⅱ）
●コンセント…200V用 WF2520（パナソニック）又は相当品
●外形寸法…（約）L215×W93×H149ｃｍ
●走行面…（約）L153×W55ｃｍ
●重さ…（約）165ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…テレビ取付金具
　　　　　　 チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）

●搬入設置費用別途○問

●搬入設置費用別途○問

セフティーストップ
人が乗っていないと走行ベルトの
動きが自動でストップします。

※外付TVをご希望の際は、TV取付金具（別売）
　TV及び同軸ケーブルはご準備願います。

15,000円 ＋ 税
TV取付金具

（TVは別途）

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

※ご注文時に100V・200Vをご指定ください。　◎施設使用の場合は200Vをお薦めします。

表示機能

速度 時間 距離

脈拍 消費カロリー 傾斜

2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

20％ 3°
3°

55cm

約24cm約24cm

E Plus プログラム種類
マニュアル6、目標プログラム3、
脈拍プログラム7、体力テスト7、
バーチャルモード、ユーザー設定

LED プログラム種類
マニュアル5、目標プログラム3、
脈拍プログラム4、体力テスト7、

ユーザー設定

E PlusはTV機能付き
MUSIC

TV

Webサーフィン
お気に入りのインターネットや
動画サイトなども見ることが
できるので快適に運動をする
ことが出来ます。

iOS/Andoroid
Compatibility
お手持ちのスマートフォンを
接続してお気に入りの音楽を
聴きながらの運動も出来ます。

アジャスタブルファン
トレーニングで暑くなった身体を
優しい風でクールダウンします。

長さ153cm長さ153cm
幅55cm幅55cm

業
務
用
ト
レ
ッ
ド
ミ
ル

1

M8 E Plus　1,500,000円 ＋ 税

M8 LED　1,150,000円 ＋ 税

スムーズデッキ
スムーズデッキ（走行板）は走る人の
衝撃をアブソーバーで優しく受け止めて
後へ送り込むので、膝への負担が
ほとんどありません。

サイドレール
わずかに内側に傾けたサイドレールは
安定性とグリップ力を可能にしました。

インクライン
最大傾斜20％のインクラインは本格的な
上り坂トレーニングを可能にしました。

クイックシフト
クイックシフトは運動中のスピード/角度
を簡単に変えることができます。

ランニングスペース
ランニングスペースは約55cmあるので
安心して運動ができます。

業務用

M8 Treadmill
●ディスプレイ…18.5インチ デジタル画面
　　　　　　　  テレビ機能、インターネット、ios/Android機能付き
●表示機能…時間、速度、傾斜、脈拍、距離、カロリー、プログラム
●速度…0.5～25km/h（0.1刻み）
●脈拍検出…グリップセンサー
●傾斜…約20%（20レベル）
●使用体重制限…182ｋｇ以下
●モーター・基盤…5Hp　ACインバーター
●電源…単相 AC200V 20A　電源コード3.0m
●コンセント…パナソニック　品番：WF2520
●外形寸法…（約）L217×W94×H153ｃｍ
●走行面…（約）L153×W55ｃｍ
●重さ…（約）210ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、オーディオ外部出力ジャック、
　　　　　　　　ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●TV用同軸ケーブルは付属しておりません

●ディスプレイ…6LED
●表示機能…時間、速度、傾斜、脈拍、距離、カロリー、プログラム
●速度…0.5～25km/h（0.1刻み）
●脈拍検出…グリップセンサー
●傾斜…約20%（20レベル）
●使用体重制限…182ｋｇ以下
●モーター・基盤…5Hp　ACインバーター
●電源…単相 AC200V 20A　電源コード3.0m
●コンセント…パナソニック　品番：WF2520
●外形寸法…（約）L217×W94×H153ｃｍ
●走行面…（約）L153×W55ｃｍ
●重さ…（約）208ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、ハートレートレシーバー
●オプション…テレビ取付金具
　　　　　　 チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）

●搬入設置費用別途○問

●搬入設置費用別途○問

表示機能

速度 時間 距離

脈拍 消費カロリー 傾斜

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証
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コントロールパネル

コントロールパネル

コントロールパネル

コントロールパネル

スタンダードプログラム9種類
フィットネステスト2種類

長さ152cm長さ152cm
幅56cm幅56cm

長さ153cm長さ153cm幅56cm幅56cm

ワークアウトプログラム14種類

ワークアウトプログラム25種類

プログラム10種類

ト
レ
ッ
ド
ミ
ル・ク
ラ
イ
マ
ー

4

トレッドミルオプション

OIL-900

RM-11

●サイズ（約）幅100×
　長200×厚0.5ｃｍ
●重さ…（約）15kg
●材質…天然ゴム
●日本製○D
●JAN：4523059500285

420ml缶
ロングノズル付1kg缶

900円 ＋ 税
●日本製○A
●JAN：4537264000171

14,000円 ＋ 税
電動/自走ウォーカー専用ゴムマット

CHTRS113V

●サイズ（約）幅20×長24×高24ｃｍ
●入力…AC100・103・105V
●出力…AC113V
●定格電圧…AC100V
●定格電流…30A
●重さ…（約）12kg
●日本製○D

50,000円 ＋ 税
100V変圧用トランス

電動/自走ウォーカー・ジョギングマシン専用
シリコンスプレー

◎走行ベルト/走行板の摩擦を軽減
日常点検でのシリコン塗布は必須です。
シリコン不足は走行ベルトの動きが
悪くなり、故障の原因にもなります。

ロング
スポイト
付き

TRI-50

5,000円 ＋ 税
●日本製○S

電動/自走ウォーカー・
ジョギングマシン専用
シリコンオイル1kg缶

業務用

1,680,000円 ＋ 税
TRM835 トレッドミル

980,000円 ＋ 税
CLM835 クライマー

業務用

625T トレッドミル
CYBEX 業務用

1,200,000円 ＋ 税
S-CTX クロストレーナー
STARTRAC

1,660,000円 ＋ 税
●速度…（約）0.8～20km/h
●脈拍…ポラールワイヤレスハートレートコンタクトグリップ
●サイズ…（約）幅86×長208cm
●傾斜角度…（約）0％～＋15％
●使用体重制限…159kgまで
●モーター…AC 5HP
●電源…AC100V 20A
　　　　単相AC200V 15A
　　　　専用回線必要
●コンセント…200V用 WF5112、
　　　　　　 100V用 WF5121
●重さ…（約）220kg
●アメリカ製○問
●搬入設置費用別途

速度 時間 距離 脈拍

消費カロリー 傾斜

表示機能

コース
プロフィール

速度 時間 距離

脈拍 消費カロリー

表示機能

コース
プロフィール

●速度…（約）0.8～25.5km/h
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅89×長211×高157.5cm
●傾斜角度…（約）－3％～＋15％電動式（0.1％単位）
●使用体重制限…181kgまで
●モーター…AC 4.0HP
●電源…単相AC200V 20A
　　　　専用電源使用
●コンセント…CFL-2202G（ジンボ製）
　　　　　　 角型うめこみ
●重さ…（約）190kg
●アメリカ製○問
●搬入設置費用別途

◎衝撃吸収システム
　ひざや足、背中の疲労を和らげます。

速度 時間 距離

脈拍 消費カロリー 傾斜

表示機能

●脈拍…タッチ式ハートレートセンサー式
●サイズ…（約）幅81×長119×高175cm
●負荷レベル…31
●ステップ範囲…30～180/分
　　　　　　　  （設定5ステップ/分 単位）
●電源…コードレス発電式
●使用体重制限…159kgまで
●重さ…（約）113kg
●アメリカ製○問
●搬入設置費用別途

時間 距離

脈拍 消費カロリー

表示機能

●脈拍…ポラールコンタクトハートレート
●レジスタンス（強度）…20レベル
●サイズ…（約）幅76.2×長193×高183cm
●ペダルサイズ…（約）幅20×長45cm
●ステップまでの高さ…（約）17.8cm
●使用体重制限…159kgまで
●電源…コードレス（外部電源使用100V）
●重さ…（約）219kg
●中国製○問
●搬入設置費用別途

業務用

※ご注文時に100V・200Vをご指定ください。　◎施設使用の場合は200Vをお薦めします。

2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

コントロールパネル

オートプログラム17種類×レベル4
2種のユーザープログラム

高さ24cm高さ24cm

幅56cm幅56cm

長さ155cm長さ155cm

前進 後進

水平

前進 後進

上り坂

前進 後進

下り坂

高さ17cm高さ17cm

非常停止ボタン
（左右どちらにも取付可能）

長さ146cm長さ146cm幅50cm幅50cm

パナソニック（株）

ヘ
ル
ス
ジ
ョ
ガ
ー

3

◀3Pプラグ

◀3P2P変換アダプタ
　必ずアースを付けて下さい。

設置コンセントの場合はそのままお使いください。

一般コンセントの場合はアース付ターミナルに変更後アースを必ず接続してご使用ください。

電源について
●トレッドミルの電源には単相200Vと100Vの2種類ございます。
●トレッドミルの電源には静電気や故障のときの感電防止のために、必ずアースを取り付けてください。
●トレッドミルは一時的に大きな電力を使用することがございますので必ず機種ごとにある電力容量が確保できるように単独回路でのコンセントを用意ください。
　容量不足による故障を防ぎます。専用電源の設備につきましては、専門の電気店や電設業者等にお問い合わせください。

●業務用のトレッドミルには単相200Vの電源が使用されている場合が多く
　コンセントの形状が機種により異なりますので事前にご確認してください。

●100Vのコンセントの形状は下図のような形状となります。

1,290,000円 ＋ 税

業務用

●HJ-8000T Ⅰ…AC100V
●HJ-8000T Ⅱ…AC200V

RoHS指令対応品

こんなトレーニングが可能です。

後ろ歩きができます！
後歩きを行うことで普段は使わない筋肉が刺激され、基礎代謝もアップし、
又、下半身の脚や深層の筋肉群（インナーマッスル）が自然に鍛えられることで、
身体の筋肉の前後左右全体の動的なバランス能力の向上も期待できます。
歩行トレーニングの一環としてリハビリ施設でも取り入れられています。

1,200,000円 ＋ 税
●速度…前進（約）0.2～20km/h、後退（約）-0.2～-5km/h
●脈拍…ハンドタッチセンサー式
●サイズ…（約）幅93×長205×高158cm
●傾斜角度…（約）-3％～＋12％
●使用体重制限…160kgまで
●モーター…AC 5.0HP
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用（HJ-8000 Ⅰ）
　　　　単相AC200V 20A 専用回路使用（HJ-8000 Ⅱ）
●コンセント…200V用 WF2520（パナソニック）又は相当品
●重さ…（約）167kg
●台湾製○問
●搬入設置費用別途

●サイズ…（約）幅100×長205×高158cm
　　　　　手摺から地面まで108cm

◎後ろ歩き、0.2～5km/h
◎マイナス傾斜3％

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー 傾斜

表示機能
消費電力
約450W

HJ-8000（Ⅰ：100V／Ⅱ：200V）
ヘルスジョガー○Ｒ

業務用

HJ-8000T（手摺付）
ヘルスジョガー○Ｒリハ

●搬入設置費用別途

●速度…前進（約）0.3～10.0km/h
　　　　後進（約）0.3～6.0km/h
●脈拍…ハンドグリップセンサー式（50～180拍/分）
●サイズ…（約）幅94×長203×高133cm
●傾斜角度…（約）－6％～＋15％電動式
●使用体重制限…120kgまで
●モーター…AC 2.0HP（ピーク3.6HP）
●ショックアブソーバ装備
●電源…AC100V 15A
　　　　常時1500W供給可能な
　　　　単独アース付きコンセント使用
●重さ…（約）120kg
●組立時間…（約）60分（2人以上で組立）
●台湾製○問
●搬入設置費用別途

プログラム時間設定5分～99分

1,100,000円 ＋ 税
速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー 傾斜 400m

トラック

表示機能

消費電力
約350W

HX-100（100V用）
ヘルスジョガー・リハ 業務用

電磁波対策商品
RoHS指令対応品

コントロールユニット
（見やすい赤色LEDランプ付）

－6％下り坂傾斜

＋15％上り坂傾斜

手
す
り
高
さ
3
セ
ン
チ
ご
と
6
段
階
調
節
可
能

左
右
に
も
角
度
が
調
節
で
き
ま
す

○問

※ご注文時に100V・200Vをご指定ください。
◎施設使用の場合は200Vをお薦めします。

※ご注文時に100V・200Vをご指定ください。
◎施設使用の場合は200Vをお薦めします。
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コントロールパネル

コントロールパネル

コントロールパネル

コントロールパネル

スタンダードプログラム9種類
フィットネステスト2種類

長さ152cm長さ152cm
幅56cm幅56cm

長さ153cm長さ153cm幅56cm幅56cm

ワークアウトプログラム14種類

ワークアウトプログラム25種類

プログラム10種類
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トレッドミルオプション

OIL-900

RM-11

●サイズ（約）幅100×
　長200×厚0.5ｃｍ
●重さ…（約）15kg
●材質…天然ゴム
●日本製○D
●JAN：4523059500285

420ml缶
ロングノズル付1kg缶

900円 ＋ 税
●日本製○A
●JAN：4537264000171

14,000円 ＋ 税
電動/自走ウォーカー専用ゴムマット

CHTRS113V

●サイズ（約）幅20×長24×高24ｃｍ
●入力…AC100・103・105V
●出力…AC113V
●定格電圧…AC100V
●定格電流…30A
●重さ…（約）12kg
●日本製○D

50,000円 ＋ 税
100V変圧用トランス

電動/自走ウォーカー・ジョギングマシン専用
シリコンスプレー

◎走行ベルト/走行板の摩擦を軽減
日常点検でのシリコン塗布は必須です。
シリコン不足は走行ベルトの動きが
悪くなり、故障の原因にもなります。

ロング
スポイト
付き

TRI-50

5,000円 ＋ 税
●日本製○S

電動/自走ウォーカー・
ジョギングマシン専用
シリコンオイル1kg缶

業務用

1,680,000円 ＋ 税
TRM835 トレッドミル

980,000円 ＋ 税
CLM835 クライマー

業務用

625T トレッドミル
CYBEX 業務用

1,200,000円 ＋ 税
S-CTX クロストレーナー
STARTRAC

1,660,000円 ＋ 税
●速度…（約）0.8～20km/h
●脈拍…ポラールワイヤレスハートレートコンタクトグリップ
●サイズ…（約）幅86×長208cm
●傾斜角度…（約）0％～＋15％
●使用体重制限…159kgまで
●モーター…AC 5HP
●電源…AC100V 20A
　　　　単相AC200V 15A
　　　　専用回線必要
●コンセント…200V用 WF5112、
　　　　　　 100V用 WF5121
●重さ…（約）220kg
●アメリカ製○問
●搬入設置費用別途

速度 時間 距離 脈拍

消費カロリー 傾斜

表示機能

コース
プロフィール

速度 時間 距離

脈拍 消費カロリー

表示機能

コース
プロフィール

●速度…（約）0.8～25.5km/h
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅89×長211×高157.5cm
●傾斜角度…（約）－3％～＋15％電動式（0.1％単位）
●使用体重制限…181kgまで
●モーター…AC 4.0HP
●電源…単相AC200V 20A
　　　　専用電源使用
●コンセント…CFL-2202G（ジンボ製）
　　　　　　 角型うめこみ
●重さ…（約）190kg
●アメリカ製○問
●搬入設置費用別途

◎衝撃吸収システム
　ひざや足、背中の疲労を和らげます。

速度 時間 距離

脈拍 消費カロリー 傾斜

表示機能

●脈拍…タッチ式ハートレートセンサー式
●サイズ…（約）幅81×長119×高175cm
●負荷レベル…31
●ステップ範囲…30～180/分
　　　　　　　  （設定5ステップ/分 単位）
●電源…コードレス発電式
●使用体重制限…159kgまで
●重さ…（約）113kg
●アメリカ製○問
●搬入設置費用別途

時間 距離

脈拍 消費カロリー

表示機能

●脈拍…ポラールコンタクトハートレート
●レジスタンス（強度）…20レベル
●サイズ…（約）幅76.2×長193×高183cm
●ペダルサイズ…（約）幅20×長45cm
●ステップまでの高さ…（約）17.8cm
●使用体重制限…159kgまで
●電源…コードレス（外部電源使用100V）
●重さ…（約）219kg
●中国製○問
●搬入設置費用別途

業務用

※ご注文時に100V・200Vをご指定ください。　◎施設使用の場合は200Vをお薦めします。

2017’
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合
カ
タ
ロ
グ

コントロールパネル

オートプログラム17種類×レベル4
2種のユーザープログラム

高さ24cm高さ24cm

幅56cm幅56cm

長さ155cm長さ155cm

前進 後進

水平

前進 後進

上り坂

前進 後進

下り坂

高さ17cm高さ17cm

非常停止ボタン
（左右どちらにも取付可能）

長さ146cm長さ146cm幅50cm幅50cm

パナソニック（株）

ヘ
ル
ス
ジ
ョ
ガ
ー

3

◀3Pプラグ

◀3P2P変換アダプタ
　必ずアースを付けて下さい。

設置コンセントの場合はそのままお使いください。

一般コンセントの場合はアース付ターミナルに変更後アースを必ず接続してご使用ください。

電源について
●トレッドミルの電源には単相200Vと100Vの2種類ございます。
●トレッドミルの電源には静電気や故障のときの感電防止のために、必ずアースを取り付けてください。
●トレッドミルは一時的に大きな電力を使用することがございますので必ず機種ごとにある電力容量が確保できるように単独回路でのコンセントを用意ください。
　容量不足による故障を防ぎます。専用電源の設備につきましては、専門の電気店や電設業者等にお問い合わせください。

●業務用のトレッドミルには単相200Vの電源が使用されている場合が多く
　コンセントの形状が機種により異なりますので事前にご確認してください。

●100Vのコンセントの形状は下図のような形状となります。

1,290,000円 ＋ 税

業務用

●HJ-8000T Ⅰ…AC100V
●HJ-8000T Ⅱ…AC200V

RoHS指令対応品

こんなトレーニングが可能です。

後ろ歩きができます！
後歩きを行うことで普段は使わない筋肉が刺激され、基礎代謝もアップし、
又、下半身の脚や深層の筋肉群（インナーマッスル）が自然に鍛えられることで、
身体の筋肉の前後左右全体の動的なバランス能力の向上も期待できます。
歩行トレーニングの一環としてリハビリ施設でも取り入れられています。

1,200,000円 ＋ 税
●速度…前進（約）0.2～20km/h、後退（約）-0.2～-5km/h
●脈拍…ハンドタッチセンサー式
●サイズ…（約）幅93×長205×高158cm
●傾斜角度…（約）-3％～＋12％
●使用体重制限…160kgまで
●モーター…AC 5.0HP
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用（HJ-8000 Ⅰ）
　　　　単相AC200V 20A 専用回路使用（HJ-8000 Ⅱ）
●コンセント…200V用 WF2520（パナソニック）又は相当品
●重さ…（約）167kg
●台湾製○問
●搬入設置費用別途

●サイズ…（約）幅100×長205×高158cm
　　　　　手摺から地面まで108cm

◎後ろ歩き、0.2～5km/h
◎マイナス傾斜3％

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー 傾斜

表示機能
消費電力
約450W

HJ-8000（Ⅰ：100V／Ⅱ：200V）
ヘルスジョガー○Ｒ

業務用

HJ-8000T（手摺付）
ヘルスジョガー○Ｒリハ

●搬入設置費用別途

●速度…前進（約）0.3～10.0km/h
　　　　後進（約）0.3～6.0km/h
●脈拍…ハンドグリップセンサー式（50～180拍/分）
●サイズ…（約）幅94×長203×高133cm
●傾斜角度…（約）－6％～＋15％電動式
●使用体重制限…120kgまで
●モーター…AC 2.0HP（ピーク3.6HP）
●ショックアブソーバ装備
●電源…AC100V 15A
　　　　常時1500W供給可能な
　　　　単独アース付きコンセント使用
●重さ…（約）120kg
●組立時間…（約）60分（2人以上で組立）
●台湾製○問
●搬入設置費用別途

プログラム時間設定5分～99分

1,100,000円 ＋ 税
速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー 傾斜 400m

トラック

表示機能

消費電力
約350W

HX-100（100V用）
ヘルスジョガー・リハ 業務用

電磁波対策商品
RoHS指令対応品

コントロールユニット
（見やすい赤色LEDランプ付）

－6％下り坂傾斜

＋15％上り坂傾斜

手
す
り
高
さ
3
セ
ン
チ
ご
と
6
段
階
調
節
可
能

左
右
に
も
角
度
が
調
節
で
き
ま
す

○問

※ご注文時に100V・200Vをご指定ください。
◎施設使用の場合は200Vをお薦めします。

※ご注文時に100V・200Vをご指定ください。
◎施設使用の場合は200Vをお薦めします。
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長さ116cm

幅40cm

長さ132cm長さ132cm

幅45cm幅45cm

コントロールパネル

コントロールパネル

節電モード

プログラム6種類

コースプログラム20種類

長さ140cm長さ140cm

幅50cm幅50cm

高さ10cm高さ10cm

高さ14cm高さ14cm

プログラム12種類

スピードプログラム12種類

長さ140cm長さ140cm

幅51cm幅51cm

長さ125cm

幅40cm

高さ12cm高さ12cm

高さ9.5cm高さ9.5cm

高さ18cm高さ18cm

ヘ
ル
ス
ジ
ョ
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ー
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HJ-5067
低速ヘルスジョガー○Ｒ 家庭用

HJ-16
ヘルスジョガー○Ｒ 家庭用

200,000円 ＋ 税
●速度…（約）0.2～8ｋm/ｈ（0.1km/h単位）
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅74×長177×高135ｃｍ
●傾斜角度…（約）0度一定
●使用体重制限…130ｋｇまで
●モーター…DC 1.25HP（ピーク2.0HP）
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用
●重さ…（約）66ｋｇ
●組立時間…（約）30分（2人以上で組立）
●中国製○元
●JAN：4523059201076

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー

表示機能

●速度…（約）0.8～12ｋm/ｈ
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅70×長150×高130ｃｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅70×長68×高140ｃｍ
●傾斜角度…一定（2.2％）
●使用体重制限…100ｋｇまで
●モーター…DC 1.25HP
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用
●重さ…（約）51.5ｋｇ
●中国製○元
●JAN：4523059203025

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー

表示機能

RoHS指令対応品

RoHS指令対応品

消費電力
約250W

消費電力
約250W

◎ボタンが大きく操作がしやすい！
◎安全性を考えた長手すり装備
◎複雑なプログラムは一切なし
◎衝撃吸収ゴム付

文字が大きく見やすい！
簡単組立・簡単操作！！

320,000円 ＋ 税
●速度…（約）1～16ｋm/ｈ
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅83×長179×高129ｃｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅83×長110×高153ｃｍ
●傾斜角度…（約）0％～＋11％（10段階）
●使用体重制限…135ｋｇまで
●モーター…DC 2.0HP（ピーク3.0HP）
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能なアース付きコンセントを使用
●重さ…（約）72ｋｇ
●台湾製○元
●JAN：4523059201038

◎フィットネステストモード搭載！
◎脈拍測定はグリップセンサーで
　簡単に表示！
◎ベルト幅50cmなので
　安心して運動が出来る！
◎脈拍モードで一定の
　心拍数での運動が可能！
◎膝に優しい
　ショックアブソーバ装備

ご家庭でワンランク上の
トレッドミル

お手持ちのMP3機器を
接続できるように、
オーディオジャック搭載。

スピーカー付き

コントロールパネル

表示機能

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー 傾斜

RoHS指令対応品
消費電力
約350W

電磁波対策商品

電磁波対策商品

速度 時間 距離

脈拍 消費カロリー

表示機能

消費電力
約350W

家庭用

コントロールパネル200,000円 ＋ 税
●速度…（約）0.8～18km/h（0.1km/h単位）
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅89×長182×高138cm
●折りたたみサイズ…（約）幅89×長114×高155ｃｍ
●傾斜角度…（約）0％～＋10％（0.5％単位）
●使用体重制限…137kgまで
●モーター…AC 2.0HP
●電源…AC100V 15A
　　　　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを
　　　　使用
●重さ…（約）81kg
●中国製○元
●JAN：4571262450828

ADV-3
アドベンチャー3

NEW
家庭用

96,000円 ＋ 税
HJ-2017
ヘルスジョガー○Ｒ

RoHS指令対応品

160,000円 ＋ 税
●速度…（約）1～16ｋm/ｈ（0.1km/h単位）
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅77×長157×高130ｃｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅77×長62×高176ｃｍ
●傾斜角度…（約）1・2・3度（3段階）手動式 
●使用体重制限…130ｋｇまで
●モーター…DC 1.5HP（ピーク2.2HP）
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用
●重さ…（約）69ｋｇ
●組立時間…約30分（2人以上で組立）
●台湾製○元
●JAN：4523059200420

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー 400m
周回数

表示機能

消費電力
約300W

●ウォーキング　●速歩
●ジョギング　●BMI機能付

コントロールパネル
3つのクイック選択プログラム

◎折りたたみ式

HJ-8628
ヘルスジョガー○Ｒ 家庭用

電磁波対策商品

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

高さ17cm高さ17cm

幅50cm幅50cm

長さ139cm長さ139cm

コントロールパネル

7段階

OILスライド式

高さ18.5cm高さ18.5cm

長さ146cm長さ146cm

幅50cm幅50cm

コントロールパネル

コントロールパネル

ショックアブソーバー パルスセンサー ファン スピーカー

幅45cm幅45cm

高さ13.5cm高さ13.5cm 非常停止ボタン非常停止ボタン

プログラム種類
スピード・インクライン　4種×12レベル

長さ145cm長さ145cm

ヘ
ル
ス
ジ
ョ
ガ
ー
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NEW

430,000円 ＋ 税
HJ-897
ヘルスジョガー○Ｒ 家庭及びオフィス用

準業務用

消費電力
約400W

消費電力
約400W

表示機能

速度 時間 距離 脈拍

消費カロリー 傾斜

660,000円 ＋ 税
●速度…（約）0.6～18km/h
●脈拍…ハンドタッチセンサー式
●サイズ…（約）幅84×長188×高137cm
●折りたたみサイズ…（約）幅84×長95×高169cm
●傾斜角度…（約）0％～＋15％
●使用体重制限…150kgまで
●モーター…AC 3.0HP
●電源…AC100V 15A
　　　　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用
●重さ…（約）104kg
●台湾製○L
●JAN：4523059202264

HJ-4000
ヘルスジョガー○Ｒ

ステップ

お手持ちのMP3機器を
接続できるように、
オーディオジャック搭載。

◎モニターを閉じた場合テーブルとして使用できます。
　この際の最高スピードは6km/hとなります。

手摺高さ
走行面より約76～96cmまで
10cmごと、3段階調整可能！

スピーカー付き

HJ-4000T（手摺付）
ヘルスジョガー○Ｒ 準業務用

720,000円 ＋ 税 ○L

400,000円 ＋ 税
●速度…（約）0.3～10km/h
●サイズ…（約）幅77.5×長190.5×高135.5cm
●傾斜角度…一定（約0.6度）
●使用体重制限…130kgまで
●モーター…DC 1.75HP
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用
●重さ…（約）77kg
●中国製○元
●JAN：4523059202233

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー

表示機能

消費電力
約300W

HJ-80 リハビリ
ヘルスジョガー○Ｒ 準業務用

表示機能

速度 時間 距離 脈拍

消費カロリー 傾斜 ステップ

●速度…（約）0.8～18km/h：ウォーキング時（約）0.8～6km/h
●脈拍…ハンドタッチセンサー式
●サイズ…（約）幅85×長180×高134cm
　　　　　計器テーブル高さ調節：走行面より約84～116cm（8段階）
●折りたたみサイズ…（約）幅85×長93×高158cm
●傾斜角度…（約）0.7％～11％（12段階）
●使用体重制限…140kgまで
●モーター…DC 3.0HP
●電源…AC100V 15A
　　　　常時1500W供給可能なアース付きコンセントを使用
●重さ…（約）102kg
●台湾製○元
●JAN：4523059203018

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証



2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

長さ116cm

幅40cm

長さ132cm長さ132cm

幅45cm幅45cm

コントロールパネル

コントロールパネル

節電モード

プログラム6種類

コースプログラム20種類

長さ140cm長さ140cm

幅50cm幅50cm

高さ10cm高さ10cm

高さ14cm高さ14cm

プログラム12種類

スピードプログラム12種類

長さ140cm長さ140cm

幅51cm幅51cm

長さ125cm

幅40cm

高さ12cm高さ12cm

高さ9.5cm高さ9.5cm

高さ18cm高さ18cm

ヘ
ル
ス
ジ
ョ
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HJ-5067
低速ヘルスジョガー○Ｒ 家庭用

HJ-16
ヘルスジョガー○Ｒ 家庭用

200,000円 ＋ 税
●速度…（約）0.2～8ｋm/ｈ（0.1km/h単位）
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅74×長177×高135ｃｍ
●傾斜角度…（約）0度一定
●使用体重制限…130ｋｇまで
●モーター…DC 1.25HP（ピーク2.0HP）
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用
●重さ…（約）66ｋｇ
●組立時間…（約）30分（2人以上で組立）
●中国製○元
●JAN：4523059201076

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー

表示機能

●速度…（約）0.8～12ｋm/ｈ
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅70×長150×高130ｃｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅70×長68×高140ｃｍ
●傾斜角度…一定（2.2％）
●使用体重制限…100ｋｇまで
●モーター…DC 1.25HP
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用
●重さ…（約）51.5ｋｇ
●中国製○元
●JAN：4523059203025

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー

表示機能

RoHS指令対応品

RoHS指令対応品

消費電力
約250W

消費電力
約250W

◎ボタンが大きく操作がしやすい！
◎安全性を考えた長手すり装備
◎複雑なプログラムは一切なし
◎衝撃吸収ゴム付

文字が大きく見やすい！
簡単組立・簡単操作！！

320,000円 ＋ 税
●速度…（約）1～16ｋm/ｈ
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅83×長179×高129ｃｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅83×長110×高153ｃｍ
●傾斜角度…（約）0％～＋11％（10段階）
●使用体重制限…135ｋｇまで
●モーター…DC 2.0HP（ピーク3.0HP）
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能なアース付きコンセントを使用
●重さ…（約）72ｋｇ
●台湾製○元
●JAN：4523059201038

◎フィットネステストモード搭載！
◎脈拍測定はグリップセンサーで
　簡単に表示！
◎ベルト幅50cmなので
　安心して運動が出来る！
◎脈拍モードで一定の
　心拍数での運動が可能！
◎膝に優しい
　ショックアブソーバ装備

ご家庭でワンランク上の
トレッドミル

お手持ちのMP3機器を
接続できるように、
オーディオジャック搭載。

スピーカー付き

コントロールパネル

表示機能

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー 傾斜

RoHS指令対応品
消費電力
約350W

電磁波対策商品

電磁波対策商品

速度 時間 距離

脈拍 消費カロリー

表示機能

消費電力
約350W

家庭用

コントロールパネル200,000円 ＋ 税
●速度…（約）0.8～18km/h（0.1km/h単位）
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅89×長182×高138cm
●折りたたみサイズ…（約）幅89×長114×高155ｃｍ
●傾斜角度…（約）0％～＋10％（0.5％単位）
●使用体重制限…137kgまで
●モーター…AC 2.0HP
●電源…AC100V 15A
　　　　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを
　　　　使用
●重さ…（約）81kg
●中国製○元
●JAN：4571262450828

ADV-3
アドベンチャー3

NEW
家庭用

96,000円 ＋ 税
HJ-2017
ヘルスジョガー○Ｒ

RoHS指令対応品

160,000円 ＋ 税
●速度…（約）1～16ｋm/ｈ（0.1km/h単位）
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅77×長157×高130ｃｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅77×長62×高176ｃｍ
●傾斜角度…（約）1・2・3度（3段階）手動式 
●使用体重制限…130ｋｇまで
●モーター…DC 1.5HP（ピーク2.2HP）
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用
●重さ…（約）69ｋｇ
●組立時間…約30分（2人以上で組立）
●台湾製○元
●JAN：4523059200420

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー 400m
周回数

表示機能

消費電力
約300W

●ウォーキング　●速歩
●ジョギング　●BMI機能付

コントロールパネル
3つのクイック選択プログラム

◎折りたたみ式

HJ-8628
ヘルスジョガー○Ｒ 家庭用

電磁波対策商品

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

高さ17cm高さ17cm

幅50cm幅50cm

長さ139cm長さ139cm

コントロールパネル

7段階

OILスライド式

高さ18.5cm高さ18.5cm

長さ146cm長さ146cm

幅50cm幅50cm

コントロールパネル

コントロールパネル

ショックアブソーバー パルスセンサー ファン スピーカー

幅45cm幅45cm

高さ13.5cm高さ13.5cm 非常停止ボタン非常停止ボタン

プログラム種類
スピード・インクライン　4種×12レベル

長さ145cm長さ145cm

ヘ
ル
ス
ジ
ョ
ガ
ー
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NEW

430,000円 ＋ 税
HJ-897
ヘルスジョガー○Ｒ 家庭及びオフィス用

準業務用

消費電力
約400W

消費電力
約400W

表示機能

速度 時間 距離 脈拍

消費カロリー 傾斜

660,000円 ＋ 税
●速度…（約）0.6～18km/h
●脈拍…ハンドタッチセンサー式
●サイズ…（約）幅84×長188×高137cm
●折りたたみサイズ…（約）幅84×長95×高169cm
●傾斜角度…（約）0％～＋15％
●使用体重制限…150kgまで
●モーター…AC 3.0HP
●電源…AC100V 15A
　　　　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用
●重さ…（約）104kg
●台湾製○L
●JAN：4523059202264

HJ-4000
ヘルスジョガー○Ｒ

ステップ

お手持ちのMP3機器を
接続できるように、
オーディオジャック搭載。

◎モニターを閉じた場合テーブルとして使用できます。
　この際の最高スピードは6km/hとなります。

手摺高さ
走行面より約76～96cmまで
10cmごと、3段階調整可能！

スピーカー付き

HJ-4000T（手摺付）
ヘルスジョガー○Ｒ 準業務用

720,000円 ＋ 税 ○L

400,000円 ＋ 税
●速度…（約）0.3～10km/h
●サイズ…（約）幅77.5×長190.5×高135.5cm
●傾斜角度…一定（約0.6度）
●使用体重制限…130kgまで
●モーター…DC 1.75HP
●電源…AC100V 15A　常時1500W供給可能な
　　　　アース付きコンセントを使用
●重さ…（約）77kg
●中国製○元
●JAN：4523059202233

速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー

表示機能

消費電力
約300W

HJ-80 リハビリ
ヘルスジョガー○Ｒ 準業務用

表示機能

速度 時間 距離 脈拍

消費カロリー 傾斜 ステップ

●速度…（約）0.8～18km/h：ウォーキング時（約）0.8～6km/h
●脈拍…ハンドタッチセンサー式
●サイズ…（約）幅85×長180×高134cm
　　　　　計器テーブル高さ調節：走行面より約84～116cm（8段階）
●折りたたみサイズ…（約）幅85×長93×高158cm
●傾斜角度…（約）0.7％～11％（12段階）
●使用体重制限…140kgまで
●モーター…DC 3.0HP
●電源…AC100V 15A
　　　　常時1500W供給可能なアース付きコンセントを使用
●重さ…（約）102kg
●台湾製○元
●JAN：4523059203018

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証



2017’
総
合
カ
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グ

プログラム種類
マニュアル、インターバル
（ヒルインターバル/
ランダムインターバル）、

マルチFX（一定ワット/ランダム）、
ゴール（時間ゴール/距離ゴール/

カロリーゴール）、
心拍数（目標心拍数/体重減量）、

体力テスト

プログラム種類
マニュアル、インターバル、ゲーム、体力テスト、体重減量、体重減量プラス、ローリング、リバース、
一定ワット、インターバルワット、目標心拍数ゾーン、％目標心拍数、ストレングスビルダー、カスタム

プログラム種類
マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、ローリング、
リバース、ランダム、一定ワット、目標心拍数ゾーン、カスタム

コントロール
パネル

ス
テ
ッ
パ
ー
＆
エ
リ
プ
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ィ
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ル・バ
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◎足や腰への負担が少ない、自然でスムーズな動き。
◎全身運動で、ヒップアップや二の腕の引き締めにも。
◎インダクションブレーキが、30段階の負荷を瞬時かつ正確に変更。
◎ストライドが50.8cmで、より効果的なエクササイズ。
◎パスポートプレーヤー（別売）対応。　◎運動履歴を自動で記録するViewFit対応。

家庭用

●計器表示…運動時間・速度・レベル・
　　　　　　回転数・段数・心拍・METs・ワット
●脈拍…ハンドグリップ式
●サイズ…（約）幅93×長118×高161ｃｍ
●使用体重制限…182ｋｇまで
●重さ…（約）90ｋｇ
●電源…AC100V
●台湾製○問

620,000円 ＋ 税
S-1X
ステッパー 業務用

NEW

●計器表示…時間、距離、カロリー、速度、レベル、ワット、RPM
●心拍…ハンドグリップ式
●サイズ…（約）幅67×長173×高171ｃｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅67×長102×高171ｃｍ
●ストライド…50.8cm　●フライホイール…8.5kg
●負荷装置…インダクションブレーキ
●負荷レベル…1～30
●使用体重制限…136ｋｇまで　●重さ…（約）79.5ｋｇ
●電源…AC100V
●中国製○元
●JAN：4571262450484

220,000円 ＋ 税
AND-7i
アンデス セブンアイ

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

新型ブレーキシステム採用で、
より快適なワークアウトを

◎足や腰への負担が少ない、自然でスムーズな動き。
◎全身運動で、ヒップアップや二の腕の引き締めにも。
◎ストライドが50.8cmで、より効果的なエクササイズ。　◎片手で簡単に開閉が可能。

家庭用
NEW

●計器表示…時間、距離、カロリー、速度、レベル、ワット、RPM
●心拍…ハンドグリップ式
●サイズ…（約）幅67×長173×高171ｃｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅67×長102×高171ｃｍ
●ストライド…50.8cm
●フライホイール…7kg
●負荷装置…ECB マグネットブレーキ
●負荷レベル…1～16
●使用体重制限…136ｋｇまで
●重さ…（約）77ｋｇ
●電源…AC100V
●中国製○元
●JAN：4571262450477

160,000円 ＋ 税
AND-3
アンデス スリー

新型ブレーキシステム採用で、
より快適なワークアウトを

トレーニングプログラム
マニュアル・インターバル（ヒル
インターバル・ランダムヒル）・
マルチFX（一定ワット・ランダム）・
ゴール（時間ゴール・距離ゴール・
カロリーゴール）・心拍数（目標
心拍数・体重減量）・体力テスト

コントロールパネル

コントロールパネル

コントロール
パネル

コントロールパネル

コントロールパネル

460,000円 ＋ 税
MATR-2
アップライトバイク U1x 業務用

●計器表示…時間、距離、カロリー、速度、
　　　　　　レベル、心拍数、METs、
　　　　　　ワット、プロファイル
●サイズ…（約）幅66×長131×高154cｍ
●負荷レベル…最小7W
●使用体重制限…182kgまで
●電源…自家発電式
●重さ…（約）88ｋｇ
●台湾製○問

149,000円 ＋ 税
SB702-3260
スピンバイク

◎重量が22KGもあるフライホイールの
　慣性で運動効果をアップさせると同時に
　安定したライド感を提供します。
◎標準でレシーバー機能が搭載されて
　いるので、市販のチェストベルトでも
　簡単に対応できます。

●計器表示…時計、時間、距離（km）、速度（km/h）、
　　　　　　消費カロリー（kcal）、回転数
　　　　　　心拍数〈無線式チェストベルト（別売）〉
●コントロールパネル…LCD（65×50mm）ディスプレイ
●フライホイール…22kg、425mm（径）、クロームメッキ仕様
●ハンドル・サドル位置…前後・上下調整可能
●駆動方式…ベルトドライブ、固定式ホイール
●負荷装置…フェルパッド圧方式・無段階調整可能
●サイズ…（約）幅54×長109×高103cｍ
●使用体重制限…136ｋｇまで
●使用身長…150～195cm
●重さ…（約）64ｋｇ
●台湾製○元
●JAN：4582455594229

準業務用

◎距離や回転数を表示する、サイクルコンピューターを標準装備。
◎静かでスムーズなベルトドライブを採用。
◎シートやハンドル位置はミリ単位の微調整が可能。
◎負荷はダイヤル式で簡単にアジャスト可能。
◎落ち着いた雰囲気のマット（ツヤ消し）ブラック。
◎POLARの心拍トランスミッターにも対応。

NEW

●計器表示…時間、距離、カロリー、
　　　　　　心拍数〈無線式チェストベルト（別売）〉、
　　　　　　RPM（回転数）、速度、気温
●サイズ…（約）幅61×長136×高121ｃｍ
●フライホイール…20kg
●負荷装置…フリクション（摩擦）ブレーキ
●使用体重制限…136ｋｇまで
●使用身長…155～195cm
●重さ…（約）52ｋｇ
●台湾製○元
●JAN：4571262457018

110,000円 ＋ 税
IC-71
エリート アイシー7.1

細部までこだわりぬいた
本格的なインドアサイクル

※パケット通信料はお客様の
　ご負担となります。
※ご自宅にwi-fi環境、およびwi-fiに
　繋がるパソコン、スマートフォン、
　またはタブレットが必要になります。

2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

高さ10cm高さ10cm

幅45cm

長さ130cm

長さ117cm長さ117cm

幅40cm幅40cm

高さ6.5cm高さ6.5cm

長さ152cm長さ152cm

幅51cm幅51cm

高さ17.8cm高さ17.8cm
2種類の負荷システムで、スピード&ストレングス
トレーニングの両方を実現

上半身を支えるハーネス(ベルト)がスプリント 
時の安定した姿勢を保持

カーブのないフラットな走行面は、屋外と同じ 
自然な走り・着地を再現

自走式(セルフパワー)で速度は0～無制限。 
設置場所を選ばずサーキットトレーニングにも

7°に固定された傾斜で、前/横/後向きの
スプリント&アジリティが可能

限られたスペースでもアスリート向けの低重心
スレッドプッシュ&プルトレーニングが可能

滑り止め付

自
走
式
ウ
ォ
ー
カ
ー
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78,000円 ＋ 税
BW-2700（黒）・BW-2701（赤）
ベンチウォーカー

●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●歩行使用サイズ…（約）幅55×長115×高122.5ｃｍ
●ベンチ使用サイズ…（約）幅27×長120×高55ｃｍ
●傾斜角度…（約）10度一定
●使用体重制限…120ｋｇまで
●重さ…（約）34ｋｇ　●電源…単3乾電池2本
●台湾製○元
●JAN：4523059202110（黒：BM-2700）
　　　 4523059202127（赤：BM-2701）

速度 時間 距離 消費カロリー脈拍

表示機能

○組立不要で箱から出してすぐに使える
○自走式ウォーキングマシンはもちろん、折りたたんでテーブルモード、横にしてベンチとして使用も出来ます。
○脈拍測定はタッチセンサータイプ
○家具として置いても優れたデザインなのでお部屋に違和感がありません。
○運動しながら、タブレットなどを置きながら使用することも出来ます。

電気を使わないeco　な自走式

ヘルスジョガー○Ｒ（自走式） 準業務用

HJ-2012

●時間　　  ●距離
●カロリー　●脈拍

設定機能

185,000円 ＋ 税
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅74×長167.5×高141ｃｍ
●8段階負荷調整可能（ダイヤル手動式）
●傾斜角度…（約）7度一定（12％）
●使用体重制限…130ｋｇまで　
●重さ…（約）57ｋｇ　●電源…単3乾電池2本
●負荷装置…マグネット式負荷（8段階）
●組立時間…（約）20分（2人以上で組立）
●中国製○元　●JAN：4523059201236

コントロールパネル

◎走行スペースが広く歩きやすい！
◎前側に補助手すり付
◎衝撃吸収・静電気防止走行板

電気を使わないeco　な自走式

電気を使わないeco　な自走式

負荷は8段階なので
軽いウォーキングから
脚力を要するハードな
トレーニングまで可能です。速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー

表示機能 オートON/OFF機能付

S-60
S-ドライブ・パフォーマンス・トレーナー

600,000円 ＋ 税
●負荷…摩擦スレッドブレーキとマグネットブレーキ2種類
●走行面…（約）幅51×長152ｃｍ
●サイズ…（約）幅89×長195×高150ｃｍ
●傾斜角度…一定
●使用体重制限…182ｋｇまで　
●重さ…（約）123ｋｇ
●台湾製○問

NEW

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。
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プログラム種類
マニュアル、インターバル
（ヒルインターバル/
ランダムインターバル）、

マルチFX（一定ワット/ランダム）、
ゴール（時間ゴール/距離ゴール/

カロリーゴール）、
心拍数（目標心拍数/体重減量）、

体力テスト

プログラム種類
マニュアル、インターバル、ゲーム、体力テスト、体重減量、体重減量プラス、ローリング、リバース、
一定ワット、インターバルワット、目標心拍数ゾーン、％目標心拍数、ストレングスビルダー、カスタム

プログラム種類
マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、ローリング、
リバース、ランダム、一定ワット、目標心拍数ゾーン、カスタム

コントロール
パネル

ス
テ
ッ
パ
ー
＆
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ィ
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◎足や腰への負担が少ない、自然でスムーズな動き。
◎全身運動で、ヒップアップや二の腕の引き締めにも。
◎インダクションブレーキが、30段階の負荷を瞬時かつ正確に変更。
◎ストライドが50.8cmで、より効果的なエクササイズ。
◎パスポートプレーヤー（別売）対応。　◎運動履歴を自動で記録するViewFit対応。

家庭用

●計器表示…運動時間・速度・レベル・
　　　　　　回転数・段数・心拍・METs・ワット
●脈拍…ハンドグリップ式
●サイズ…（約）幅93×長118×高161ｃｍ
●使用体重制限…182ｋｇまで
●重さ…（約）90ｋｇ
●電源…AC100V
●台湾製○問

620,000円 ＋ 税
S-1X
ステッパー 業務用

NEW

●計器表示…時間、距離、カロリー、速度、レベル、ワット、RPM
●心拍…ハンドグリップ式
●サイズ…（約）幅67×長173×高171ｃｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅67×長102×高171ｃｍ
●ストライド…50.8cm　●フライホイール…8.5kg
●負荷装置…インダクションブレーキ
●負荷レベル…1～30
●使用体重制限…136ｋｇまで　●重さ…（約）79.5ｋｇ
●電源…AC100V
●中国製○元
●JAN：4571262450484

220,000円 ＋ 税
AND-7i
アンデス セブンアイ

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

新型ブレーキシステム採用で、
より快適なワークアウトを

◎足や腰への負担が少ない、自然でスムーズな動き。
◎全身運動で、ヒップアップや二の腕の引き締めにも。
◎ストライドが50.8cmで、より効果的なエクササイズ。　◎片手で簡単に開閉が可能。

家庭用
NEW

●計器表示…時間、距離、カロリー、速度、レベル、ワット、RPM
●心拍…ハンドグリップ式
●サイズ…（約）幅67×長173×高171ｃｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅67×長102×高171ｃｍ
●ストライド…50.8cm
●フライホイール…7kg
●負荷装置…ECB マグネットブレーキ
●負荷レベル…1～16
●使用体重制限…136ｋｇまで
●重さ…（約）77ｋｇ
●電源…AC100V
●中国製○元
●JAN：4571262450477

160,000円 ＋ 税
AND-3
アンデス スリー

新型ブレーキシステム採用で、
より快適なワークアウトを

トレーニングプログラム
マニュアル・インターバル（ヒル
インターバル・ランダムヒル）・
マルチFX（一定ワット・ランダム）・
ゴール（時間ゴール・距離ゴール・
カロリーゴール）・心拍数（目標
心拍数・体重減量）・体力テスト

コントロールパネル

コントロールパネル

コントロール
パネル

コントロールパネル

コントロールパネル

460,000円 ＋ 税
MATR-2
アップライトバイク U1x 業務用

●計器表示…時間、距離、カロリー、速度、
　　　　　　レベル、心拍数、METs、
　　　　　　ワット、プロファイル
●サイズ…（約）幅66×長131×高154cｍ
●負荷レベル…最小7W
●使用体重制限…182kgまで
●電源…自家発電式
●重さ…（約）88ｋｇ
●台湾製○問

149,000円 ＋ 税
SB702-3260
スピンバイク

◎重量が22KGもあるフライホイールの
　慣性で運動効果をアップさせると同時に
　安定したライド感を提供します。
◎標準でレシーバー機能が搭載されて
　いるので、市販のチェストベルトでも
　簡単に対応できます。

●計器表示…時計、時間、距離（km）、速度（km/h）、
　　　　　　消費カロリー（kcal）、回転数
　　　　　　心拍数〈無線式チェストベルト（別売）〉
●コントロールパネル…LCD（65×50mm）ディスプレイ
●フライホイール…22kg、425mm（径）、クロームメッキ仕様
●ハンドル・サドル位置…前後・上下調整可能
●駆動方式…ベルトドライブ、固定式ホイール
●負荷装置…フェルパッド圧方式・無段階調整可能
●サイズ…（約）幅54×長109×高103cｍ
●使用体重制限…136ｋｇまで
●使用身長…150～195cm
●重さ…（約）64ｋｇ
●台湾製○元
●JAN：4582455594229

準業務用

◎距離や回転数を表示する、サイクルコンピューターを標準装備。
◎静かでスムーズなベルトドライブを採用。
◎シートやハンドル位置はミリ単位の微調整が可能。
◎負荷はダイヤル式で簡単にアジャスト可能。
◎落ち着いた雰囲気のマット（ツヤ消し）ブラック。
◎POLARの心拍トランスミッターにも対応。

NEW

●計器表示…時間、距離、カロリー、
　　　　　　心拍数〈無線式チェストベルト（別売）〉、
　　　　　　RPM（回転数）、速度、気温
●サイズ…（約）幅61×長136×高121ｃｍ
●フライホイール…20kg
●負荷装置…フリクション（摩擦）ブレーキ
●使用体重制限…136ｋｇまで
●使用身長…155～195cm
●重さ…（約）52ｋｇ
●台湾製○元
●JAN：4571262457018

110,000円 ＋ 税
IC-71
エリート アイシー7.1

細部までこだわりぬいた
本格的なインドアサイクル

※パケット通信料はお客様の
　ご負担となります。
※ご自宅にwi-fi環境、およびwi-fiに
　繋がるパソコン、スマートフォン、
　またはタブレットが必要になります。

2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

高さ10cm高さ10cm

幅45cm

長さ130cm

長さ117cm長さ117cm

幅40cm幅40cm

高さ6.5cm高さ6.5cm

長さ152cm長さ152cm

幅51cm幅51cm

高さ17.8cm高さ17.8cm
2種類の負荷システムで、スピード&ストレングス
トレーニングの両方を実現

上半身を支えるハーネス(ベルト)がスプリント 
時の安定した姿勢を保持

カーブのないフラットな走行面は、屋外と同じ 
自然な走り・着地を再現

自走式(セルフパワー)で速度は0～無制限。 
設置場所を選ばずサーキットトレーニングにも

7°に固定された傾斜で、前/横/後向きの
スプリント&アジリティが可能

限られたスペースでもアスリート向けの低重心
スレッドプッシュ&プルトレーニングが可能

滑り止め付

自
走
式
ウ
ォ
ー
カ
ー
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78,000円 ＋ 税
BW-2700（黒）・BW-2701（赤）
ベンチウォーカー

●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●歩行使用サイズ…（約）幅55×長115×高122.5ｃｍ
●ベンチ使用サイズ…（約）幅27×長120×高55ｃｍ
●傾斜角度…（約）10度一定
●使用体重制限…120ｋｇまで
●重さ…（約）34ｋｇ　●電源…単3乾電池2本
●台湾製○元
●JAN：4523059202110（黒：BM-2700）
　　　 4523059202127（赤：BM-2701）

速度 時間 距離 消費カロリー脈拍

表示機能

○組立不要で箱から出してすぐに使える
○自走式ウォーキングマシンはもちろん、折りたたんでテーブルモード、横にしてベンチとして使用も出来ます。
○脈拍測定はタッチセンサータイプ
○家具として置いても優れたデザインなのでお部屋に違和感がありません。
○運動しながら、タブレットなどを置きながら使用することも出来ます。

電気を使わないeco　な自走式

ヘルスジョガー○Ｒ（自走式） 準業務用

HJ-2012

●時間　　  ●距離
●カロリー　●脈拍

設定機能

185,000円 ＋ 税
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅74×長167.5×高141ｃｍ
●8段階負荷調整可能（ダイヤル手動式）
●傾斜角度…（約）7度一定（12％）
●使用体重制限…130ｋｇまで　
●重さ…（約）57ｋｇ　●電源…単3乾電池2本
●負荷装置…マグネット式負荷（8段階）
●組立時間…（約）20分（2人以上で組立）
●中国製○元　●JAN：4523059201236

コントロールパネル

◎走行スペースが広く歩きやすい！
◎前側に補助手すり付
◎衝撃吸収・静電気防止走行板

電気を使わないeco　な自走式

電気を使わないeco　な自走式

負荷は8段階なので
軽いウォーキングから
脚力を要するハードな
トレーニングまで可能です。速度 時間 距離 脈拍 消費カロリー

表示機能 オートON/OFF機能付

S-60
S-ドライブ・パフォーマンス・トレーナー

600,000円 ＋ 税
●負荷…摩擦スレッドブレーキとマグネットブレーキ2種類
●走行面…（約）幅51×長152ｃｍ
●サイズ…（約）幅89×長195×高150ｃｍ
●傾斜角度…一定
●使用体重制限…182ｋｇまで　
●重さ…（約）123ｋｇ
●台湾製○問

NEW

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。



2017’
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コントロールパネル

コントロールパネル

プログラム種類
目標、ローリング、バリー、脂肪燃焼、
ランプ、強度、感覚、ランダム、
フィットネステスト、HRC

プログラム種類
マニュアル、インターバル、ゲーム、

体力テスト、体重減量、
体重減量プラス、ローリング、

ケイデンス、ランダム、一定ワット、
目標心拍数ゾーン、目標心拍数％、

カスタム1-2

プログラム種類
マニュアル、有酸素運動、
脂肪燃焼、目標心拍数％、

ヒルインターバル、インターバル

ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
バ
イ
ク
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●計器表示…時間、距離、消費カロリー、レベル、
　　　　　　脈拍、ワット、回転数/分、METs
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅69×長102×高143cｍ
●負荷レベル…16段階
●使用体重制限…135ｋｇまで
●電源…AC100V
●重さ…（約）51ｋｇ
●台湾製○元
●JAN：4523059203032

アップライトバイク

360,000円 ＋ 税

NEW
業務用

B6-LED

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

◎足を大きく上げずに乗り降りできる、
　ステップスルー構造。
◎接地面積は120×55cmと省スペース。
◎14の運動プログラムと、内蔵スピーカー搭載。
◎デバイスラックとドリンクホルダー付き。
◎滑り止め付きペダルで、スムーズで
　安全なペダリング。
◎パスポートプレーヤー（別売）対応。
◎運動履歴を自動で記録するviafit対応。

家庭用
NEW

●計器表示…時間、距離、消費カロリー、レベル、
　　　　　　スピード、ワット、RPM
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅55×長132×高136ｃｍ
●フライホイール…8.5kg
●負荷レベル…1～20
●使用体重制限…136ｋｇまで
●重さ…（約）41ｋｇ
●電源…100V
●中国製○元
●JAN：4571262457049

105,000円 ＋ 税
C-7
コンフォート セブン

NEW

●計器表示…時間、距離、消費カロリー、レベル、
　　　　　　パルス、RPM
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅55×長108×高136ｃｍ
●フライホイール…6.5kg
●負荷レベル…1～20
●使用体重制限…150ｋｇまで
●重さ…（約）45.5ｋｇ
●電源…ACアダプター付　DC12V 1.5A
●台湾製元○元　●JAN：4582455598128

260,000円 ＋ 税
XBU55
アップライトバイク

省スペースで乗りやすい
アップライトバイク

※消耗品については保証
　対象外となります。
※ペダルベルト

2年間保証

JD-30A

固定ネジ部1/2（直径12.7mm）タイプ
固定ネジ部9/16（直径14.28mm）タイプ

ヒールガードペダル

16,000円 ＋ 税
●サイズ…ペダル：（約）幅14.4×長23.5ｃｍ
　　　　　ストラップ：（約）幅5.1×長44.7ｃｍ
●材質/PP
●重さ/（約）2.8kg（左右1組）
●台湾製○元
●JAN：4523059202349（1/2タイプ）
　　　  4523059202356（9/16タイプ）

1/2：
SEG-9770、
BG-3256、RB-153
9/16：
YRB-3300N、
RB-4700、RB-3500AD

RM-38 RM-84
サイクル専用ゴムマット

4,300円 ＋ 税 8,500円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅60×長100×厚0.3ｃｍ
●材質…天然ゴム  ●重さ…（約）4kg
●日本製○D　●JAN：4523059201496

●サイズ…（約）幅100×長200×厚0.3ｃｍ
●材質…天然ゴム  ●重さ…（約）10kg
●日本製○D　●JAN：4523059201489

座席調整
新しいシステムすべてで座席の高さが調整できます。
座席の位置調整が簡単に行えます。

2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

10°

E Plus プログラム種類
6種のプリセット・プログラム、

3種の目標、４HRC、
7種の体力テスト、
バーチャルモード

LED プログラム種類
目標、ローリング、バリー、
脂肪燃焼、ランプ、強度、感覚、
ランダム、フィットネステスト、

4HRC

E Plus プログラム種類
6種のプリセット・プログラム、

3種の目標、４HRC、
7種の体力テスト、
バーチャルモード

LED プログラム種類
目標、ローリング、バリー、
脂肪燃焼、ランプ、強度、感覚、
ランダム、フィットネステスト、

4HRC

LED

LED

E Plus

E Plus

業
務
用
バ
イ
ク
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アップライトバイク

リカンベントバイク

B8 E Plus　750,000円 ＋ 税

B8 LED　480,000円 ＋ 税

R8 LED　580,000円 ＋ 税

R8 E Plus　850,000円 ＋ 税

ハンドルバー

抵抗レベル制御により、トレーニング中の
抵抗の調整が簡単に行えます。プッシュ
ボタンが便利な位置に設置されている
ため、調整中のユーザーバランスと姿勢を
維持することができます。

抵抗レベル制御

B8に搭載されたハンドルバーは、特に
リラックス・トレーニングから厳しいトレー
ニングまで対応できるように設計されて
います。ソフトグリップハンドルバーと
パッド付ひじ掛けが、トレーニング中の
上体を快適にサポートします。

座席調整
新しいシステムすべてで座席の高さが
調整できます。座席の位置調整が簡単に
行えます。

Uバー
R8用の特殊設計Uバーが、高強度の
トレーニング中に優れたボディサポート、
および乗り降りの際に素晴らしいサポート
を提供します。

抵抗レベル制御
抵抗レベル制御により、トレーニング中の
抵抗の調整が簡単に行えます。プッシュ
ボタンが便利な位置に設置されている
ため、調整中のユーザーバランスと姿勢を
維持することができます。

リクライン・アジャスタブル式
シートバック
シートバック・リクライニングの角度調整
により、トレーニング体験が最大限に高
まります。

業務用

R8

業務用

B8

●ディスプレイ…15.6インチ デジタル画面
　　　　　　　  テレビ機能、インターネット、ios/Android機能付き
●表示機能…レベル、ワット、距離、時間、カロリー、脈拍、ペース
●ストライド…50ｃｍ　●負荷レベル…25段階（50W～400W）
●脈拍検出…グリップセンサー
●使用体重制限…150ｋｇ以下
●電源…単相 AC100V 50/60Hz　電源コード1.8m
●コンセント…アース付きコンセント
●外形寸法…（約）L113×W69×H146ｃｍ
●重さ…（約）66ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、オーディオ外部出力ジャック、
　　　　　　　　ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●台湾製○問

●ディスプレイ…6LED+8×32ドットマトリクス
●表示機能…レベル、ワット、距離、時間、カロリー、脈拍、回転数/分
●ストライド…50ｃｍ　●負荷レベル…25段階（50W～400W）
●脈拍検出…グリップセンサー
●使用体重制限…150ｋｇ以下
●電源…単相 AC100V 50/60Hz　電源コード1.8m
●コンセント…アース付きコンセント
●外形寸法…（約）L113×W69×H146ｃｍ
●重さ…（約）66ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…テレビ取付金具
　　　　　　 チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●台湾製○問

●搬入設置費用別途

●搬入設置費用別途

●ディスプレイ…15.6インチ デジタル画面
　　　　　　　  テレビ機能、インターネット、ios/Android機能付き
●表示機能…レベル、ワット、距離、時間、カロリー、脈拍、ペース
●ストライド…50ｃｍ　●負荷レベル…25段階（50W～400W）
●脈拍検出…グリップセンサー
●適応身長…145cm以上　●使用体重制限…150ｋｇ以下
●電源…単相 AC100V 50/60Hz　電源コード1.8m
●コンセント…アース付きコンセント
●外形寸法…（約）L168×W62×H136ｃｍ
●重さ…（約）88ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、オーディオ外部出力ジャック、
　　　　　　　　ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●台湾製○問

●ディスプレイ…6LED+8×32ドットマトリクス
●表示機能…レベル、ワット、距離、時間、カロリー、脈拍、回転数/分
●ストライド…50ｃｍ　●負荷レベル…25段階（50W～400W）
●脈拍検出…グリップセンサー
●適応身長…145cm以上　●使用体重制限…150ｋｇ以下
●電源…単相 AC100V 50/60Hz　電源コード1.8m
●コンセント…アース付きコンセント
●外形寸法…（約）L168×W62×H136ｃｍ
●重さ…（約）88ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…テレビ取付金具
　　　　　　 チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●台湾製○問

●搬入設置費用別途

●搬入設置費用別途

15,000円 ＋ 税
TV取付金具

（TVは別途）
※外付TVをご希望の際は、
　TV取付金具（別売）
　TV及び同軸ケーブルは
　ご準備願います。

USB
機能付
USBに

データ取込可能

USB
機能付
USBに

データ取込可能

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証
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コントロールパネル

コントロールパネル

プログラム種類
目標、ローリング、バリー、脂肪燃焼、
ランプ、強度、感覚、ランダム、
フィットネステスト、HRC

プログラム種類
マニュアル、インターバル、ゲーム、

体力テスト、体重減量、
体重減量プラス、ローリング、

ケイデンス、ランダム、一定ワット、
目標心拍数ゾーン、目標心拍数％、

カスタム1-2

プログラム種類
マニュアル、有酸素運動、
脂肪燃焼、目標心拍数％、

ヒルインターバル、インターバル

ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
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●計器表示…時間、距離、消費カロリー、レベル、
　　　　　　脈拍、ワット、回転数/分、METs
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅69×長102×高143cｍ
●負荷レベル…16段階
●使用体重制限…135ｋｇまで
●電源…AC100V
●重さ…（約）51ｋｇ
●台湾製○元
●JAN：4523059203032

アップライトバイク

360,000円 ＋ 税

NEW
業務用

B6-LED

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

◎足を大きく上げずに乗り降りできる、
　ステップスルー構造。
◎接地面積は120×55cmと省スペース。
◎14の運動プログラムと、内蔵スピーカー搭載。
◎デバイスラックとドリンクホルダー付き。
◎滑り止め付きペダルで、スムーズで
　安全なペダリング。
◎パスポートプレーヤー（別売）対応。
◎運動履歴を自動で記録するviafit対応。

家庭用
NEW

●計器表示…時間、距離、消費カロリー、レベル、
　　　　　　スピード、ワット、RPM
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅55×長132×高136ｃｍ
●フライホイール…8.5kg
●負荷レベル…1～20
●使用体重制限…136ｋｇまで
●重さ…（約）41ｋｇ
●電源…100V
●中国製○元
●JAN：4571262457049

105,000円 ＋ 税
C-7
コンフォート セブン

NEW

●計器表示…時間、距離、消費カロリー、レベル、
　　　　　　パルス、RPM
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅55×長108×高136ｃｍ
●フライホイール…6.5kg
●負荷レベル…1～20
●使用体重制限…150ｋｇまで
●重さ…（約）45.5ｋｇ
●電源…ACアダプター付　DC12V 1.5A
●台湾製元○元　●JAN：4582455598128

260,000円 ＋ 税
XBU55
アップライトバイク

省スペースで乗りやすい
アップライトバイク

※消耗品については保証
　対象外となります。
※ペダルベルト

2年間保証

JD-30A

固定ネジ部1/2（直径12.7mm）タイプ
固定ネジ部9/16（直径14.28mm）タイプ

ヒールガードペダル

16,000円 ＋ 税
●サイズ…ペダル：（約）幅14.4×長23.5ｃｍ
　　　　　ストラップ：（約）幅5.1×長44.7ｃｍ
●材質/PP
●重さ/（約）2.8kg（左右1組）
●台湾製○元
●JAN：4523059202349（1/2タイプ）
　　　  4523059202356（9/16タイプ）

1/2：
SEG-9770、
BG-3256、RB-153
9/16：
YRB-3300N、
RB-4700、RB-3500AD

RM-38 RM-84
サイクル専用ゴムマット

4,300円 ＋ 税 8,500円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅60×長100×厚0.3ｃｍ
●材質…天然ゴム  ●重さ…（約）4kg
●日本製○D　●JAN：4523059201496

●サイズ…（約）幅100×長200×厚0.3ｃｍ
●材質…天然ゴム  ●重さ…（約）10kg
●日本製○D　●JAN：4523059201489

座席調整
新しいシステムすべてで座席の高さが調整できます。
座席の位置調整が簡単に行えます。
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E Plus プログラム種類
6種のプリセット・プログラム、

3種の目標、４HRC、
7種の体力テスト、
バーチャルモード

LED プログラム種類
目標、ローリング、バリー、
脂肪燃焼、ランプ、強度、感覚、
ランダム、フィットネステスト、

4HRC

E Plus プログラム種類
6種のプリセット・プログラム、

3種の目標、４HRC、
7種の体力テスト、
バーチャルモード

LED プログラム種類
目標、ローリング、バリー、
脂肪燃焼、ランプ、強度、感覚、
ランダム、フィットネステスト、

4HRC

LED

LED

E Plus

E Plus

業
務
用
バ
イ
ク
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アップライトバイク

リカンベントバイク

B8 E Plus　750,000円 ＋ 税

B8 LED　480,000円 ＋ 税

R8 LED　580,000円 ＋ 税

R8 E Plus　850,000円 ＋ 税

ハンドルバー

抵抗レベル制御により、トレーニング中の
抵抗の調整が簡単に行えます。プッシュ
ボタンが便利な位置に設置されている
ため、調整中のユーザーバランスと姿勢を
維持することができます。

抵抗レベル制御

B8に搭載されたハンドルバーは、特に
リラックス・トレーニングから厳しいトレー
ニングまで対応できるように設計されて
います。ソフトグリップハンドルバーと
パッド付ひじ掛けが、トレーニング中の
上体を快適にサポートします。

座席調整
新しいシステムすべてで座席の高さが
調整できます。座席の位置調整が簡単に
行えます。

Uバー
R8用の特殊設計Uバーが、高強度の
トレーニング中に優れたボディサポート、
および乗り降りの際に素晴らしいサポート
を提供します。

抵抗レベル制御
抵抗レベル制御により、トレーニング中の
抵抗の調整が簡単に行えます。プッシュ
ボタンが便利な位置に設置されている
ため、調整中のユーザーバランスと姿勢を
維持することができます。

リクライン・アジャスタブル式
シートバック
シートバック・リクライニングの角度調整
により、トレーニング体験が最大限に高
まります。

業務用

R8

業務用

B8

●ディスプレイ…15.6インチ デジタル画面
　　　　　　　  テレビ機能、インターネット、ios/Android機能付き
●表示機能…レベル、ワット、距離、時間、カロリー、脈拍、ペース
●ストライド…50ｃｍ　●負荷レベル…25段階（50W～400W）
●脈拍検出…グリップセンサー
●使用体重制限…150ｋｇ以下
●電源…単相 AC100V 50/60Hz　電源コード1.8m
●コンセント…アース付きコンセント
●外形寸法…（約）L113×W69×H146ｃｍ
●重さ…（約）66ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、オーディオ外部出力ジャック、
　　　　　　　　ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●台湾製○問

●ディスプレイ…6LED+8×32ドットマトリクス
●表示機能…レベル、ワット、距離、時間、カロリー、脈拍、回転数/分
●ストライド…50ｃｍ　●負荷レベル…25段階（50W～400W）
●脈拍検出…グリップセンサー
●使用体重制限…150ｋｇ以下
●電源…単相 AC100V 50/60Hz　電源コード1.8m
●コンセント…アース付きコンセント
●外形寸法…（約）L113×W69×H146ｃｍ
●重さ…（約）66ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…テレビ取付金具
　　　　　　 チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●台湾製○問

●搬入設置費用別途

●搬入設置費用別途

●ディスプレイ…15.6インチ デジタル画面
　　　　　　　  テレビ機能、インターネット、ios/Android機能付き
●表示機能…レベル、ワット、距離、時間、カロリー、脈拍、ペース
●ストライド…50ｃｍ　●負荷レベル…25段階（50W～400W）
●脈拍検出…グリップセンサー
●適応身長…145cm以上　●使用体重制限…150ｋｇ以下
●電源…単相 AC100V 50/60Hz　電源コード1.8m
●コンセント…アース付きコンセント
●外形寸法…（約）L168×W62×H136ｃｍ
●重さ…（約）88ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、オーディオ外部出力ジャック、
　　　　　　　　ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●台湾製○問

●ディスプレイ…6LED+8×32ドットマトリクス
●表示機能…レベル、ワット、距離、時間、カロリー、脈拍、回転数/分
●ストライド…50ｃｍ　●負荷レベル…25段階（50W～400W）
●脈拍検出…グリップセンサー
●適応身長…145cm以上　●使用体重制限…150ｋｇ以下
●電源…単相 AC100V 50/60Hz　電源コード1.8m
●コンセント…アース付きコンセント
●外形寸法…（約）L168×W62×H136ｃｍ
●重さ…（約）88ｋｇ
●その他の機能…ファン、クイックシフト、ハートレートレシーバー、USB機能
●オプション…テレビ取付金具
　　　　　　 チェストベルト（ハートレートコントロールに必要）
●台湾製○問

●搬入設置費用別途

●搬入設置費用別途

15,000円 ＋ 税
TV取付金具

（TVは別途）
※外付TVをご希望の際は、
　TV取付金具（別売）
　TV及び同軸ケーブルは
　ご準備願います。

USB
機能付
USBに

データ取込可能

USB
機能付
USBに

データ取込可能

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

SR-888
清流・ローイングマシン

45,000円 ＋ 税
●モニター表示…時間、カロリー、回数、トータル回数、
　　　　　　　　スキャン（自動切換）
●サイズ…（約）幅91×長129×高50cm
●折りたたみサイズ…（約）幅40×長51×高127cm
●負荷調整…油圧シリンダー12段階
　　　　　　ワンタッチダイヤル式
●使用体重制限…100kgまで
●傾斜角度…（約）2・3・4度（3段階）ピン調整式
●重さ…（約）16kg
●電源…単3乾電池2本
●中国製○元
●JAN：4523059201502

●サイズ…（約）幅88×長125×高60cm
●使用体重制限…115kgまで
●重さ…18.7kg
●台湾製○元
●JAN：4523059203049

◎コンパクトな
　折りたたみ式

◎上腕二頭筋、腰部、肩部の筋肉活動
◎脚、お腹、肩回りの筋肉活動

商標登録済：5385197

スロートレーニングの定番

後部スタンド3段階角度調節可能

P-3
ローイング・フィット○Ｒ 家庭用

家庭用

290,000円 ＋ 税
●モニター表示…速度、距離、時間、500mスプリット
　　　　　　　　ストローク、カロリー、運動強度
●サイズ…（約）幅52×長212×高53ｃｍ
●使用体重制限…150kgまで
●重さ…（約）33kg（タンク空の状態）
●負荷方式…水と水車を利用したウォーター
　　　　　　フライホイールシステム
●タンク…強化プラスチック
●組立時間…（約）30分（2人以上で組立）
●電源…単3乾電池2本
●台湾製○元
●JAN：4523059202240

RO-33
ローアー

330,000円 ＋ 税
●モニター表示…時間、距離、SPM、
　　　　　　　　ストローク、脈拍、ワット
●サイズ…（約）幅58×長223×高81ｃｍ
●負荷…10段階のダイヤル式マグネット負荷
　　　　移動用キャスター付
●使用体重制限…160kgまで
●重さ…（約）55kg
●電源…自家発電式
●台湾製○問

45,000円 ＋ 税

モニターユニット

独自の流体力学テクノロジーに基づく水を使った負荷システムにより、
実際のボート漕ぎに近いなめらかで自然な操作感覚を実現しています。
漕ぐ度に心地良い水の音が聴こえます。

負荷抵抗をその場で簡単に調節できます。
水の補給や抜き取りの必要はありません。

自然な操作感覚

簡単な負荷調節

NEW

RN-6360
ローイング・フィット○Ｒ マルチ

NEW

2017’
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コントロールパネル

プログラム種類
マニュアル×1、内蔵プログラム×4

（山登り、脂肪燃焼、カルディオ、筋肉）、
目標心拍数プログラム×1、ユーザー
プログラム×1、ワットプログラム

コントロールパネル

レバーでスライド調整

コントロール
パネル

コントロール
パネル

コントロール
パネル

コントロール
パネル
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95,000円 ＋ 税
●計器表示…速度・時間・距離・消費カロリー
　　　　　　1分間の回転数スキャン（自動切換）
●脈拍…ハンドパルスセンサー式
●8段階負荷調整可能（ダイヤル手動式）
●サイズ…（約）幅69×長173×高110ｃｍ
●シート高さ…床より約49～57cm
●適応身長…145cm以上
●使用体重制限…120ｋｇまで
●重さ…（約）49ｋｇ
●電源…単4乾電池2本
●中国製○元
●JAN：4523059201212

◎シートからペダルまでの距離が短く
　リハビリにも対応。
◎コントロールパネル表示は大型画面で
　見やすく、使いやすい大型ボタン。
◎背もたれは3段階調整可能。
◎適応身長145～180cm

RB-4700
リカンベントバイク 家庭用◎適応身長145～190cm

◎こぎやすく関節への負担を軽減した
　クランクを使用。

●計器表示…時間・距離・脈拍・消費カロリー・回転数
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅75×長144×高128ｃｍ
●負荷レベル…1～12　設定25～400W（5W単位）
●適応身長…145cm以上　●使用体重制限…130ｋｇまで
●重さ…（約）70ｋｇ
●電源…AC100V 10A
●台湾製○元
●JAN：4523059202578

準業務用

330,000円 ＋ 税
RB-3500AD
リカンベントバイク

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

110,000円 ＋ 税
PB-200
電動式手足トレーニング器具「ラビット」

85,000円 ＋ 税
SB-0010
スポット☆バイク

48,000円 ＋ 税
●コントロールパネル表示…
　　タイマー1分～30分（設定時間）
　　スピード表示（1～12段階）
●サイズ…（約）幅41×長40×高31ｃm
●重さ…（約）7.1kg
●電源…AC100V・７0W
●専用安定ボード…
　　EVA〈重さ（約）780g〉
●本体：中国製○S
●JAN：4560167941104

PBE-100Ⅱ
電動サイクルマシン「エスカルゴ」

家庭用
◎机の上に置いて
　上肢トレーニングも可能！
◎持ち運び便利なハンドル付
◎ペダルにかかとベルトが
　付いていますので足が
　抜けません！
◎ペダル停止時にモータが
　止まる安全装置付
◎ストレッチバンド付

◎高負荷時、安全停止機能付
◎オートオフタイマー機能

◎上肢・下肢の前方回転・後方回転
　トレーニング・リハビリに最適。
◎立って運動、椅子に座って運動、
　車椅子の方はそのまま利用できます。

ベッドや
布団の上など、
寝た状態でも
使用できます

上肢・下肢のリハビリに！

●タイマー…5分・10分・15分・20分・25分・30分（5分間隔）
●スピードレベル…1～15
●サイズ…（約）幅58×長70×高81～101ｃm
●重さ…（約）16kg
●電源…AC100V・50W
●台湾製○D
●JAN：4560167940251

●計器表示…RPM（毎分回転数）時間、回転数、累積回転数、
　　　　　　消費カロリー、スキャン（自動切換）
　　　　　　※目標数値設定「時間・回転数・消費カロリー」
●8段階マグネット負荷調整可能（ダイヤル手動式）
●サイズ…（約）幅69.5×長125×高158ｃm
●重さ…（約）28kg
●電源…単4電池×2
●台湾製○元
●JAN：4523059202455

※負荷はかけれません。

※負荷はかけれません。

SEG-9770
アッパーロアーバイク 家庭用

120,000円 ＋ 税
●計器表示…速度、時間、距離、消費カロリー
　　　　　　スキャン（自動切換）
●脈拍…イヤーセンサー式
●8段階負荷調整可能（ダイヤル手動式）
●サイズ…通常時（約）幅61×長110×高123ｃｍ
　　　　　車椅子使用時（約）幅61×長80×高123ｃｍ
●使用体重制限…120ｋｇまで
●重さ…（約）45ｋｇ〈車椅子仕様時31ｋｇ〉
●電源…単3乾電池2本
●台湾製○元
●JAN：4523059201090

シート上下・前後調整可能
※商品に車椅子は含まれておりません。
※身長が150cm以下の方は背に補助マット（座ぶとん等）をあててご使用ください。

上肢・下肢の
リハビリに！
全身運動可能

◎上肢・下肢のリハビリから
　トレーニングに最適です。
◎ハンドル部・ペダル部
　どちらでもトレーニング可能。
◎無理なく筋力・動作向上に
　役立ちます。
◎サドル位置が前後・上下に
　調節可能。

5,000円 ＋ 税
SEG-977B
車椅子使用専用バー

●台湾製○元
●JAN：4523059201106
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

SR-888
清流・ローイングマシン

45,000円 ＋ 税
●モニター表示…時間、カロリー、回数、トータル回数、
　　　　　　　　スキャン（自動切換）
●サイズ…（約）幅91×長129×高50cm
●折りたたみサイズ…（約）幅40×長51×高127cm
●負荷調整…油圧シリンダー12段階
　　　　　　ワンタッチダイヤル式
●使用体重制限…100kgまで
●傾斜角度…（約）2・3・4度（3段階）ピン調整式
●重さ…（約）16kg
●電源…単3乾電池2本
●中国製○元
●JAN：4523059201502

●サイズ…（約）幅88×長125×高60cm
●使用体重制限…115kgまで
●重さ…18.7kg
●台湾製○元
●JAN：4523059203049

◎コンパクトな
　折りたたみ式

◎上腕二頭筋、腰部、肩部の筋肉活動
◎脚、お腹、肩回りの筋肉活動

商標登録済：5385197

スロートレーニングの定番

後部スタンド3段階角度調節可能

P-3
ローイング・フィット○Ｒ 家庭用

家庭用

290,000円 ＋ 税
●モニター表示…速度、距離、時間、500mスプリット
　　　　　　　　ストローク、カロリー、運動強度
●サイズ…（約）幅52×長212×高53ｃｍ
●使用体重制限…150kgまで
●重さ…（約）33kg（タンク空の状態）
●負荷方式…水と水車を利用したウォーター
　　　　　　フライホイールシステム
●タンク…強化プラスチック
●組立時間…（約）30分（2人以上で組立）
●電源…単3乾電池2本
●台湾製○元
●JAN：4523059202240

RO-33
ローアー

330,000円 ＋ 税
●モニター表示…時間、距離、SPM、
　　　　　　　　ストローク、脈拍、ワット
●サイズ…（約）幅58×長223×高81ｃｍ
●負荷…10段階のダイヤル式マグネット負荷
　　　　移動用キャスター付
●使用体重制限…160kgまで
●重さ…（約）55kg
●電源…自家発電式
●台湾製○問

45,000円 ＋ 税

モニターユニット

独自の流体力学テクノロジーに基づく水を使った負荷システムにより、
実際のボート漕ぎに近いなめらかで自然な操作感覚を実現しています。
漕ぐ度に心地良い水の音が聴こえます。

負荷抵抗をその場で簡単に調節できます。
水の補給や抜き取りの必要はありません。

自然な操作感覚

簡単な負荷調節

NEW

RN-6360
ローイング・フィット○Ｒ マルチ

NEW
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コントロールパネル

プログラム種類
マニュアル×1、内蔵プログラム×4

（山登り、脂肪燃焼、カルディオ、筋肉）、
目標心拍数プログラム×1、ユーザー
プログラム×1、ワットプログラム

コントロールパネル

レバーでスライド調整

コントロール
パネル

コントロール
パネル

コントロール
パネル

コントロール
パネル
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95,000円 ＋ 税
●計器表示…速度・時間・距離・消費カロリー
　　　　　　1分間の回転数スキャン（自動切換）
●脈拍…ハンドパルスセンサー式
●8段階負荷調整可能（ダイヤル手動式）
●サイズ…（約）幅69×長173×高110ｃｍ
●シート高さ…床より約49～57cm
●適応身長…145cm以上
●使用体重制限…120ｋｇまで
●重さ…（約）49ｋｇ
●電源…単4乾電池2本
●中国製○元
●JAN：4523059201212

◎シートからペダルまでの距離が短く
　リハビリにも対応。
◎コントロールパネル表示は大型画面で
　見やすく、使いやすい大型ボタン。
◎背もたれは3段階調整可能。
◎適応身長145～180cm

RB-4700
リカンベントバイク 家庭用◎適応身長145～190cm

◎こぎやすく関節への負担を軽減した
　クランクを使用。

●計器表示…時間・距離・脈拍・消費カロリー・回転数
●脈拍…ハンドグリップセンサー式
●サイズ…（約）幅75×長144×高128ｃｍ
●負荷レベル…1～12　設定25～400W（5W単位）
●適応身長…145cm以上　●使用体重制限…130ｋｇまで
●重さ…（約）70ｋｇ
●電源…AC100V 10A
●台湾製○元
●JAN：4523059202578

準業務用

330,000円 ＋ 税
RB-3500AD
リカンベントバイク

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

110,000円 ＋ 税
PB-200
電動式手足トレーニング器具「ラビット」

85,000円 ＋ 税
SB-0010
スポット☆バイク

48,000円 ＋ 税
●コントロールパネル表示…
　　タイマー1分～30分（設定時間）
　　スピード表示（1～12段階）
●サイズ…（約）幅41×長40×高31ｃm
●重さ…（約）7.1kg
●電源…AC100V・７0W
●専用安定ボード…
　　EVA〈重さ（約）780g〉
●本体：中国製○S
●JAN：4560167941104

PBE-100Ⅱ
電動サイクルマシン「エスカルゴ」

家庭用
◎机の上に置いて
　上肢トレーニングも可能！
◎持ち運び便利なハンドル付
◎ペダルにかかとベルトが
　付いていますので足が
　抜けません！
◎ペダル停止時にモータが
　止まる安全装置付
◎ストレッチバンド付

◎高負荷時、安全停止機能付
◎オートオフタイマー機能

◎上肢・下肢の前方回転・後方回転
　トレーニング・リハビリに最適。
◎立って運動、椅子に座って運動、
　車椅子の方はそのまま利用できます。

ベッドや
布団の上など、
寝た状態でも
使用できます

上肢・下肢のリハビリに！

●タイマー…5分・10分・15分・20分・25分・30分（5分間隔）
●スピードレベル…1～15
●サイズ…（約）幅58×長70×高81～101ｃm
●重さ…（約）16kg
●電源…AC100V・50W
●台湾製○D
●JAN：4560167940251

●計器表示…RPM（毎分回転数）時間、回転数、累積回転数、
　　　　　　消費カロリー、スキャン（自動切換）
　　　　　　※目標数値設定「時間・回転数・消費カロリー」
●8段階マグネット負荷調整可能（ダイヤル手動式）
●サイズ…（約）幅69.5×長125×高158ｃm
●重さ…（約）28kg
●電源…単4電池×2
●台湾製○元
●JAN：4523059202455

※負荷はかけれません。

※負荷はかけれません。

SEG-9770
アッパーロアーバイク 家庭用

120,000円 ＋ 税
●計器表示…速度、時間、距離、消費カロリー
　　　　　　スキャン（自動切換）
●脈拍…イヤーセンサー式
●8段階負荷調整可能（ダイヤル手動式）
●サイズ…通常時（約）幅61×長110×高123ｃｍ
　　　　　車椅子使用時（約）幅61×長80×高123ｃｍ
●使用体重制限…120ｋｇまで
●重さ…（約）45ｋｇ〈車椅子仕様時31ｋｇ〉
●電源…単3乾電池2本
●台湾製○元
●JAN：4523059201090

シート上下・前後調整可能
※商品に車椅子は含まれておりません。
※身長が150cm以下の方は背に補助マット（座ぶとん等）をあててご使用ください。

上肢・下肢の
リハビリに！
全身運動可能

◎上肢・下肢のリハビリから
　トレーニングに最適です。
◎ハンドル部・ペダル部
　どちらでもトレーニング可能。
◎無理なく筋力・動作向上に
　役立ちます。
◎サドル位置が前後・上下に
　調節可能。

5,000円 ＋ 税
SEG-977B
車椅子使用専用バー

●台湾製○元
●JAN：4523059201106
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受 =受注生産品
※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

TE-420E
テーブルローラーE

TD-380D
テーブルローラーD

BE-320 BD-280 CR-220
シェイプアップローラー 家庭用

●ベッドサイズ…（約）幅45×長82×高40・50ｃm
●重量…（約）13kg 　●日本製○元
●JAN：4523059190028
◎テーブルローラーとは
　〈ビューティローラー＋ベット付〉

受

受 受

※ビューティーローラーはレザーカラーを指定して下さい。指定のない場合はEはダークブルー、Ｄはブルーとなります。

ダークブルー（紺）
ブルー

320,000円 ＋ 税 220,000円 ＋ 税280,000円 ＋ 税

420,000円 ＋ 税

380,000円 ＋ 税
●毎分約90回転
●電源…AC100V・130W
　（ON・OFFスイッチ）
●サイズ…（約）幅64×長47×高64ｃm
●重さ…（約）40kg
●木管16本使用
●日本製○元
●JAN：4523059190042

●毎分約90回転（一定）
●電源…AC100V・120W
　（ON・OFFスイッチ）
●サイズ…（約）幅62×長45×高58ｃm
●重さ…（約）35.5kg
●木管12本使用
●日本製○元
●JAN：4523059190059

ビューティーローラー　E ビューティーローラー　D

386,000円 ＋ 税

12,000円 ＋ 税

●サイズ…（約）幅65×長105×高120ｃm
●電源…AC100V・200W
●重さ…（約）55kg
●15分タイマー付
　無段階振動速度調節可能
●広幅ベルト　（約）幅9.3ｃｍ
　細幅ベルト　（約）幅4ｃｍ
　各１本付き
●日本製○問
●JAN：4523059200116

DX-386
ベルトトレーナーDX

受

386L 広幅／386S 細幅
ベルト（1本）

●日本製○A

●毎分約40～80回転（コントロール付）
●電源…AC100V・120W
　　　　（15分タイマー付）
●サイズ…（約）幅64×長47×高64ｃm
●重さ…（約）42ｋｇ
●木管16本使用　
●日本製○元
●JAN：4523059190035

※消費電力は全て150Wです。

49,800円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅39×長94×高93ｃm
●電源…AC100V・100W
●重さ…（約）14kg
●Wベルト…（約）幅7.5ｃｍ
●専用イス付
●日本製○元
●JAN：4523059110101

FB-100
ニューホワイトベルト 家庭用

血行をよくし筋肉の疲れ、
凝りをほぐします。
肩、背中、腰、ヒップ、足、
足の裏のマッサージが
できます。

◎シーソー型振動

○元
●JAN：4523059190011

●プログラム…自動4種・マニュアル1種
●サイズ…（約）幅70×長82×高145ｃｍ
●周波数…3-50Hz
●強度…10段階
●電源…AC 100V 50/60Hz 300W
●重さ…（約）47ｋｇ
●タイマー…15分
●使用体重制限…130kgまで
●韓国製○元

3-50Hzの音波振動を発生させ、身体の各機関と細胞にまで刺激が浸透します。
リンパの流れや血液の循環を良くし、低体温・冷え性・腰痛・肩こり改善・消化器官の
活性などが期待されます。個々の身体の状態や条件に合わせて振動の周波数と強度を調整
することも可能です。今までの振動マシンとは違い、まさに近未来型をイメージした振動マシンです。
従来のようなカムやモーターを使用していないので、非常に身体に優しい振動で、衝撃や騒音もありません。
メンテナンスも簡単で、耐久性もいいマシンです。

540,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅76×長70×高123ｃｍ
●スピードレベル…1～30（1レベル単位）
●振動数…310～1420回／分
●電源…AC 100V 50/60Hz 400W
●重さ…（約）70ｋｇ
●タイマー…最大10分
●使用体重制限…150kgまで
●JAN：4560167940091
●中国製○問

MS-20
振動マシン 業務用 業務用

1,500,000円 ＋ 税
SONIX
近未来型音波振動マシン

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

◎平行棒は歩行訓練に必要商品です。
◎車椅子からの立ち上がりに便利な先端に、
　曲線を付けました。
◎高低も幅も簡単に調節できる設計。
◎電動歩行器に手摺用として使用できます。

●サイズ…（約）幅123×長254×高113cm
●使用サイズ…（約）幅内寸25～117×長150～254高98～113（間隔5cm）
●材質…ステンレス外径32/27mm、台座鉄製12.5×110×厚み1cm：スライド幅30cm
●重さ…（約）39kg
●日本製○元
●JAN：4523059203353

250,000円 ＋ 税
TH-2500
多目的平行棒

業務用

SP-1000
免か式リハビリテーション
サスペンションリフト

1,500,000円 ＋ 税
●サイズ…
　（約）幅110×長131×高250～270cm
●吊り上げ最大荷重…100kg
●重さ…（約）60kg
●電源…AC100V 15A 50/60Hz
　　　　別売バッテリー仕様あり 
　　　　お問い合わせください
●日本製○問

160,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅12×厚7×高16cm
●電源…単4電池6本
●韓国製○問

★体重の免荷により快適な歩行を実現
★従来のリフト機能を備え、耐荷重100kgまで使用可能
★安全に長時間リハビリテーションができ、セラピストの労力も軽減！

MHS-2600
業務用リフト用デジタル体重計

HG-58
業務用ハーネスグレー

●サイズ…S・M・Lからご選択
●韓国製○問

58,000円 ＋ 税

※幅100cmまでの
　トレッドミル使用可能。
※トレッドミルは
　含まれておりません。
※トレッドミルはP3・4・5・6参照。

◎ワイヤレスリモコン付
　（単3乾電池2本使用）。
◎移動用キャスター付。

●搬入設置費用別途

HJ-80

※HJ-80使用例

受

受

780,000円 ＋ 税
●定格時間…30分（30分タイマー）
●電源…AC100V・75W
●サイズ…（約）幅67×長196×高46ｃm
●重さ…（約）62ｋｇ
●日本製○問
●承認番号 22000BZX00166000
●JAN：4945068540555（ブルー）
　　　 4945068540579（ブラウン）
　　　 4945068540548（イエロー）
●カラー…ブルー・ブラウン・イエロー

SRP-09
ローラーコンフォートプロ 大径ローラーで

全身マッサージ「圧縮・牽引・指圧」

◎全身マッサージだから
　抜群のリラクゼーション効果

◎手の甲サイズの「大型ローラー」で
　プロ並みのマッサージ効果を追求コリ症状の主な原因は、背骨まわりの筋肉に

生じるうっ血といわれています。
ローラーコンフォートプロは、大型ローラーの
移動により、圧縮牽引・指圧を連続的に行い、
筋肉をもみほぐし、コリ症状を取り除きます。 ローラの高さを変え、強さを3段階に

調節できます。お好みやお疲れ
度合いに合わせてご利用ください。

シングルベッドよりも一回り小さく、フラットな形状。
ローラーキャスター付きなので移動もらくらくです。

スイッチを入れ、タイマーでセットするだけ
なので、どなたでも簡単に操作できます。

安全性と耐久性も折り紙付き。
シンプルながら、丈夫な基本構造です。

気になるマッサージ機の動作音を
大幅にカット。
スムーズな使用感でリラックス
タイムを満喫していただけます。

ローラーは上部6個、下部6個、計12個が
内蔵されています。

◎強さは3段階調節◎シンプル＆フラットボディ

◎簡単操作

◎質実剛健ボディ

◎とっても静かな使用感

受 =受注生産品

◎鏡面にポリエステルフィルムを
　使用している為、非常に軽く、
　万が一倒れた時も、割れる事が無く、
　安全です。

47,500円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅55×奥40×高156cm
　　　　　鏡面（約）幅45×高120ｃm
●材質…鏡面/ポリエステルフィルム
　　　　フレーム/アルミニウム
　　　　芯材/硬質ウレタンボード
　　　　飾縁/アルミニウム
　　　　スタンド/スチール・クロムメッキ仕上
　　　　罫線/シルクスクリーン印刷
●重さ…（約）3.5kg
●日本製○問
●JAN：4523059201052

MR-498
姿勢矯正ミラー

イエロー

ブラウン

ブルー
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受 =受注生産品
※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

TE-420E
テーブルローラーE

TD-380D
テーブルローラーD

BE-320 BD-280 CR-220
シェイプアップローラー 家庭用

●ベッドサイズ…（約）幅45×長82×高40・50ｃm
●重量…（約）13kg 　●日本製○元
●JAN：4523059190028
◎テーブルローラーとは
　〈ビューティローラー＋ベット付〉

受

受 受

※ビューティーローラーはレザーカラーを指定して下さい。指定のない場合はEはダークブルー、Ｄはブルーとなります。

ダークブルー（紺）
ブルー

320,000円 ＋ 税 220,000円 ＋ 税280,000円 ＋ 税

420,000円 ＋ 税

380,000円 ＋ 税
●毎分約90回転
●電源…AC100V・130W
　（ON・OFFスイッチ）
●サイズ…（約）幅64×長47×高64ｃm
●重さ…（約）40kg
●木管16本使用
●日本製○元
●JAN：4523059190042

●毎分約90回転（一定）
●電源…AC100V・120W
　（ON・OFFスイッチ）
●サイズ…（約）幅62×長45×高58ｃm
●重さ…（約）35.5kg
●木管12本使用
●日本製○元
●JAN：4523059190059

ビューティーローラー　E ビューティーローラー　D

386,000円 ＋ 税

12,000円 ＋ 税

●サイズ…（約）幅65×長105×高120ｃm
●電源…AC100V・200W
●重さ…（約）55kg
●15分タイマー付
　無段階振動速度調節可能
●広幅ベルト　（約）幅9.3ｃｍ
　細幅ベルト　（約）幅4ｃｍ
　各１本付き
●日本製○問
●JAN：4523059200116

DX-386
ベルトトレーナーDX

受

386L 広幅／386S 細幅
ベルト（1本）

●日本製○A

●毎分約40～80回転（コントロール付）
●電源…AC100V・120W
　　　　（15分タイマー付）
●サイズ…（約）幅64×長47×高64ｃm
●重さ…（約）42ｋｇ
●木管16本使用　
●日本製○元
●JAN：4523059190035

※消費電力は全て150Wです。

49,800円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅39×長94×高93ｃm
●電源…AC100V・100W
●重さ…（約）14kg
●Wベルト…（約）幅7.5ｃｍ
●専用イス付
●日本製○元
●JAN：4523059110101

FB-100
ニューホワイトベルト 家庭用

血行をよくし筋肉の疲れ、
凝りをほぐします。
肩、背中、腰、ヒップ、足、
足の裏のマッサージが
できます。

◎シーソー型振動

○元
●JAN：4523059190011

●プログラム…自動4種・マニュアル1種
●サイズ…（約）幅70×長82×高145ｃｍ
●周波数…3-50Hz
●強度…10段階
●電源…AC 100V 50/60Hz 300W
●重さ…（約）47ｋｇ
●タイマー…15分
●使用体重制限…130kgまで
●韓国製○元

3-50Hzの音波振動を発生させ、身体の各機関と細胞にまで刺激が浸透します。
リンパの流れや血液の循環を良くし、低体温・冷え性・腰痛・肩こり改善・消化器官の
活性などが期待されます。個々の身体の状態や条件に合わせて振動の周波数と強度を調整
することも可能です。今までの振動マシンとは違い、まさに近未来型をイメージした振動マシンです。
従来のようなカムやモーターを使用していないので、非常に身体に優しい振動で、衝撃や騒音もありません。
メンテナンスも簡単で、耐久性もいいマシンです。

540,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅76×長70×高123ｃｍ
●スピードレベル…1～30（1レベル単位）
●振動数…310～1420回／分
●電源…AC 100V 50/60Hz 400W
●重さ…（約）70ｋｇ
●タイマー…最大10分
●使用体重制限…150kgまで
●JAN：4560167940091
●中国製○問

MS-20
振動マシン 業務用 業務用

1,500,000円 ＋ 税
SONIX
近未来型音波振動マシン

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証

◎平行棒は歩行訓練に必要商品です。
◎車椅子からの立ち上がりに便利な先端に、
　曲線を付けました。
◎高低も幅も簡単に調節できる設計。
◎電動歩行器に手摺用として使用できます。

●サイズ…（約）幅123×長254×高113cm
●使用サイズ…（約）幅内寸25～117×長150～254高98～113（間隔5cm）
●材質…ステンレス外径32/27mm、台座鉄製12.5×110×厚み1cm：スライド幅30cm
●重さ…（約）39kg
●日本製○元
●JAN：4523059203353

250,000円 ＋ 税
TH-2500
多目的平行棒

業務用

SP-1000
免か式リハビリテーション
サスペンションリフト

1,500,000円 ＋ 税
●サイズ…
　（約）幅110×長131×高250～270cm
●吊り上げ最大荷重…100kg
●重さ…（約）60kg
●電源…AC100V 15A 50/60Hz
　　　　別売バッテリー仕様あり 
　　　　お問い合わせください
●日本製○問

160,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅12×厚7×高16cm
●電源…単4電池6本
●韓国製○問

★体重の免荷により快適な歩行を実現
★従来のリフト機能を備え、耐荷重100kgまで使用可能
★安全に長時間リハビリテーションができ、セラピストの労力も軽減！

MHS-2600
業務用リフト用デジタル体重計

HG-58
業務用ハーネスグレー

●サイズ…S・M・Lからご選択
●韓国製○問

58,000円 ＋ 税

※幅100cmまでの
　トレッドミル使用可能。
※トレッドミルは
　含まれておりません。
※トレッドミルはP3・4・5・6参照。

◎ワイヤレスリモコン付
　（単3乾電池2本使用）。
◎移動用キャスター付。

●搬入設置費用別途

HJ-80

※HJ-80使用例

受

受

780,000円 ＋ 税
●定格時間…30分（30分タイマー）
●電源…AC100V・75W
●サイズ…（約）幅67×長196×高46ｃm
●重さ…（約）62ｋｇ
●日本製○問
●承認番号 22000BZX00166000
●JAN：4945068540555（ブルー）
　　　 4945068540579（ブラウン）
　　　 4945068540548（イエロー）
●カラー…ブルー・ブラウン・イエロー

SRP-09
ローラーコンフォートプロ 大径ローラーで

全身マッサージ「圧縮・牽引・指圧」

◎全身マッサージだから
　抜群のリラクゼーション効果

◎手の甲サイズの「大型ローラー」で
　プロ並みのマッサージ効果を追求コリ症状の主な原因は、背骨まわりの筋肉に

生じるうっ血といわれています。
ローラーコンフォートプロは、大型ローラーの
移動により、圧縮牽引・指圧を連続的に行い、
筋肉をもみほぐし、コリ症状を取り除きます。 ローラの高さを変え、強さを3段階に

調節できます。お好みやお疲れ
度合いに合わせてご利用ください。

シングルベッドよりも一回り小さく、フラットな形状。
ローラーキャスター付きなので移動もらくらくです。

スイッチを入れ、タイマーでセットするだけ
なので、どなたでも簡単に操作できます。

安全性と耐久性も折り紙付き。
シンプルながら、丈夫な基本構造です。

気になるマッサージ機の動作音を
大幅にカット。
スムーズな使用感でリラックス
タイムを満喫していただけます。

ローラーは上部6個、下部6個、計12個が
内蔵されています。

◎強さは3段階調節◎シンプル＆フラットボディ

◎簡単操作

◎質実剛健ボディ

◎とっても静かな使用感

受 =受注生産品

◎鏡面にポリエステルフィルムを
　使用している為、非常に軽く、
　万が一倒れた時も、割れる事が無く、
　安全です。

47,500円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅55×奥40×高156cm
　　　　　鏡面（約）幅45×高120ｃm
●材質…鏡面/ポリエステルフィルム
　　　　フレーム/アルミニウム
　　　　芯材/硬質ウレタンボード
　　　　飾縁/アルミニウム
　　　　スタンド/スチール・クロムメッキ仕上
　　　　罫線/シルクスクリーン印刷
●重さ…（約）3.5kg
●日本製○問
●JAN：4523059201052

MR-498
姿勢矯正ミラー

イエロー

ブラウン

ブルー
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PD-5626
アブダクション

受 PD-5627
ローイング

受

480,000円 ＋ 税 460,000円 ＋ 税
●サイズ…
　（約）幅180×奥60×高163ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）120ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686024316

●サイズ…
　（約）幅160×奥45×高163ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）106ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686024323

歩行の安定性
立ち上がり動作の改善

主な作用筋
●股関節周囲の筋肉

主な作用筋
●広背筋
●大円筋
●三角筋（後部）

猫背予防

背シート3段階調整、
移動用キャスター、取っ手付

背シート5段階調整、
移動用キャスター、取っ手付

背シート5段階調整、
移動用キャスター、取っ手付

移動用キャスター、
取っ手付

OPM-9300
アブダクション&アダクション

受

受

580,000円 ＋ 税

OPM-9500
アブドミナル&バックエクステンション

●サイズ…（約）幅70×長105×高97cm
●重さ…（約）60kg
●負荷…油圧シリンダー
　　　　4段階調整往復抵抗
●日本製○問
●JAN：4523059202387

背シート4段階調整、
移動用キャスター、取っ手付

580,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅73×長89×高110cm
●重さ…（約）60kg
●負荷…油圧シリンダー
　　　　4段階調整往復抵抗
●日本製○問
●JAN：4523059202530

主な作用筋
●中殿筋
●小殿筋
●大腿筋膜長筋
●大内転筋
●中内転筋

OPM-9400
レッグプレス

受

OPM-9200
ニーエクステンション&フレクション

受

主な作用筋
●腹直筋
●大腿四頭筋

580,000円 ＋ 税

●サイズ…（約）幅70×長95×高105cm
●重さ…（約）50kg
●負荷…油圧シリンダー4段階調整往復抵抗
●日本製○問
●JAN：4523059202370

550,000円 ＋ 税

主な作用筋
●大腿四頭筋
●下腿三頭筋
●大臀筋

●サイズ…（約）幅60×長165×高102cm
●重さ…（約）65kg
●負荷…油圧シリンダー4段階調整片側抵抗
●日本製○問
●JAN：4523059202394

OPM-9100
チェストプレス

受

主な作用筋
●三角筋（前部）
●大胸筋
●上腕三頭筋

●サイズ…（約）幅70×長90×高95cm
●重さ…（約）45kg
●負荷…油圧シリンダー
　　　　4段階調整往復抵抗
●日本製○問
●JAN：4523059202363

510,000円 ＋ 税

主な作用筋
●脊柱起立筋
●腹直筋

受OPM-9600
ショルダープレス

560,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅90×長110×高130cm
●重さ…（約）50g
●負荷…ガスダンパー式無段階調整
●日本製○問
●JAN：4523059202721

受 =受注生産品

主な作用筋
●三角筋
●僧帽筋
●前鋸筋
●上腕三頭筋

◎OPMシリーズは、ご希望の塗装色／シートの色をご連絡ください。
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。
◎PD品番は全て負荷41kg。　◎ベースのウェイト（2kg）と補助ウェイト（1kg）の組合せにより、1kgきざみで負荷の調節ができます。
◎モデルチェンジのため、部品仕様及び価格の一部を変更する場合がございます。

受 =受注生産品

OL-1450
ベクトラ オンライン 1450 準業務用

●インクラインプレス　●デクラインプレス　●ベンチプレス
●クロスチェストフライ　●ディップス　●シーテッドロー
●ワイドグリップミッドロー　●ラットプルダウン　●バックエクステンション
●バイセップカール　●ハイプーリーカール　●トライセップエクステンション
●トライセッププレスダウン　●ショルダーシュラッグ　●ショルダープレス
●サイドラテラル　●インナーサイ　●アウターサイ　●スクワット
●キックバック　●レッグエクステンション　●レッグカール　●シットアップ

750,000円 ＋ 税

オンライン 1450の機能

部屋のコーナーにスッキリ収まる
コンパクトで多機能。

組立は、梱包を開き左右のウエイトを差し込むだけでOK

アクセサリー整理ラック付

420,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅100×奥110×高173ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）111ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686022794

主な作用筋
●大胸筋
●広背筋

PD-5623
レッグエクステンション

受 PD-5625
レッグプレス

受

PD-5621
バタフライステーション

受

360,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅127×長150×高185ｃｍ
●収納サイズ…（約）幅54×長59.5×高185ｃｍ
●負荷…（約）47kg（上部6kg1枚・4.5kg9枚×2）
●使用体重制限…120ｋｇまで
●重さ…（約）168ｋｇ（ウェイト重量含む）
●付属アタッチメント…ロングバー1本
　　　　　　　　　　ショートバー1本
　　　　　　　　　　ワンハンドバー1本
●台湾製○元

●JAN：4523059202776

MS-1011
マッスルステーション

受

●サイズ…
　（約）幅233×奥60×高163ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）140ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686024309

440,000円 ＋ 税
●サイズ…
　（約）幅150×奥50×高158ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）96ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686022817

歩行や階段昇降動作改善

490,000円 ＋ 税

主な作用筋
●大腿四頭筋

主な作用筋
●下腿三頭筋
●ハムストリングス
●大殿筋
●大腿四頭筋

起居動作の改善

上部筋力の改善

420,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅100×奥110×高227ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）103ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686022800

主な作用筋
●上腕筋
●上腕二頭筋
●広背筋

PD-5622
ラットプルダウン

受

上部筋力の改善

●サイズ…（約）幅180×長171×高208ｃｍ
●重さ…（約）255ｋｇ（ウェイト重量含む）
●負荷…（約）73kg

●組立所要時間…（約）３時間（２人以上）
●アメリカ製○問
●カラー…フレーム：ホワイト　シート：ブルー
●搬入設置費用別途

※但し、北海道・沖縄・離島は問い合わせ

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証
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PD-5626
アブダクション

受 PD-5627
ローイング

受

480,000円 ＋ 税 460,000円 ＋ 税
●サイズ…
　（約）幅180×奥60×高163ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）120ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686024316

●サイズ…
　（約）幅160×奥45×高163ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）106ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686024323

歩行の安定性
立ち上がり動作の改善

主な作用筋
●股関節周囲の筋肉

主な作用筋
●広背筋
●大円筋
●三角筋（後部）

猫背予防

背シート3段階調整、
移動用キャスター、取っ手付

背シート5段階調整、
移動用キャスター、取っ手付

背シート5段階調整、
移動用キャスター、取っ手付

移動用キャスター、
取っ手付

OPM-9300
アブダクション&アダクション

受

受

580,000円 ＋ 税

OPM-9500
アブドミナル&バックエクステンション

●サイズ…（約）幅70×長105×高97cm
●重さ…（約）60kg
●負荷…油圧シリンダー
　　　　4段階調整往復抵抗
●日本製○問
●JAN：4523059202387

背シート4段階調整、
移動用キャスター、取っ手付

580,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅73×長89×高110cm
●重さ…（約）60kg
●負荷…油圧シリンダー
　　　　4段階調整往復抵抗
●日本製○問
●JAN：4523059202530

主な作用筋
●中殿筋
●小殿筋
●大腿筋膜長筋
●大内転筋
●中内転筋

OPM-9400
レッグプレス

受

OPM-9200
ニーエクステンション&フレクション

受

主な作用筋
●腹直筋
●大腿四頭筋

580,000円 ＋ 税

●サイズ…（約）幅70×長95×高105cm
●重さ…（約）50kg
●負荷…油圧シリンダー4段階調整往復抵抗
●日本製○問
●JAN：4523059202370

550,000円 ＋ 税

主な作用筋
●大腿四頭筋
●下腿三頭筋
●大臀筋

●サイズ…（約）幅60×長165×高102cm
●重さ…（約）65kg
●負荷…油圧シリンダー4段階調整片側抵抗
●日本製○問
●JAN：4523059202394

OPM-9100
チェストプレス

受

主な作用筋
●三角筋（前部）
●大胸筋
●上腕三頭筋

●サイズ…（約）幅70×長90×高95cm
●重さ…（約）45kg
●負荷…油圧シリンダー
　　　　4段階調整往復抵抗
●日本製○問
●JAN：4523059202363

510,000円 ＋ 税

主な作用筋
●脊柱起立筋
●腹直筋

受OPM-9600
ショルダープレス

560,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅90×長110×高130cm
●重さ…（約）50g
●負荷…ガスダンパー式無段階調整
●日本製○問
●JAN：4523059202721

受 =受注生産品

主な作用筋
●三角筋
●僧帽筋
●前鋸筋
●上腕三頭筋

◎OPMシリーズは、ご希望の塗装色／シートの色をご連絡ください。
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。
◎PD品番は全て負荷41kg。　◎ベースのウェイト（2kg）と補助ウェイト（1kg）の組合せにより、1kgきざみで負荷の調節ができます。
◎モデルチェンジのため、部品仕様及び価格の一部を変更する場合がございます。

受 =受注生産品

OL-1450
ベクトラ オンライン 1450 準業務用

●インクラインプレス　●デクラインプレス　●ベンチプレス
●クロスチェストフライ　●ディップス　●シーテッドロー
●ワイドグリップミッドロー　●ラットプルダウン　●バックエクステンション
●バイセップカール　●ハイプーリーカール　●トライセップエクステンション
●トライセッププレスダウン　●ショルダーシュラッグ　●ショルダープレス
●サイドラテラル　●インナーサイ　●アウターサイ　●スクワット
●キックバック　●レッグエクステンション　●レッグカール　●シットアップ

750,000円 ＋ 税

オンライン 1450の機能

部屋のコーナーにスッキリ収まる
コンパクトで多機能。

組立は、梱包を開き左右のウエイトを差し込むだけでOK

アクセサリー整理ラック付

420,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅100×奥110×高173ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）111ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686022794

主な作用筋
●大胸筋
●広背筋

PD-5623
レッグエクステンション

受 PD-5625
レッグプレス

受

PD-5621
バタフライステーション

受

360,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅127×長150×高185ｃｍ
●収納サイズ…（約）幅54×長59.5×高185ｃｍ
●負荷…（約）47kg（上部6kg1枚・4.5kg9枚×2）
●使用体重制限…120ｋｇまで
●重さ…（約）168ｋｇ（ウェイト重量含む）
●付属アタッチメント…ロングバー1本
　　　　　　　　　　ショートバー1本
　　　　　　　　　　ワンハンドバー1本
●台湾製○元

●JAN：4523059202776

MS-1011
マッスルステーション

受

●サイズ…
　（約）幅233×奥60×高163ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）140ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686024309

440,000円 ＋ 税
●サイズ…
　（約）幅150×奥50×高158ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）96ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686022817

歩行や階段昇降動作改善

490,000円 ＋ 税

主な作用筋
●大腿四頭筋

主な作用筋
●下腿三頭筋
●ハムストリングス
●大殿筋
●大腿四頭筋

起居動作の改善

上部筋力の改善

420,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅100×奥110×高227ｃｍ
●材質…スチール製
●塗装…メラミン樹脂焼付塗装
●使用体重制限…100ｋｇまで
●重さ…（約）103ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4529686022800

主な作用筋
●上腕筋
●上腕二頭筋
●広背筋

PD-5622
ラットプルダウン

受

上部筋力の改善

●サイズ…（約）幅180×長171×高208ｃｍ
●重さ…（約）255ｋｇ（ウェイト重量含む）
●負荷…（約）73kg

●組立所要時間…（約）３時間（２人以上）
●アメリカ製○問
●カラー…フレーム：ホワイト　シート：ブルー
●搬入設置費用別途

※但し、北海道・沖縄・離島は問い合わせ

※消耗品については保証
　対象外となります。

2年間保証
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AB-2500
アブドミナルボード
山
型

37,600円 ＋ 税

●サイズ…（約）幅60×奥90×高125cm 
●重さ…（約）20kg　●日本製○問
●JAN：4523059190721

●サイズ…（約）幅120×奥90×高125cm 
●重さ…（約）36kg　●日本製○問
●JAN：4523059190738

127,000円 ＋ 税 157,000円 ＋ 税

受

AB-2502
山型パッド（脱着式）
山
型 受 受受

受 受 受

AB-2501平
型 受

ABL-2601

AB-2500

ABL-2601

ABL-2601

AB-2501

AB-2501

AB-2502

ABL-2602
アブドミナルボードラダー

アブドミナルボード

アブドミナルボードラダー
１
棚 受 ABL-26022

棚 受

●サイズ…（約）幅35×長190×高45cm 
●重さ…（約）18kg　●日本製○問
●JAN：4523059190714
●シートカラー…ブルー

●サイズ…（約）幅35×長190×高45cm 
●重さ…（約）19kg　●日本製○問
●JAN：4523059190707
●シートカラー…ブルー

158,000円 ＋ 税 148,000円 ＋ 税

◎ラダーの角度 5・10・20・25・30・40度

41,500円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅41×長163～169
　　　　　　　×高75～98.5ｃm
●シート…（約）幅30×長115ｃm
●角度調節…（約）0・2・7・9・12・15・20・
　　　　　　　　23・25・28度（10段階）
●使用体重制限…100kgまで
●重さ…（約）17kg
●台湾製○E
●JAN：4523059130383
●シートカラー…ブルー

F-380
フィットネスベンチ 家庭用 ●フラットベンチ

●シットアップベンチ
●デクラインベンチ
●バックエクステンションベンチ

ダンベルフィットネス
必需品

機 

能

29,500円 ＋ 税
●（約）幅57×長147×高91.5～109.5cｍ
　6段階調節式〈（約）20・22・24・26・28・30度〉
●折りたたみサイズ…
　（約）幅57×長177×高27cm
●シート…（約）幅30cm　厚さ4.5cm
●重さ…（約）12ｋｇ
●使用体重制限…100ｋｇまで
●台湾製○D
●JAN：4523059190752

S-1
シットアップベンチ 家庭用

PL-5200
パワーラック

●サイズ…
　（約）幅120×長139×高220ｃｍ
●チンニングバー付
●重さ…（約）80ｋｇ
●耐久重量…300ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4523059200604

248,000円 ＋ 税

FB-2100
スパインプレスベンチ

●サイズ…（約）幅45×長130×高40cｍ
●重さ…（約）35ｋｇ
●耐久重量…200kｇ　●日本製○問
●JAN：4523059200550
●シートカラー…ブルー

80,000円 ＋ 税

PL-5200H
パワーラック（プレートホルダー付）

●サイズ…
　（約）幅120×長162×高220ｃｍ
　プレートホルダー装着時
　幅（約）160cm
●重さ…（約）120ｋｇ
●耐久重量…300kｇ
●日本製○問
●JAN：4523059202783

330,000円 ＋ 税

FW-2300
アジャスタブルベンチ

●サイズ…（約）幅60×長130×高43cｍ
　　　　　0°～90° 6段階
●座角度…（約）0・25度
●重さ…（約）30ｋｇ
●耐久重量…300kｇ　●日本製○問
●JAN：4523059200574
●シートカラー…ブルー

187,000円 ＋ 税
FB-2200
フラットベンチ

●サイズ…（約）幅40×長130×高40cｍ
　　　　　（シート幅25cm×厚さ5cm）
●重さ…（約）15ｋｇ　●耐久重量…200kｇ　●日本製○問
●JAN：4523059190691
●シートカラー…ブルー

65,000円 ＋ 税

●AB-2501用
　アブドミナルボード平型に取付け可能
●日本製○問
●JAN：4523059190745
●シートカラー…ブルー

受 =受注生産品

2017’
総
合
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これ1本で二の腕、大胸筋、背筋、
腹筋を鍛えることができます！

へるスイング○R ダンベル・ラック付
1.5kg×2、2.5kg×2セット

へるスイング○R ダンベル用ラック

ダ
ン
ベ
ル
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

17 価格品番 重量（約）
※6～10ｋｇはグリップ回転式※グリップ固定式

価格品番 重量（約）
1ｋｇ×2
2ｋｇ×2
3ｋｇ×2
4ｋｇ×2
5ｋｇ×2
6ｋｇ×2
7ｋｇ×2
8ｋｇ×2
9ｋｇ×2
１０ｋｇ×2
1～10kg×2

￥18,000＋税
￥25,200＋税
￥32,400＋税
￥39,600＋税
￥46,800＋税
￥54,000＋税
￥61,200＋税
￥68,400＋税
￥75,600＋税
￥82,800＋税
￥504,000＋税

価格品番 重量（約）色
白／ピンク
白／黄
黒／白

黒／オレンジ

1.5kg
1.5kg
2.5kg
2.5kg

￥7,500＋税
￥7,500＋税
￥8,300＋税
￥8,300＋税

JAN
4523059201199
4523059201205
4523059201175
4523059201182

JAN JAN
4523059203216
4523059203223
4523059203230
4523059203247
4523059203254
4523059203261
4523059203278
4523059203285
4523059203292
4523059203308
4523059203315

クロームダンベル ステンレスダンベル

CS-185ST SS-420ST

S-
S-
S-
S-
S-
S-
S-
S-
S-
S-

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

SD-15P
SD-15Y
SD-25W
SD-25O

1ｋｇ×2
2ｋｇ×2
3ｋｇ×2
4ｋｇ×2
5ｋｇ×2
6ｋｇ×2
7ｋｇ×2
8ｋｇ×2
9ｋｇ×2
１０ｋｇ×2
1～10kg×2

￥6,000＋税
￥9,600＋税
￥13,200＋税
￥16,800＋税
￥20,400＋税
￥24,000＋税
￥27,600＋税
￥31,200＋税
￥34,800＋税
￥38,400＋税
￥222,000＋税

4523059203117
4523059203124
4523059203131
4523059203148
4523059203155
4523059203162
4523059203179
4523059203186
4523059203193
4523059203209
4523059203070

A-
A-
A-
A-
A-
A-
A-
A-
A-
A-

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

へるスイング○Ｒダンベル

●材質…ABS樹脂・鉄
●中国製○元

CR-2500
20セット用ラック

CR-2000
10セット用ラック（ペイント仕上げ）

RSS-5500
ステンレスダンベル・ラック付
1kg～10kg付（6～10kg回転式）

RCS-378
クロームダンベル・ラック付
1kg～10kg付

●サイズ…（約）幅50×長125×高90ｃｍ
●重さ…（約）49ｋｇ　●台湾製○F
●JAN：4523059203087

※ダンベルは
　含みません
　（CR-2000）

※ダンベルは
　含みません
　（CR-2500）

※ダンベルは
　含みません
　（SDS-150）

156,000円 ＋ 税

190,000円 ＋ 税

●グリップ径…（約）25mm
●ラック…CR-2000
●台湾製○K　●JAN：4523059203100

378,000円 ＋ 税

●サイズ…
　（約）幅65×長65×高129ｃｍ
●重さ…（約）39ｋｇ
●日本製○F
●JAN：4523059203094

●サイズ…（約）幅55×長43×高72ｃｍ
●重さ…（約）5.5ｋｇ
●JAN：4523059202493

●グリップ径…（約）28mm～32mm
●ラック…CR-2000
●台湾製○K　●JAN：4523059203322

660,000円 ＋ 税

●グリップ径
　（約）25mm
●台湾製

クロームダンベル
ステンレスダンベル

遠心力を利用した
画期的なダンベルです。

商標登録済：5455099

SDU-150
24,000円 ＋ 税

SDS-45
55,600円 ＋ 税

○A
○S
○S
○S
○S
○D
○D
○D
○D
○D
○I

○A
○S
○S
○S
○S
○D
○D
○D
○D
○D
○I

○元

○元

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。
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AB-2500
アブドミナルボード
山
型

37,600円 ＋ 税

●サイズ…（約）幅60×奥90×高125cm 
●重さ…（約）20kg　●日本製○問
●JAN：4523059190721

●サイズ…（約）幅120×奥90×高125cm 
●重さ…（約）36kg　●日本製○問
●JAN：4523059190738

127,000円 ＋ 税 157,000円 ＋ 税

受

AB-2502
山型パッド（脱着式）
山
型 受 受受

受 受 受

AB-2501平
型 受

ABL-2601

AB-2500

ABL-2601

ABL-2601

AB-2501

AB-2501

AB-2502

ABL-2602
アブドミナルボードラダー

アブドミナルボード

アブドミナルボードラダー
１
棚 受 ABL-26022

棚 受

●サイズ…（約）幅35×長190×高45cm 
●重さ…（約）18kg　●日本製○問
●JAN：4523059190714
●シートカラー…ブルー

●サイズ…（約）幅35×長190×高45cm 
●重さ…（約）19kg　●日本製○問
●JAN：4523059190707
●シートカラー…ブルー

158,000円 ＋ 税 148,000円 ＋ 税

◎ラダーの角度 5・10・20・25・30・40度

41,500円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅41×長163～169
　　　　　　　×高75～98.5ｃm
●シート…（約）幅30×長115ｃm
●角度調節…（約）0・2・7・9・12・15・20・
　　　　　　　　23・25・28度（10段階）
●使用体重制限…100kgまで
●重さ…（約）17kg
●台湾製○E
●JAN：4523059130383
●シートカラー…ブルー

F-380
フィットネスベンチ 家庭用 ●フラットベンチ

●シットアップベンチ
●デクラインベンチ
●バックエクステンションベンチ

ダンベルフィットネス
必需品

機 

能

29,500円 ＋ 税
●（約）幅57×長147×高91.5～109.5cｍ
　6段階調節式〈（約）20・22・24・26・28・30度〉
●折りたたみサイズ…
　（約）幅57×長177×高27cm
●シート…（約）幅30cm　厚さ4.5cm
●重さ…（約）12ｋｇ
●使用体重制限…100ｋｇまで
●台湾製○D
●JAN：4523059190752

S-1
シットアップベンチ 家庭用

PL-5200
パワーラック

●サイズ…
　（約）幅120×長139×高220ｃｍ
●チンニングバー付
●重さ…（約）80ｋｇ
●耐久重量…300ｋｇ
●日本製○問
●JAN：4523059200604

248,000円 ＋ 税

FB-2100
スパインプレスベンチ

●サイズ…（約）幅45×長130×高40cｍ
●重さ…（約）35ｋｇ
●耐久重量…200kｇ　●日本製○問
●JAN：4523059200550
●シートカラー…ブルー

80,000円 ＋ 税

PL-5200H
パワーラック（プレートホルダー付）

●サイズ…
　（約）幅120×長162×高220ｃｍ
　プレートホルダー装着時
　幅（約）160cm
●重さ…（約）120ｋｇ
●耐久重量…300kｇ
●日本製○問
●JAN：4523059202783

330,000円 ＋ 税

FW-2300
アジャスタブルベンチ

●サイズ…（約）幅60×長130×高43cｍ
　　　　　0°～90° 6段階
●座角度…（約）0・25度
●重さ…（約）30ｋｇ
●耐久重量…300kｇ　●日本製○問
●JAN：4523059200574
●シートカラー…ブルー

187,000円 ＋ 税
FB-2200
フラットベンチ

●サイズ…（約）幅40×長130×高40cｍ
　　　　　（シート幅25cm×厚さ5cm）
●重さ…（約）15ｋｇ　●耐久重量…200kｇ　●日本製○問
●JAN：4523059190691
●シートカラー…ブルー

65,000円 ＋ 税

●AB-2501用
　アブドミナルボード平型に取付け可能
●日本製○問
●JAN：4523059190745
●シートカラー…ブルー

受 =受注生産品

2017’
総
合
カ
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ロ
グ

これ1本で二の腕、大胸筋、背筋、
腹筋を鍛えることができます！

へるスイング○R ダンベル・ラック付
1.5kg×2、2.5kg×2セット

へるスイング○R ダンベル用ラック

ダ
ン
ベ
ル
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

17 価格品番 重量（約）
※6～10ｋｇはグリップ回転式※グリップ固定式

価格品番 重量（約）
1ｋｇ×2
2ｋｇ×2
3ｋｇ×2
4ｋｇ×2
5ｋｇ×2
6ｋｇ×2
7ｋｇ×2
8ｋｇ×2
9ｋｇ×2
１０ｋｇ×2
1～10kg×2

￥18,000＋税
￥25,200＋税
￥32,400＋税
￥39,600＋税
￥46,800＋税
￥54,000＋税
￥61,200＋税
￥68,400＋税
￥75,600＋税
￥82,800＋税
￥504,000＋税

価格品番 重量（約）色
白／ピンク
白／黄
黒／白

黒／オレンジ

1.5kg
1.5kg
2.5kg
2.5kg

￥7,500＋税
￥7,500＋税
￥8,300＋税
￥8,300＋税

JAN
4523059201199
4523059201205
4523059201175
4523059201182

JAN JAN
4523059203216
4523059203223
4523059203230
4523059203247
4523059203254
4523059203261
4523059203278
4523059203285
4523059203292
4523059203308
4523059203315

クロームダンベル ステンレスダンベル

CS-185ST SS-420ST

S-
S-
S-
S-
S-
S-
S-
S-
S-
S-

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

SD-15P
SD-15Y
SD-25W
SD-25O

1ｋｇ×2
2ｋｇ×2
3ｋｇ×2
4ｋｇ×2
5ｋｇ×2
6ｋｇ×2
7ｋｇ×2
8ｋｇ×2
9ｋｇ×2
１０ｋｇ×2
1～10kg×2

￥6,000＋税
￥9,600＋税
￥13,200＋税
￥16,800＋税
￥20,400＋税
￥24,000＋税
￥27,600＋税
￥31,200＋税
￥34,800＋税
￥38,400＋税
￥222,000＋税

4523059203117
4523059203124
4523059203131
4523059203148
4523059203155
4523059203162
4523059203179
4523059203186
4523059203193
4523059203209
4523059203070

A-
A-
A-
A-
A-
A-
A-
A-
A-
A-

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

へるスイング○Ｒダンベル

●材質…ABS樹脂・鉄
●中国製○元

CR-2500
20セット用ラック

CR-2000
10セット用ラック（ペイント仕上げ）

RSS-5500
ステンレスダンベル・ラック付
1kg～10kg付（6～10kg回転式）

RCS-378
クロームダンベル・ラック付
1kg～10kg付

●サイズ…（約）幅50×長125×高90ｃｍ
●重さ…（約）49ｋｇ　●台湾製○F
●JAN：4523059203087

※ダンベルは
　含みません
　（CR-2000）

※ダンベルは
　含みません
　（CR-2500）

※ダンベルは
　含みません
　（SDS-150）

156,000円 ＋ 税

190,000円 ＋ 税

●グリップ径…（約）25mm
●ラック…CR-2000
●台湾製○K　●JAN：4523059203100

378,000円 ＋ 税

●サイズ…
　（約）幅65×長65×高129ｃｍ
●重さ…（約）39ｋｇ
●日本製○F
●JAN：4523059203094

●サイズ…（約）幅55×長43×高72ｃｍ
●重さ…（約）5.5ｋｇ
●JAN：4523059202493

●グリップ径…（約）28mm～32mm
●ラック…CR-2000
●台湾製○K　●JAN：4523059203322

660,000円 ＋ 税

●グリップ径
　（約）25mm
●台湾製

クロームダンベル
ステンレスダンベル

遠心力を利用した
画期的なダンベルです。

商標登録済：5455099

SDU-150
24,000円 ＋ 税

SDS-45
55,600円 ＋ 税

○A
○S
○S
○S
○S
○D
○D
○D
○D
○D
○I

○A
○S
○S
○S
○S
○D
○D
○D
○D
○D
○I

○元

○元

※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。
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手軽にできるボート漕ぎ運動で、腕・足・腹筋強化＆ウエストシェイプアップ！
ハンドルは、ソフトなグリップで軽くてコンパクト。

NEW

◎体重130kgまで大丈夫な安心設計！
◎プロスポーツ選手の間でも愛用！
◎細かい角度設定（5～35度、14段階）で
　幅広い対応が可能！
◎同梱の足裏アーチパッドで
　足裏も同時に刺激！

9,800円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅30.5×長35×高14.5（最大23）cm
●材質…本体：ABS樹脂
　　　　かかとクッション：エラストマー樹脂
　　　　敷きマット：発泡PE
　　　　足裏アーチパッド：PVC
●使用体重制限…130ｋｇまで
●重さ…（約）2kg
●日本製○S
●JAN：4966010098023（ライトブルー）
　　　 4966010098016（ダークグレー）

EV-128
ストレッチングボードEV 一日わずか90秒で

硬くなった体を柔軟に！

●サイズ…（約）幅74×長91×高191～212cm
●シートの高さ…床より47cm
●負荷…腕用ラバーテンション×4/脚用ラバーテンション×2
●使用体重制限…100kg　●重さ…（約）17kg
●材質…本体：スチールパイプ（粉体焼付塗装）、ウレタンフォーム
●シート背もたれ角度（約）120°（4cmごと4段階調整可能）
●中国製○問
●JAN：4560384840419

①ぶらさがり運動
②腕の上げ下ろし運動
③チェストプレス×2
④腕の開閉運動×2
⑤トーソエクステンション
⑥アームカール
⑦レッグエクステンション
⑧アブダクション

39,000円 ＋ 税

毎日気軽にストレッチをしたい方にお勧め。
ぶら下がり運動を含め
10種類以上の運動が可能。

YMHT-250
マルチホームトレーナー

●サイズ…（約）幅27×長37×高12cm
●重さ…（約）720g
●台湾製○S
●JAN：4965337017014（ピンク）
　　　 4965337014396（パープル）

2,400円 ＋ 税
F-7041（ピンク）・F-4396（パープル）
シェイプアップトレーナー

家庭用

関節の可動式訓練で
拘縮予防に！
◎ラバーテンション左右各3本付。
◎バーの高さを4段階に調節可。

○A

●サイズ…（約）幅33×長100cm
●素材…ポリエステル80％・ポリマイド20％
●台湾製
●JAN：4523059201137（ST-1300P）
　　　 4523059201144（ST-1300Y）

1,200円 ＋ 税

高機能！マイクロファイバータオル

ST-1300
すいトオ～ル

◎吸水力がバツグン！
◎保温性が良い。
◎耐久性があって長持ちする！
◎洗ってもソフトで肌触りがとても良い。

名前が
書けます

○吸水性の特長により、介護施設・老人ホームでのお風呂上がりの髪の毛を、
　素早く水気を吸い取りますのでお薦めです。「しっかりと頭を巻けるサイズ」
○スポーツタオルとして、子ども水泳教室
　等のお子様の髪の毛手入れに最適です。
　又、水泳で使う「ゴーグル」の汚れなどを
　取り除くことも出来ます。
○保水性が有り、冷水を染み込ませて
　首にかけ、気化熱の原理の働きで
　ほどよい冷たさが得られます。
　「スポーツ・レジャー・野外作業に最適」

のび～る○Ｒ チューブ

●サイズ…（約）長34×細1.4×太3.5ｃｍ
●負荷ストローク…最大（約）150ｃｍ
●本体材質…シリコン・TPR
●重さ…（約）90ｇ
●台湾製○A
●JAN：
　JT-1035P ピンク　 5kgf 弱 4523059500827
　JT-1035B ブルー　 7kgf 中 4523059500810
　JT-1035G グリーン 9kgf 強 4523059500834

1,000円 ＋ 税
JT-1035

◎手軽で簡単！
◎安全 低コスト！
◎応用自在！
◎握りやすく使いやすい！
◎筋力アップ！！

インナーマッスルトレーニングに効果！

ゴムの力を利用してリハビリやインナーマッスルトレーニング。
◎14スタイルのイラスト付で全身運動やストレッチが簡単にできます。
◎8個のループを利用し、バンドの伸びる力の強さを利用して子どもから老人まで無理なく運動が出来ます。

●サイズ…（約）幅5×長85×厚0.15cm
●材質…ナイロン、ラテックス
●重さ…60g
●台湾製○A
●JAN：4523059201151（EB-01G）
　　　 4523059202011（EB-01YG）
●カラー…グレー・イエローグリーン

1,000円 ＋ 税
EB-01
でら・バンド○Ｒ

G/YG
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

◎ひねる動きで作用する筋力を鍛え
　ほぐすこともできます。

165,000円 ＋ 税
TM-223
ツイストマシン

●サイズ…（約）幅52×長135×高115cm
●重さ…（約）26.5kg
●シート厚さ…（約）5.5cm
●シート高さ…床から（約）50cm
●シート直径…（約）34cm
●ターンテーブル高さ…床から（約）9.5cm
●ターンテーブル直径…（約）39.5cm
●日本製○問
●JAN：4523059202332

受

150,000円 ＋ 税
TM-227
ロールベンチ

●サイズ…（約）幅47×長142×高66cm
●重さ…（約）21kg
●シート厚さ…（約）4.5cm
●足パッド直径…（約）12cm
●日本製○問
●JAN：4523059202325

◎背筋を伸ばし背骨を柔軟にし
　筋力の硬直や姿勢を改善

受

18,000円 ＋ 税
STP-18
ステップ台 Ⅱ

●サイズ…（約）幅110×奥41×高20.5・15.5・10.5cm
●重さ…（約）9kg
●中国製○F
●JAN：4523059202738

NEW

9,500円 ＋ 税
TCB105
バランスキューブ

●サイズ…（約）幅50×奥40×高5.5cm
　　　　　（サイズは素材の特性上誤差があります。）
●重さ…（約）520g
●材質…TPE
●台湾製○S
●JAN：4986147482212

●サイズ…（約）幅54×長71×高78cm
●材質…ボール本体：PVC
　　　　フレーム部分：PE
　　　　ボール用付属ポンプ：PP
●重さ…5.3kg
●台湾製○D
●JAN：4986147326820

12,000円 ＋ 税
DB120CB
バランスボールチェア

座るだけで
上半身を支える
背筋や腰の
バランスをとる
筋肉を鍛えます。

◎シニア世代の正しい姿勢づくりに。
◎女性の美しいボディラインのために。
◎アスリートのパフォーマンスUPのために。
◎お子さまのバランストレーニングに。

体幹を鍛えることでバランス
感覚や協調性が養われ、
美しく正しいボディラインの
基礎となる正しい姿勢を
つくります。

ジムボール
GYB-001 GYB-002 GYB-003
3,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）φ55ｃｍ
●本体材質…塩ビ
●重さ…（約）0.9kｇ
●中国製○S
●JAN：4523059201588
●カラー…イエロー

●サイズ…（約）φ65ｃｍ
●本体材質…塩ビ
●重さ…（約）1.1kｇ
●中国製○S
●JAN：4523059201595
●カラー…ブルー

3,500円 ＋ 税
●サイズ…（約）φ75ｃｍ
●本体材質…塩ビ
●重さ…（約）1.3kg
●中国製○S
●JAN：4523059201601
●カラー…レッド

4,000円 ＋ 税

専用空気入れ付き

55,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅70×長120×
　　　　　　　高165～230ｃm
●使用体重制限…100kgまで
●適応身長…140～200cm
●重さ…（約）25kg
●フレーム…白色ペイント
●台湾製○元
●JAN：4523059500704

B-1000
のび～るⅢ 家庭用

足首を固定し、逆さに宙吊りになることにより、体重で体を
引っ張ります。日常とは逆の血液循環、骨格、筋肉への
体重のかかり具合を負担なく容易に体験することにより、
足首のむくみ、腰痛、肩凝り等や、ストレスの緩和への効果
が期待されます。

◎傾斜位置はベルトで調整可能

内転筋のトレーニングで
内ふとももをしっかり鍛える！

7,600円 ＋ 税
FOR-700
フレックス・オー・リング

●サイズ…（約）幅50×長50×高4.5ｃm
●材質…フレーム：ポリアミド
　　　　グリップ：SEBS
●重さ…（約）580g
●フランス製○S
●JAN：4986147211812

押す・引く・ひねる、様々な方法で全身の
トレーニングができます！
（トレーニングDVD付）

家庭用



2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

あ
っ
た
ら
イ
イ
ネ
！ 

健
康・介
護
応
援
グ
ッ
ズ

20
手軽にできるボート漕ぎ運動で、腕・足・腹筋強化＆ウエストシェイプアップ！
ハンドルは、ソフトなグリップで軽くてコンパクト。

NEW

◎体重130kgまで大丈夫な安心設計！
◎プロスポーツ選手の間でも愛用！
◎細かい角度設定（5～35度、14段階）で
　幅広い対応が可能！
◎同梱の足裏アーチパッドで
　足裏も同時に刺激！

9,800円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅30.5×長35×高14.5（最大23）cm
●材質…本体：ABS樹脂
　　　　かかとクッション：エラストマー樹脂
　　　　敷きマット：発泡PE
　　　　足裏アーチパッド：PVC
●使用体重制限…130ｋｇまで
●重さ…（約）2kg
●日本製○S
●JAN：4966010098023（ライトブルー）
　　　 4966010098016（ダークグレー）

EV-128
ストレッチングボードEV 一日わずか90秒で

硬くなった体を柔軟に！

●サイズ…（約）幅74×長91×高191～212cm
●シートの高さ…床より47cm
●負荷…腕用ラバーテンション×4/脚用ラバーテンション×2
●使用体重制限…100kg　●重さ…（約）17kg
●材質…本体：スチールパイプ（粉体焼付塗装）、ウレタンフォーム
●シート背もたれ角度（約）120°（4cmごと4段階調整可能）
●中国製○問
●JAN：4560384840419

①ぶらさがり運動
②腕の上げ下ろし運動
③チェストプレス×2
④腕の開閉運動×2
⑤トーソエクステンション
⑥アームカール
⑦レッグエクステンション
⑧アブダクション

39,000円 ＋ 税

毎日気軽にストレッチをしたい方にお勧め。
ぶら下がり運動を含め
10種類以上の運動が可能。

YMHT-250
マルチホームトレーナー

●サイズ…（約）幅27×長37×高12cm
●重さ…（約）720g
●台湾製○S
●JAN：4965337017014（ピンク）
　　　 4965337014396（パープル）

2,400円 ＋ 税
F-7041（ピンク）・F-4396（パープル）
シェイプアップトレーナー

家庭用

関節の可動式訓練で
拘縮予防に！
◎ラバーテンション左右各3本付。
◎バーの高さを4段階に調節可。

○A

●サイズ…（約）幅33×長100cm
●素材…ポリエステル80％・ポリマイド20％
●台湾製
●JAN：4523059201137（ST-1300P）
　　　 4523059201144（ST-1300Y）

1,200円 ＋ 税

高機能！マイクロファイバータオル

ST-1300
すいトオ～ル

◎吸水力がバツグン！
◎保温性が良い。
◎耐久性があって長持ちする！
◎洗ってもソフトで肌触りがとても良い。

名前が
書けます

○吸水性の特長により、介護施設・老人ホームでのお風呂上がりの髪の毛を、
　素早く水気を吸い取りますのでお薦めです。「しっかりと頭を巻けるサイズ」
○スポーツタオルとして、子ども水泳教室
　等のお子様の髪の毛手入れに最適です。
　又、水泳で使う「ゴーグル」の汚れなどを
　取り除くことも出来ます。
○保水性が有り、冷水を染み込ませて
　首にかけ、気化熱の原理の働きで
　ほどよい冷たさが得られます。
　「スポーツ・レジャー・野外作業に最適」

のび～る○Ｒ チューブ

●サイズ…（約）長34×細1.4×太3.5ｃｍ
●負荷ストローク…最大（約）150ｃｍ
●本体材質…シリコン・TPR
●重さ…（約）90ｇ
●台湾製○A
●JAN：
　JT-1035P ピンク　 5kgf 弱 4523059500827
　JT-1035B ブルー　 7kgf 中 4523059500810
　JT-1035G グリーン 9kgf 強 4523059500834

1,000円 ＋ 税
JT-1035

◎手軽で簡単！
◎安全 低コスト！
◎応用自在！
◎握りやすく使いやすい！
◎筋力アップ！！

インナーマッスルトレーニングに効果！

ゴムの力を利用してリハビリやインナーマッスルトレーニング。
◎14スタイルのイラスト付で全身運動やストレッチが簡単にできます。
◎8個のループを利用し、バンドの伸びる力の強さを利用して子どもから老人まで無理なく運動が出来ます。

●サイズ…（約）幅5×長85×厚0.15cm
●材質…ナイロン、ラテックス
●重さ…60g
●台湾製○A
●JAN：4523059201151（EB-01G）
　　　 4523059202011（EB-01YG）
●カラー…グレー・イエローグリーン

1,000円 ＋ 税
EB-01
でら・バンド○Ｒ
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

◎ひねる動きで作用する筋力を鍛え
　ほぐすこともできます。

165,000円 ＋ 税
TM-223
ツイストマシン

●サイズ…（約）幅52×長135×高115cm
●重さ…（約）26.5kg
●シート厚さ…（約）5.5cm
●シート高さ…床から（約）50cm
●シート直径…（約）34cm
●ターンテーブル高さ…床から（約）9.5cm
●ターンテーブル直径…（約）39.5cm
●日本製○問
●JAN：4523059202332

受

150,000円 ＋ 税
TM-227
ロールベンチ

●サイズ…（約）幅47×長142×高66cm
●重さ…（約）21kg
●シート厚さ…（約）4.5cm
●足パッド直径…（約）12cm
●日本製○問
●JAN：4523059202325

◎背筋を伸ばし背骨を柔軟にし
　筋力の硬直や姿勢を改善

受

18,000円 ＋ 税
STP-18
ステップ台 Ⅱ

●サイズ…（約）幅110×奥41×高20.5・15.5・10.5cm
●重さ…（約）9kg
●中国製○F
●JAN：4523059202738

NEW

9,500円 ＋ 税
TCB105
バランスキューブ

●サイズ…（約）幅50×奥40×高5.5cm
　　　　　（サイズは素材の特性上誤差があります。）
●重さ…（約）520g
●材質…TPE
●台湾製○S
●JAN：4986147482212

●サイズ…（約）幅54×長71×高78cm
●材質…ボール本体：PVC
　　　　フレーム部分：PE
　　　　ボール用付属ポンプ：PP
●重さ…5.3kg
●台湾製○D
●JAN：4986147326820

12,000円 ＋ 税
DB120CB
バランスボールチェア

座るだけで
上半身を支える
背筋や腰の
バランスをとる
筋肉を鍛えます。

◎シニア世代の正しい姿勢づくりに。
◎女性の美しいボディラインのために。
◎アスリートのパフォーマンスUPのために。
◎お子さまのバランストレーニングに。

体幹を鍛えることでバランス
感覚や協調性が養われ、
美しく正しいボディラインの
基礎となる正しい姿勢を
つくります。

ジムボール
GYB-001 GYB-002 GYB-003
3,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）φ55ｃｍ
●本体材質…塩ビ
●重さ…（約）0.9kｇ
●中国製○S
●JAN：4523059201588
●カラー…イエロー

●サイズ…（約）φ65ｃｍ
●本体材質…塩ビ
●重さ…（約）1.1kｇ
●中国製○S
●JAN：4523059201595
●カラー…ブルー

3,500円 ＋ 税
●サイズ…（約）φ75ｃｍ
●本体材質…塩ビ
●重さ…（約）1.3kg
●中国製○S
●JAN：4523059201601
●カラー…レッド

4,000円 ＋ 税

専用空気入れ付き

55,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅70×長120×
　　　　　　　高165～230ｃm
●使用体重制限…100kgまで
●適応身長…140～200cm
●重さ…（約）25kg
●フレーム…白色ペイント
●台湾製○元
●JAN：4523059500704

B-1000
のび～るⅢ 家庭用

足首を固定し、逆さに宙吊りになることにより、体重で体を
引っ張ります。日常とは逆の血液循環、骨格、筋肉への
体重のかかり具合を負担なく容易に体験することにより、
足首のむくみ、腰痛、肩凝り等や、ストレスの緩和への効果
が期待されます。

◎傾斜位置はベルトで調整可能

内転筋のトレーニングで
内ふとももをしっかり鍛える！

7,600円 ＋ 税
FOR-700
フレックス・オー・リング

●サイズ…（約）幅50×長50×高4.5ｃm
●材質…フレーム：ポリアミド
　　　　グリップ：SEBS
●重さ…（約）580g
●フランス製○S
●JAN：4986147211812

押す・引く・ひねる、様々な方法で全身の
トレーニングができます！
（トレーニングDVD付）

家庭用
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NEW

●サイズ…（約）幅54×長180×
　　　　　　　厚2ｃｍ
●本体材質…中身／PE発砲品
　　　　　　外側／PVC
●重さ…（約）1.8kｇ
●中国製○D
●JAN：4523059200031

8,000円 ＋ 税3,300円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅61×長172×厚0.4ｃｍ
●本体材質…PVC
●重さ…（約）1000ｇ
●台湾製○S
●JAN：4523059203551
●カラー…ブラック

●サイズ・・・（約）幅61×長182×厚1cm
●材質・・・ナイロン100％、
　　　　裏面ウレタン加工
●重さ・・・（約）650g
●カラー・・・ブラック
●台湾製○S
●JAN：4948973562001

4,800円 ＋ 税
CH-33
ヨガ マット

SB-6200
エクササイズマット

MAT-01
エアロビックマット

8,000円 ＋ 税
●サイズ・・・（約）φ15×長100cｍ
●材質・・・EVA成型品　●重さ・・・（約）760g
●中国製○S
●JAN：4523059201540　ブルー（ハード）
●JAN：4523059201557　ピンク（ソフト）

FR-06・07
フォームローラーDX

4,600円 ＋ 税
●サイズ・・・（約）幅14.5×長90×高7.5cｍ
●材質・・・EVA成型品
●重さ・・・（約）320g
●台湾製○S
●JAN：4986147329524
●カラー・・・ブルー

FEL-1000
フォームローラー半丸形・ロング

2,400円 ＋ 税
FES-1000
フォームローラー半丸形・ショート

6,300円 ＋ 税
FEL-2000
フォームローラーPRO・ロング

3,800円 ＋ 税
FES-2000
フォームローラーPRO・ショート

●サイズ・・・（約）幅14.5×長45×高7.5cｍ
●材質・・・EVA成型品
●重さ・・・（約）160g
●台湾製○S
●JAN：4986147329531
●カラー・・・ブルー

●サイズ・・・（約）φ14.5×長91cｍ
●材質・・・EVA成型品
●重さ・・・（約）680g
●台湾製○S
●JAN：4986147329517
●カラー・・・ブルー

●サイズ・・・（約）φ14.5×長45cｍ
●材質・・・EVA成型品
●重さ・・・（約）370g
●台湾製○S
●JAN：4986147329548
●カラー・・・ブルー

ショルダーベルト付

専用メッシュケース付

ヨガ・ピラティスに人気のブラックマット。
汚れの目立ちにくい落ち着いた色です。

NEW

3,800円 ＋ 税
●サイズ…（約）φ13×長30ｃｍ
●本体材質…EVA、ABS
●重さ…（約）490ｇ
●台湾製○S
●JAN：4571361313024

EV-302
ワンダーフォームローラー

◎筋膜リリースを行うことで、肩こり・腰痛・身体の歪みなど改善します。
◎運動前後に行うことで筋肉がやわらかくなり、ケガの予防とリフレッシュ効果。
◎バランスを取ることで、体幹トレーニングもできます。

デコボコの突起部分が、
ハンドマッサージされているように
身体を刺激します。

3,300円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅60×長170×厚0.4ｃｍ
●本体材質…PVC
●重さ…（約）980ｇ
●中国製○S
●JAN：4523059200819
●カラー…ブルー

YG-01
ヨガ マット カラダのコア（芯）から鍛えることで、筋バランスが

調整され、しなやかなボディメイクが可能に。
さらにヨガ呼吸で収縮してしまった呼吸筋を
引っ張り、心とカラダをリセットしましょう！

バランストレ（ラウンドタイプ）
ラウンドタイプを床に置き、仰向けに寝る。
手と足を床から離す。
5秒できたらかなりのバランス力！

おうちで筋膜リリース

NEW

3,800円 ＋ 税
●サイズ…（約）φ11.4×長30ｃｍ
●本体材質…EVA、PVC、ABS
●重さ…（約）450ｇ
●台湾製○S
●JAN：4986147329555

FSS-300
トラベルフォームローラー ミニ

◎筒形状なので中にタオル等を収めることができます。
軽量、コンパクトサイズで持ち運びやすい。

ほぐす はがす ゆるめる のばす
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

25,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅56×長71×高80cｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅56×奥45×高95ｃｍ
●使用体重制限…100ｋｇ以下　●重さ…（約）14ｋｇ
●中国製○元　●JAN：4523059201168

HJO-113
ヘルスジョバ～ eco

◎簡単で使いやすく無理なく運動できます。
◎骨盤・股関節・骨盤周りの筋肉を鍛えて、腰の柔軟性も増します。

運動方法
腰を中心に上半身を前後に揺らす。
上半身で体重移動して、ペダルを踏み込む。

腰の強化やウエストの引き締めには
背筋をピンと伸ばしてペダルをしっかりと踏み込む。
おへそに意識を持っていき、ゆっくり長い時間運動する
ことをお勧めします。

効果的な脚の運動
体を前後に揺らして脚を踏ん張る様にペダルを
踏み込みます。
また、サドルの後部へ座り、ペダルを押すように
踏み込むと太股に効果的です。

組立簡単！ 電気がいらない今までにない運動器具です！　家庭用

家庭用

29,800円 ＋ 税
●計器表示…RPM、時間、回数、消費カロリー、自動送り
●サイズ…（約）幅65×奥38×高112cｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅32×長38×
　　　　　　　　　　　　  高125ｃｍ
●使用体重制限…80ｋｇまで
●重さ…（約）14.5ｋｇ
●付属品…保護マット、工具、
　　　　　エクササイズDVD付
●台湾製○E
●JAN：4560311610061

PF4000
ヒップスカイトレーナー

◎体力レベルに合せて4種類のトレーニングが選べる。
◎開閉運動、股関節廻し運動、スライド歩行、腹筋運動。
◎収納に便利な折りたたみ式

開閉・股関節廻し・ストライド歩行・腹筋運動で、
ヒップ・ウエスト廻りを鍛えてシェイプアップ。

折
畳
み
ポ
ジ
シ
ョ
ン

14,800円 ＋ 税
FB-2015
ブルワーカーXO ハードタイプ

14,630円 ＋ 税
LM-2000
ブルワーカー エルモーション

●サイズ…（約）幅10×長87×高4ｃm
●材質…パイプ：鋼鉄スチールパイプ
　　　　グリップ：ナイロン
　　　　バネ：硬鋼線
　　　　ベルト：ポリエステル
●最大荷重…（約）40kg
●重さ…（約）1.55kg
●日本製○S
●JAN：4948973620152

一日わずか5分の運動で全身の筋力アップ！
これ1本でジムなみの効果！！
トレーニング方法がわかるチャート・DVD付。

1台でマッサージとトレーニングができるエクササイズホイールです。
ワイド2輪ローラーで初心者でもバランスが取りやすく腹筋や腕力が鍛えられます。
身体のラインをコロコロ転がすだけで筋肉や血行の流れが良くなり、リフレッシュを図ります。

●サイズ…（約）幅12.5×長80×高5ｃm
●材質…アルミ・ABS樹脂・合成ゴム・ナイロンベルト
●重さ…（約）1.1kg
●付属品…自立用スタンド
　　　　　製品マニュアル/エクササイズチャート
●日本製
●JAN：4948973620145

Lmotionなら6秒キープのポージングとスローブリージングのコンビネーションで、アウターマッスルと
インナーマッスルを同時に刺激します。少ない負荷で、効率的にメリハリある“しなやかBODY”をつくります。
おうちで手軽に出来て、カラダへの負担も小さいのに、本格トレーニングと同様の効果が得られます。
モデルでタレントの梅宮アンナさん監修の体幹を意識したコアトレーニングと部分やせのエクササイズ
チャートを付属。

※送料800円　但し、沖縄・離島は問い合わせ

リラックスマッサージ&トレーニング

床の上でひざをつき、ローラーを握ったまま
前方へゆっくりと身体を伸ばし、
伸びきった後ゆっくり戻します。
ダブルホイール（二輪）なので初心者でも
安心して使用できます。

トレーニングローラー（腹筋・二の腕に）

NEW

●サイズ…（約）φ11×長42.5cm
●材質…PP、TPE、スチール
●重さ…（約）720g
●台湾製○S
●JAN：4571361313017

3,800円 ＋ 税
EV-301
2in1 エクササイズホイール“リラトレ”

腹　筋 背　中 太もも わき腹
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NEW

●サイズ…（約）幅54×長180×
　　　　　　　厚2ｃｍ
●本体材質…中身／PE発砲品
　　　　　　外側／PVC
●重さ…（約）1.8kｇ
●中国製○D
●JAN：4523059200031

8,000円 ＋ 税3,300円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅61×長172×厚0.4ｃｍ
●本体材質…PVC
●重さ…（約）1000ｇ
●台湾製○S
●JAN：4523059203551
●カラー…ブラック

●サイズ・・・（約）幅61×長182×厚1cm
●材質・・・ナイロン100％、
　　　　裏面ウレタン加工
●重さ・・・（約）650g
●カラー・・・ブラック
●台湾製○S
●JAN：4948973562001

4,800円 ＋ 税
CH-33
ヨガ マット

SB-6200
エクササイズマット

MAT-01
エアロビックマット

8,000円 ＋ 税
●サイズ・・・（約）φ15×長100cｍ
●材質・・・EVA成型品　●重さ・・・（約）760g
●中国製○S
●JAN：4523059201540　ブルー（ハード）
●JAN：4523059201557　ピンク（ソフト）

FR-06・07
フォームローラーDX

4,600円 ＋ 税
●サイズ・・・（約）幅14.5×長90×高7.5cｍ
●材質・・・EVA成型品
●重さ・・・（約）320g
●台湾製○S
●JAN：4986147329524
●カラー・・・ブルー

FEL-1000
フォームローラー半丸形・ロング

2,400円 ＋ 税
FES-1000
フォームローラー半丸形・ショート

6,300円 ＋ 税
FEL-2000
フォームローラーPRO・ロング

3,800円 ＋ 税
FES-2000
フォームローラーPRO・ショート

●サイズ・・・（約）幅14.5×長45×高7.5cｍ
●材質・・・EVA成型品
●重さ・・・（約）160g
●台湾製○S
●JAN：4986147329531
●カラー・・・ブルー

●サイズ・・・（約）φ14.5×長91cｍ
●材質・・・EVA成型品
●重さ・・・（約）680g
●台湾製○S
●JAN：4986147329517
●カラー・・・ブルー

●サイズ・・・（約）φ14.5×長45cｍ
●材質・・・EVA成型品
●重さ・・・（約）370g
●台湾製○S
●JAN：4986147329548
●カラー・・・ブルー

ショルダーベルト付

専用メッシュケース付

ヨガ・ピラティスに人気のブラックマット。
汚れの目立ちにくい落ち着いた色です。

NEW

3,800円 ＋ 税
●サイズ…（約）φ13×長30ｃｍ
●本体材質…EVA、ABS
●重さ…（約）490ｇ
●台湾製○S
●JAN：4571361313024

EV-302
ワンダーフォームローラー

◎筋膜リリースを行うことで、肩こり・腰痛・身体の歪みなど改善します。
◎運動前後に行うことで筋肉がやわらかくなり、ケガの予防とリフレッシュ効果。
◎バランスを取ることで、体幹トレーニングもできます。

デコボコの突起部分が、
ハンドマッサージされているように
身体を刺激します。

3,300円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅60×長170×厚0.4ｃｍ
●本体材質…PVC
●重さ…（約）980ｇ
●中国製○S
●JAN：4523059200819
●カラー…ブルー

YG-01
ヨガ マット カラダのコア（芯）から鍛えることで、筋バランスが

調整され、しなやかなボディメイクが可能に。
さらにヨガ呼吸で収縮してしまった呼吸筋を
引っ張り、心とカラダをリセットしましょう！

バランストレ（ラウンドタイプ）
ラウンドタイプを床に置き、仰向けに寝る。
手と足を床から離す。
5秒できたらかなりのバランス力！

おうちで筋膜リリース

NEW

3,800円 ＋ 税
●サイズ…（約）φ11.4×長30ｃｍ
●本体材質…EVA、PVC、ABS
●重さ…（約）450ｇ
●台湾製○S
●JAN：4986147329555

FSS-300
トラベルフォームローラー ミニ

◎筒形状なので中にタオル等を収めることができます。
軽量、コンパクトサイズで持ち運びやすい。

ほぐす はがす ゆるめる のばす
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

25,000円 ＋ 税
●サイズ…（約）幅56×長71×高80cｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅56×奥45×高95ｃｍ
●使用体重制限…100ｋｇ以下　●重さ…（約）14ｋｇ
●中国製○元　●JAN：4523059201168

HJO-113
ヘルスジョバ～ eco

◎簡単で使いやすく無理なく運動できます。
◎骨盤・股関節・骨盤周りの筋肉を鍛えて、腰の柔軟性も増します。

運動方法
腰を中心に上半身を前後に揺らす。
上半身で体重移動して、ペダルを踏み込む。

腰の強化やウエストの引き締めには
背筋をピンと伸ばしてペダルをしっかりと踏み込む。
おへそに意識を持っていき、ゆっくり長い時間運動する
ことをお勧めします。

効果的な脚の運動
体を前後に揺らして脚を踏ん張る様にペダルを
踏み込みます。
また、サドルの後部へ座り、ペダルを押すように
踏み込むと太股に効果的です。

組立簡単！ 電気がいらない今までにない運動器具です！　家庭用

家庭用

29,800円 ＋ 税
●計器表示…RPM、時間、回数、消費カロリー、自動送り
●サイズ…（約）幅65×奥38×高112cｍ
●折りたたみサイズ…（約）幅32×長38×
　　　　　　　　　　　　  高125ｃｍ
●使用体重制限…80ｋｇまで
●重さ…（約）14.5ｋｇ
●付属品…保護マット、工具、
　　　　　エクササイズDVD付
●台湾製○E
●JAN：4560311610061

PF4000
ヒップスカイトレーナー

◎体力レベルに合せて4種類のトレーニングが選べる。
◎開閉運動、股関節廻し運動、スライド歩行、腹筋運動。
◎収納に便利な折りたたみ式

開閉・股関節廻し・ストライド歩行・腹筋運動で、
ヒップ・ウエスト廻りを鍛えてシェイプアップ。

折
畳
み
ポ
ジ
シ
ョ
ン

14,800円 ＋ 税
FB-2015
ブルワーカーXO ハードタイプ

14,630円 ＋ 税
LM-2000
ブルワーカー エルモーション

●サイズ…（約）幅10×長87×高4ｃm
●材質…パイプ：鋼鉄スチールパイプ
　　　　グリップ：ナイロン
　　　　バネ：硬鋼線
　　　　ベルト：ポリエステル
●最大荷重…（約）40kg
●重さ…（約）1.55kg
●日本製○S
●JAN：4948973620152

一日わずか5分の運動で全身の筋力アップ！
これ1本でジムなみの効果！！
トレーニング方法がわかるチャート・DVD付。

1台でマッサージとトレーニングができるエクササイズホイールです。
ワイド2輪ローラーで初心者でもバランスが取りやすく腹筋や腕力が鍛えられます。
身体のラインをコロコロ転がすだけで筋肉や血行の流れが良くなり、リフレッシュを図ります。

●サイズ…（約）幅12.5×長80×高5ｃm
●材質…アルミ・ABS樹脂・合成ゴム・ナイロンベルト
●重さ…（約）1.1kg
●付属品…自立用スタンド
　　　　　製品マニュアル/エクササイズチャート
●日本製
●JAN：4948973620145

Lmotionなら6秒キープのポージングとスローブリージングのコンビネーションで、アウターマッスルと
インナーマッスルを同時に刺激します。少ない負荷で、効率的にメリハリある“しなやかBODY”をつくります。
おうちで手軽に出来て、カラダへの負担も小さいのに、本格トレーニングと同様の効果が得られます。
モデルでタレントの梅宮アンナさん監修の体幹を意識したコアトレーニングと部分やせのエクササイズ
チャートを付属。

※送料800円　但し、沖縄・離島は問い合わせ

リラックスマッサージ&トレーニング

床の上でひざをつき、ローラーを握ったまま
前方へゆっくりと身体を伸ばし、
伸びきった後ゆっくり戻します。
ダブルホイール（二輪）なので初心者でも
安心して使用できます。

トレーニングローラー（腹筋・二の腕に）

NEW

●サイズ…（約）φ11×長42.5cm
●材質…PP、TPE、スチール
●重さ…（約）720g
●台湾製○S
●JAN：4571361313017

3,800円 ＋ 税
EV-301
2in1 エクササイズホイール“リラトレ”

腹　筋 背　中 太もも わき腹
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NEW

ポールは肘が直角（90度）になる
高さであわせます。
ポールを握った状態
ではなく、グリップに
乗せた状態で
直角にあわせます。

高齢者用ステッキ

ウォーキング時の
ポールの適正サイズ

AG
レビータ・AG ノルディック 2本組（アルミ製）

●対応身長125～184cm
●回転固定式、収納長約85cm
●重さ…（約）215ｇ/1本
●日本製

●使用長さ（75～108cm）
　⇨対応身長130～180cm
●収納長約67cm
●ラチェット式、収納長約80cm
●重さ…（約）400ｇ/1本
●台湾製

9,500円 ＋ 税

T-115
ロングトレイル 2本組（超軽量アルミ製）

NEW T-125
ロングトレイル 2本組（超軽量アルミ製）

●使用長さ（90～115cm）　●収納長約55cm
●3段式調節　●重さ…（約）240ｇ/1本
●台湾製

11,500円 ＋ 税
●使用長さ（100～125cm）　●収納長約59cm
●3段式調節　●重さ…（約）255ｇ/1本
●台湾製

11,500円 ＋ 税

AS-700
アシストステッキ（1本）

7,000円 ＋ 税

あんしん-75
あんしん2本杖 2本組（アルミ製）

●使用長さ（80～114cm）
　⇨対応身長127～181cm
●ラチェット式、収納長約80cm
●重さ…（約）215ｇ/1本
●日本製

7,500円 ＋ 税

収納ケース付き 収納ケース付き

もっと安心-110
もっと安心2本杖 2本組（アルミ製）

●使用長さ（80～114cm）
　⇨対応身長127～181cm
●ラチェット式、収納長約80cm
●重さ…（約）220ｇ/1本
●日本製

11,000円 ＋ 税

ブルー　JAN：4959431152900

ブラウン　JAN：4959431152863

ピンク　JAN：4959431200229

シェブロン　JAN：4959431200380

リングス　JAN：4959431200366

ヴィクトリアン　JAN：4959431200373

パンサー　JAN：4959431200403

エルシオン　JAN：4959431200397

イエロー　JAN：4959431152757

ピンク　JAN：4959431152917

グリーン　JAN：4959431152924

◎ポール、ステッキ、杖の1組及び1本　送料：本州￥900ー、四国￥1,000ー、北海道・九州￥1,100ー、沖縄本島・離島は別途料金。
◎商品には、標準で先ゴムが装着されています。消耗品のため、予備・交換用には交換用先ゴムを別途ご注文ください。

◎これからの高齢者のステッキはこうなります。
◎先ゴム床面が平らで安定感があります。
◎ラチェット調節式で安心。

◎握りやすく飽きのこない
　スタンダードモデル。

◎ラチェット調節式で安心。

安心の
確実固定

ノルディックウォーキング専用の入門モデル。

始めよう！！ ポールウォーキング

トレッキング用

◎3点の先で、安定した支えを維持します。
◎杖先回転360度、傾き20度。
◎付属品のステンレス製スパイクは、雪道・ハイキング・トレッキング対応。

レッド　JAN：4523059203360

シルバー　JAN：4523059203377

マゼンタ　JAN：4959431153983

NEW RPS（ショート）
レビータ・ポータブル＋ 2本組

●使用長さ（90～105cm）　●対応身長143～167cm
●収納長約32cm　●重さ…（約）235ｇ/1本
●台湾製

15,000円 ＋ 税

NEW RPR（ロング）
レビータ・ポータブル＋ 2本組

●使用長さ（100～115cm）　●対応身長159～183cm
●収納長約32cm　●重さ…（約）255ｇ/1本
●台湾製

15,000円 ＋ 税

ショート/レッド　JAN：4959431200359

NEW RB-800
レビータ・ステップ 2本組

●使用長さ（85～120cm）
●対応身長135～190cm
●回転固定式
●重さ…（約）205ｇ/1本
●台湾製

8,000円 ＋ 税

レッド　JAN：4959431200557

ブラック　JAN：4959431200540

ロング/シルバー　JAN：4959431200342

ブルー　JAN：4959431153976
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

NEW

T-1-2
ホームジャンピング

●サイズ…（約）直径97×高22cｍ
●材質…脚部／スチール、リバウンド部／ＰEシート、スプリング
●重さ…（約）6.5ｋｇ　●使用体重制限…130ｋｇまで　●台湾製○元
●JAN：4523059130123（ブルー）　4523059203513（イエロー）
　　　 4523059203520（レッド）

12,800円 ＋ 税

TT-167
ホームジャンピング手すり付

●サイズ…（約）直径97×高22cｍ、手すり高105～129cｍ
　　　　　4段階調節可能
●重さ…（約）9ｋｇ　●台湾製○元
●JAN：4523059203537

16,700円 ＋ 税

●サイズ…（約）幅98×奥147×高89.5～130cｍ
●折りたたみ時…（約）幅98×奥36×高89.5cｍ
●鉄棒用パイプの有効長さ…（約）82cｍ
●材質…スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム
●重さ…（約）8.5ｋｇ
●使用体重制限…40ｋｇまで
●日本製○D
●JAN：4948973611518

家庭・小学校・介護施設用

家庭・小学校・介護施設用

●サイズ…（約）幅50×奥50×高10cｍ
●材質…本体：EVA樹脂・特殊加工
　　　　カバー：合成皮革（裏面滑り止め加工）
●重さ…（約）2.5ｋｇ　●日本製○S
●JAN：4560386692016（VB-Y01）
　　　 4560386692023（VB-G01）
●カラー…イエロー・グリーン

●計器表示…
　時間、回数、カロリー、毎分回数
●電源…単3乾電池1本
●脚部カウントリミッター取付金具付
●JAN：4523059201472
※プラスドライバーで取付できます。

2,500円 ＋ 税
TK-22
ホームジャンピング回数計

12,778円 ＋ 税
VB-Y01・VB-G01
ボディーバ

19,800円 ＋ 税
PIO-1151
ブルワーカー健康鉄棒

●サイズ…（約）幅58×奥36×高108mｍ
●材質…ABS・PP
●電源・・・DC3.0V（CR2032×1個）
●重さ…（約）65g
●中国製○A
●JAN：4904785506201

10,000円 ＋ 税
TT-562
タニタ 黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

UV-691
UVインデックス

紫外線
Ｂ波
検 知

現代女性の必需品!!

現代の子どもは転びやすい
平らな地面に慣れているせいで、ちょっとした凹凸にもすぐに躓き、転ぶ子どもが急増中！
転んだ時、受け身の方法を知らないので、顔に怪我をしたり、骨折する子どもが多い。
子どもの発育と脳の活性化にも「体幹筋」の役割は非常に大きい。

遊び・知育・想像力
自分たちで遊び始め、次第に遊び方を学習していく過程で、想像力と運動能力が向上。
2枚・3枚と枚数が多ければ多いほど、遊び方も工夫し、飛び石のようにジャンプしたり、
何枚も縦に重ねて、トランポリンのように飛び跳ねて遊ぶことを発見する。

◎体重50kgを想定し、最も適した弾力性のクッション材を使用。
◎静音性にも優れているので、マンションなどで子どもの遊んでいる時の足音などが階下へ響くなどの心配もない。

※（一財）日本文化用品安全試験所にて約140ｋｇfにて荷重試験済み。

◎4段階高さ調節式なのでお子さまの成長にあわせて長くお使い頂けます。
　（高さ90cm～130cm）
◎折り畳み式なのでいつでもどこでも移動してご使用になれます。
　折り畳めば幅36cm、収納もラクラクです。

●表示方式・・・3桁数字表示
●紫外線B波強度・・・0～19.9
●計測誤差・・・±1度
●サイズ・・・（約）幅56×長21×厚15mm
●材質・・・ABS樹脂
●重さ・・・（約）12.5g
●使用電池・・・1.5V DC LR43×2
●ストラップ付
●中国製○A
●JAN：
　4523059500421（UV-691P）
　4523059500407（UV-691W）
　4523059500414（UV-691B）

1,500円 ＋ 税

1～2 3～5 6～7 8～10 11以上
弱い 中程度 強い 非常に強い 極端に強い

（WHO ; Global solar UV index -A practical guide-2002）

この健康鉄棒は、製品安全協会
の認定基準に合格したＳＧマーク
（製品にシール）付き製品です。

収納時

○元

オプション
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NEW

ポールは肘が直角（90度）になる
高さであわせます。
ポールを握った状態
ではなく、グリップに
乗せた状態で
直角にあわせます。

高齢者用ステッキ

ウォーキング時の
ポールの適正サイズ

AG
レビータ・AG ノルディック 2本組（アルミ製）

●対応身長125～184cm
●回転固定式、収納長約85cm
●重さ…（約）215ｇ/1本
●日本製

●使用長さ（75～108cm）
　⇨対応身長130～180cm
●収納長約67cm
●ラチェット式、収納長約80cm
●重さ…（約）400ｇ/1本
●台湾製

9,500円 ＋ 税

T-115
ロングトレイル 2本組（超軽量アルミ製）

NEW T-125
ロングトレイル 2本組（超軽量アルミ製）

●使用長さ（90～115cm）　●収納長約55cm
●3段式調節　●重さ…（約）240ｇ/1本
●台湾製

11,500円 ＋ 税
●使用長さ（100～125cm）　●収納長約59cm
●3段式調節　●重さ…（約）255ｇ/1本
●台湾製

11,500円 ＋ 税

AS-700
アシストステッキ（1本）

7,000円 ＋ 税

あんしん-75
あんしん2本杖 2本組（アルミ製）

●使用長さ（80～114cm）
　⇨対応身長127～181cm
●ラチェット式、収納長約80cm
●重さ…（約）215ｇ/1本
●日本製

7,500円 ＋ 税

収納ケース付き 収納ケース付き

もっと安心-110
もっと安心2本杖 2本組（アルミ製）

●使用長さ（80～114cm）
　⇨対応身長127～181cm
●ラチェット式、収納長約80cm
●重さ…（約）220ｇ/1本
●日本製

11,000円 ＋ 税

ブルー　JAN：4959431152900

ブラウン　JAN：4959431152863

ピンク　JAN：4959431200229

シェブロン　JAN：4959431200380

リングス　JAN：4959431200366

ヴィクトリアン　JAN：4959431200373

パンサー　JAN：4959431200403

エルシオン　JAN：4959431200397

イエロー　JAN：4959431152757

ピンク　JAN：4959431152917

グリーン　JAN：4959431152924

◎ポール、ステッキ、杖の1組及び1本　送料：本州￥900ー、四国￥1,000ー、北海道・九州￥1,100ー、沖縄本島・離島は別途料金。
◎商品には、標準で先ゴムが装着されています。消耗品のため、予備・交換用には交換用先ゴムを別途ご注文ください。

◎これからの高齢者のステッキはこうなります。
◎先ゴム床面が平らで安定感があります。
◎ラチェット調節式で安心。

◎握りやすく飽きのこない
　スタンダードモデル。

◎ラチェット調節式で安心。

安心の
確実固定

ノルディックウォーキング専用の入門モデル。

始めよう！！ ポールウォーキング

トレッキング用

◎3点の先で、安定した支えを維持します。
◎杖先回転360度、傾き20度。
◎付属品のステンレス製スパイクは、雪道・ハイキング・トレッキング対応。

レッド　JAN：4523059203360

シルバー　JAN：4523059203377

マゼンタ　JAN：4959431153983

NEW RPS（ショート）
レビータ・ポータブル＋ 2本組

●使用長さ（90～105cm）　●対応身長143～167cm
●収納長約32cm　●重さ…（約）235ｇ/1本
●台湾製

15,000円 ＋ 税

NEW RPR（ロング）
レビータ・ポータブル＋ 2本組

●使用長さ（100～115cm）　●対応身長159～183cm
●収納長約32cm　●重さ…（約）255ｇ/1本
●台湾製

15,000円 ＋ 税

ショート/レッド　JAN：4959431200359

NEW RB-800
レビータ・ステップ 2本組

●使用長さ（85～120cm）
●対応身長135～190cm
●回転固定式
●重さ…（約）205ｇ/1本
●台湾製

8,000円 ＋ 税

レッド　JAN：4959431200557

ブラック　JAN：4959431200540

ロング/シルバー　JAN：4959431200342

ブルー　JAN：4959431153976
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

NEW

T-1-2
ホームジャンピング

●サイズ…（約）直径97×高22cｍ
●材質…脚部／スチール、リバウンド部／ＰEシート、スプリング
●重さ…（約）6.5ｋｇ　●使用体重制限…130ｋｇまで　●台湾製○元
●JAN：4523059130123（ブルー）　4523059203513（イエロー）
　　　 4523059203520（レッド）

12,800円 ＋ 税

TT-167
ホームジャンピング手すり付

●サイズ…（約）直径97×高22cｍ、手すり高105～129cｍ
　　　　　4段階調節可能
●重さ…（約）9ｋｇ　●台湾製○元
●JAN：4523059203537

16,700円 ＋ 税

●サイズ…（約）幅98×奥147×高89.5～130cｍ
●折りたたみ時…（約）幅98×奥36×高89.5cｍ
●鉄棒用パイプの有効長さ…（約）82cｍ
●材質…スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム
●重さ…（約）8.5ｋｇ
●使用体重制限…40ｋｇまで
●日本製○D
●JAN：4948973611518

家庭・小学校・介護施設用

家庭・小学校・介護施設用

●サイズ…（約）幅50×奥50×高10cｍ
●材質…本体：EVA樹脂・特殊加工
　　　　カバー：合成皮革（裏面滑り止め加工）
●重さ…（約）2.5ｋｇ　●日本製○S
●JAN：4560386692016（VB-Y01）
　　　 4560386692023（VB-G01）
●カラー…イエロー・グリーン

●計器表示…
　時間、回数、カロリー、毎分回数
●電源…単3乾電池1本
●脚部カウントリミッター取付金具付
●JAN：4523059201472
※プラスドライバーで取付できます。

2,500円 ＋ 税
TK-22
ホームジャンピング回数計

12,778円 ＋ 税
VB-Y01・VB-G01
ボディーバ

19,800円 ＋ 税
PIO-1151
ブルワーカー健康鉄棒

●サイズ…（約）幅58×奥36×高108mｍ
●材質…ABS・PP
●電源・・・DC3.0V（CR2032×1個）
●重さ…（約）65g
●中国製○A
●JAN：4904785506201

10,000円 ＋ 税
TT-562
タニタ 黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

UV-691
UVインデックス

紫外線
Ｂ波
検 知

現代女性の必需品!!

現代の子どもは転びやすい
平らな地面に慣れているせいで、ちょっとした凹凸にもすぐに躓き、転ぶ子どもが急増中！
転んだ時、受け身の方法を知らないので、顔に怪我をしたり、骨折する子どもが多い。
子どもの発育と脳の活性化にも「体幹筋」の役割は非常に大きい。

遊び・知育・想像力
自分たちで遊び始め、次第に遊び方を学習していく過程で、想像力と運動能力が向上。
2枚・3枚と枚数が多ければ多いほど、遊び方も工夫し、飛び石のようにジャンプしたり、
何枚も縦に重ねて、トランポリンのように飛び跳ねて遊ぶことを発見する。

◎体重50kgを想定し、最も適した弾力性のクッション材を使用。
◎静音性にも優れているので、マンションなどで子どもの遊んでいる時の足音などが階下へ響くなどの心配もない。

※（一財）日本文化用品安全試験所にて約140ｋｇfにて荷重試験済み。

◎4段階高さ調節式なのでお子さまの成長にあわせて長くお使い頂けます。
　（高さ90cm～130cm）
◎折り畳み式なのでいつでもどこでも移動してご使用になれます。
　折り畳めば幅36cm、収納もラクラクです。

●表示方式・・・3桁数字表示
●紫外線B波強度・・・0～19.9
●計測誤差・・・±1度
●サイズ・・・（約）幅56×長21×厚15mm
●材質・・・ABS樹脂
●重さ・・・（約）12.5g
●使用電池・・・1.5V DC LR43×2
●ストラップ付
●中国製○A
●JAN：
　4523059500421（UV-691P）
　4523059500407（UV-691W）
　4523059500414（UV-691B）

1,500円 ＋ 税

1～2 3～5 6～7 8～10 11以上
弱い 中程度 強い 非常に強い 極端に強い

（WHO ; Global solar UV index -A practical guide-2002）

この健康鉄棒は、製品安全協会
の認定基準に合格したＳＧマーク
（製品にシール）付き製品です。

収納時

○元

オプション
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・コイルボーンの本数を
　簡単に調節可能
　〈実用新案〉
・両サイドのコイルボーン
　収納袋（2本まで入る）に、
　膝の状態に合わして調節
　してください。

メッシュ構造：
ひざ裏をメッシュ編みにし、
通気性を向上させています。

ダブルで
膝サポート
ダブルで
膝サポート

ピタッとフィット！
膝の動きもスムーズ！

竹炭繊維を使用し、
抗菌防臭効果！

いつまでも元気に自分の足で歩いて、健康寿命を延ばしましょう。
◎ひざの悩み・階段などの段差がつらい。もっと軽々とあるきたい。そんな膝の悩みを持つ人ように開発しました。

膝を包み込む安心感！！
◎膝のお皿をソフトに包み込むドーナツ型の
　シリコンパッドがヒザ前面の安定化を
　サポートします。

膝のねじれとぐらつきを軽減
◎コイルボーンでしっかり、膝を両サイドから支持し、
　膝のねじれを軽減し動いてもズレにくい。
◎しなやかに曲がるコイルボーンのバネの力で
　膝の曲げ伸ばしをスムーズにし、安定性を高め
　サポーターのズレ落ちを軽減します。

ピッタリしたフィット感！
ひざの動きもスムーズ！

楽になる 軽くなる 負担が減る
◎
◎
◎腰・背中の負担軽減
◎骨盤をしっかりと固定する2重式サポートベルト付き

こんな方に
おすすめ！

◎前屈姿勢での作業が多い方、
　介護福祉士・運輸業・製造業・農業・漁業ほか
◎姿勢が悪いと気になされている方。
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

価格品番 サイズ
S
M
L
XL

￥6,000＋税
￥6,000＋税
￥6,500＋税
￥6,500＋税

適応範囲（胴囲）
65～  85cm
85～  95cm
90～110cm
95～115cm

JAN
4523059202592
4523059202608
4523059202615
4523059202622

AB-89
AB-98
AB-112
AB-125

価格品番 サイズ
S/M
L/XL

￥4,300＋税
￥4,300＋税

適応範囲（膝上10cm）
30～38cm
38～46cm

JAN
4523059202639
4523059202646

CH-1205
CH-1206

アシストベルト
●材質…竹カーボン繊維、ナイロン、ポリエステル、
　　　　ラテックス、ポリアセタール
●台湾製○元

名古屋市内運送業

名古屋市内病院

膝関節サポーター・のび～る
●材質…本体／ナイロン、竹カーボン繊維ポリエステル、
　　　　　　　ラバー繊維、スパンテックス
　　　　パッド部／TPR
　　　　コイルボーン／スチール（12g×2本、予備1本）
●重さ…（約）118g（コイルボーン2本付き）
●台湾製○元

◎姿勢を正すことによって、作業時の腰と背中の負担を軽減します。
◎高い通気性で、長時間使用してもムレにくく快適に使用できます。
◎前屈時等の背中の痛みを軽減することにより、しっかり快適なアシストをします。

張力

腰と背中をダブルでアシスト

○R

実用新案：登録第3194924号
意匠登録番号：第１５２９４２９号
商標登録第５７１２５３６号

ISO 13485工場製造
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

●サイズ…（約）幅3.5×長130ｃｍ
●材質…レザー（ベルト芯にチタン・トルマリン・ゲルマニウム他含む）
●台湾製○元
●JAN：4523059202219（ブラック：CH-2612）
　　　  4523059202226（ブラウン：CH-2611）

●長時間パソコンを使い、電磁波が気になる
●疲れ・ストレスがあり、睡眠の質を向上したい
●筋力を活性化して、運動機能を向上したい
●こわばった筋肉を緩め、柔らかくしたい
●血行を良くしたい

●適合サイズ…（約）23.0～26.0cm
　　　　　　　（男女兼用）
●材質…ナイロン、
　　　　ポリウレタン（ライクラ）弾性繊維
●台湾製○A
●JAN：4523059202158

◆マイナスイオン：10,000 ion/cc

◆マイナスイオン：3,000 ion/cc

◆マイナスイオン：20,000 ion/cc

こんな方に
おすすめ！

ゲルマニウム チタン マイナスイオン 遠赤外線

4つのパワーで健康サポート！！ ゲルマニウム（Ge）

7,800円 ＋ 税 2,500円 ＋ 税
CH-2611・CH-2612
腰楽パワーベルト

●サイズ…M（約）100cm・L（約）110cm
●材質…ゴム、ナイロン、ポリエステル、レイヨン
●台湾製○元

◎八木愛子さん…3ヶ月で１５kgやせて４０年間リバウンドなし。
◎福本久子さん…７kgやせてウエストが１２cm細くなった。
◎黒柳聖子さん…７kgへって小顔になり、下半身スッキリ。
◎アイコさん…ウエストが７cmへり便秘も大改善。
◎盛本克維さん…６kgやせてタヌキ腹が凹み腹回り６cm縮小。
◎高田幸子さん…９kgやせておなかペタンコ。便通も良好。
◎相馬登紀子さん…８kgやせてひどい腰痛も解消した。

5,800円 ＋ 税
SP-2605
腹式ソフトサポーター

CH-3004
ラクラク パワーソックス

ゲルマニウムは毒性のない半導体元素。温度（熱）、光、電磁波などの
強弱で自由にイオンの特質を変えることができるとされています。
体内の細胞の悪い毒素を排除し、細胞の空気を吸う力を高め、細胞を
活性化して老化した組織を若返らせ、身体の機能を修復、現代人の
多種多様な症状を取り除いてくれると言われています。

チタン（Ti）
チタンは特有な電荷特性を持ちます。人間の細胞膜は微弱電流があり、
血液中の赤血球の鉄元素を活性化するのに関係があるとされています。
チタンによる微弱電流の調整を通して、人体の動きをさらにスムーズ
かつ快適にできると言われています。

マイナスイオン（-Ion）
快適イオンやバイタリティイオン、空気ビタミンともよばれる「マイナス
イオン」。マイナスイオンを体内に取り込むことで分子が再活性化され、
血液を良くし新陳代謝を促進させると言われています。

遠赤外線（FIR）
遠赤外線の中で4～14ミクロンの波長が最も人体に有益であるとされ、
生命の光線としても知られています。血液の循環、新陳代謝、酸素供給の
加速化、免疫の強化、抗臭、抗乾燥を促すと言われています。

炭化チタン
マイナスイオン -Ion
トルマリン tourmaline
遠赤外線 FIR

チタン Ti
ゲルマニウム Ge

炭酸カルシウム CaCO3
二酸化硅素SiO2

Ge Ti -ION FIR

45年に及ぶ中根式ダイエット呼吸健康理論の研究と10万人以上を指導した集大成として、
腹式呼吸がいつでも・どこでも・誰でも簡単にできる“ナカネ腹式サポーター”
その優れた伸縮性は、呼吸を吐くときに古い酸素を放出しゆっくりとお腹をしめ、
吸う時は新鮮な酸素を取りこみ、緩やかにお腹を膨らませてくれます。
新旧の酸素の入れ替わりで、心身ともにリラックスした状態に！
お腹が空きかけの時に、引き締めたい部分を意識して呼吸を吐き脂肪を燃やします。

ナカネダイエット呼吸

中根ダイエット呼吸研究所 所長

中根 静夫
Profile

NHK文化センター、毎日
カルチャーセンター、中日
文化センター、自治体など
で講師担当 実績多数。
ダイエット呼吸の第一人者
として、これまでに10万人
以上を指導している。

ダイエット呼吸 DVD

2,000円 ＋ 税
別売

健康誌「壮快」でダイエット呼吸特集７人の成果をご紹介 ※個人の体験結果です。

座って出来るダイエット呼吸



2017’
総
合
カ
タ
ロ
グ

・コイルボーンの本数を
　簡単に調節可能
　〈実用新案〉
・両サイドのコイルボーン
　収納袋（2本まで入る）に、
　膝の状態に合わして調節
　してください。

メッシュ構造：
ひざ裏をメッシュ編みにし、
通気性を向上させています。

ダブルで
膝サポート
ダブルで
膝サポート

ピタッとフィット！
膝の動きもスムーズ！

竹炭繊維を使用し、
抗菌防臭効果！

いつまでも元気に自分の足で歩いて、健康寿命を延ばしましょう。
◎ひざの悩み・階段などの段差がつらい。もっと軽々とあるきたい。そんな膝の悩みを持つ人ように開発しました。

膝を包み込む安心感！！
◎膝のお皿をソフトに包み込むドーナツ型の
　シリコンパッドがヒザ前面の安定化を
　サポートします。

膝のねじれとぐらつきを軽減
◎コイルボーンでしっかり、膝を両サイドから支持し、
　膝のねじれを軽減し動いてもズレにくい。
◎しなやかに曲がるコイルボーンのバネの力で
　膝の曲げ伸ばしをスムーズにし、安定性を高め
　サポーターのズレ落ちを軽減します。

ピッタリしたフィット感！
ひざの動きもスムーズ！

楽になる 軽くなる 負担が減る
◎
◎
◎腰・背中の負担軽減
◎骨盤をしっかりと固定する2重式サポートベルト付き

こんな方に
おすすめ！

◎前屈姿勢での作業が多い方、
　介護福祉士・運輸業・製造業・農業・漁業ほか
◎姿勢が悪いと気になされている方。
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

価格品番 サイズ
S
M
L
XL

￥6,000＋税
￥6,000＋税
￥6,500＋税
￥6,500＋税

適応範囲（胴囲）
65～  85cm
85～  95cm
90～110cm
95～115cm

JAN
4523059202592
4523059202608
4523059202615
4523059202622

AB-89
AB-98
AB-112
AB-125

価格品番 サイズ
S/M
L/XL

￥4,300＋税
￥4,300＋税

適応範囲（膝上10cm）
30～38cm
38～46cm

JAN
4523059202639
4523059202646

CH-1205
CH-1206

アシストベルト
●材質…竹カーボン繊維、ナイロン、ポリエステル、
　　　　ラテックス、ポリアセタール
●台湾製○元

名古屋市内運送業

名古屋市内病院

膝関節サポーター・のび～る
●材質…本体／ナイロン、竹カーボン繊維ポリエステル、
　　　　　　　ラバー繊維、スパンテックス
　　　　パッド部／TPR
　　　　コイルボーン／スチール（12g×2本、予備1本）
●重さ…（約）118g（コイルボーン2本付き）
●台湾製○元

◎姿勢を正すことによって、作業時の腰と背中の負担を軽減します。
◎高い通気性で、長時間使用してもムレにくく快適に使用できます。
◎前屈時等の背中の痛みを軽減することにより、しっかり快適なアシストをします。

張力

腰と背中をダブルでアシスト

○R

実用新案：登録第3194924号
意匠登録番号：第１５２９４２９号
商標登録第５７１２５３６号

ISO 13485工場製造
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

●サイズ…（約）幅3.5×長130ｃｍ
●材質…レザー（ベルト芯にチタン・トルマリン・ゲルマニウム他含む）
●台湾製○元
●JAN：4523059202219（ブラック：CH-2612）
　　　  4523059202226（ブラウン：CH-2611）

●長時間パソコンを使い、電磁波が気になる
●疲れ・ストレスがあり、睡眠の質を向上したい
●筋力を活性化して、運動機能を向上したい
●こわばった筋肉を緩め、柔らかくしたい
●血行を良くしたい

●適合サイズ…（約）23.0～26.0cm
　　　　　　　（男女兼用）
●材質…ナイロン、
　　　　ポリウレタン（ライクラ）弾性繊維
●台湾製○A
●JAN：4523059202158

◆マイナスイオン：10,000 ion/cc

◆マイナスイオン：3,000 ion/cc

◆マイナスイオン：20,000 ion/cc

こんな方に
おすすめ！

ゲルマニウム チタン マイナスイオン 遠赤外線

4つのパワーで健康サポート！！ ゲルマニウム（Ge）

7,800円 ＋ 税 2,500円 ＋ 税
CH-2611・CH-2612
腰楽パワーベルト

●サイズ…M（約）100cm・L（約）110cm
●材質…ゴム、ナイロン、ポリエステル、レイヨン
●台湾製○元

◎八木愛子さん…3ヶ月で１５kgやせて４０年間リバウンドなし。
◎福本久子さん…７kgやせてウエストが１２cm細くなった。
◎黒柳聖子さん…７kgへって小顔になり、下半身スッキリ。
◎アイコさん…ウエストが７cmへり便秘も大改善。
◎盛本克維さん…６kgやせてタヌキ腹が凹み腹回り６cm縮小。
◎高田幸子さん…９kgやせておなかペタンコ。便通も良好。
◎相馬登紀子さん…８kgやせてひどい腰痛も解消した。

5,800円 ＋ 税
SP-2605
腹式ソフトサポーター

CH-3004
ラクラク パワーソックス

ゲルマニウムは毒性のない半導体元素。温度（熱）、光、電磁波などの
強弱で自由にイオンの特質を変えることができるとされています。
体内の細胞の悪い毒素を排除し、細胞の空気を吸う力を高め、細胞を
活性化して老化した組織を若返らせ、身体の機能を修復、現代人の
多種多様な症状を取り除いてくれると言われています。

チタン（Ti）
チタンは特有な電荷特性を持ちます。人間の細胞膜は微弱電流があり、
血液中の赤血球の鉄元素を活性化するのに関係があるとされています。
チタンによる微弱電流の調整を通して、人体の動きをさらにスムーズ
かつ快適にできると言われています。

マイナスイオン（-Ion）
快適イオンやバイタリティイオン、空気ビタミンともよばれる「マイナス
イオン」。マイナスイオンを体内に取り込むことで分子が再活性化され、
血液を良くし新陳代謝を促進させると言われています。

遠赤外線（FIR）
遠赤外線の中で4～14ミクロンの波長が最も人体に有益であるとされ、
生命の光線としても知られています。血液の循環、新陳代謝、酸素供給の
加速化、免疫の強化、抗臭、抗乾燥を促すと言われています。

炭化チタン
マイナスイオン -Ion
トルマリン tourmaline
遠赤外線 FIR

チタン Ti
ゲルマニウム Ge

炭酸カルシウム CaCO3
二酸化硅素SiO2

Ge Ti -ION FIR

45年に及ぶ中根式ダイエット呼吸健康理論の研究と10万人以上を指導した集大成として、
腹式呼吸がいつでも・どこでも・誰でも簡単にできる“ナカネ腹式サポーター”
その優れた伸縮性は、呼吸を吐くときに古い酸素を放出しゆっくりとお腹をしめ、
吸う時は新鮮な酸素を取りこみ、緩やかにお腹を膨らませてくれます。
新旧の酸素の入れ替わりで、心身ともにリラックスした状態に！
お腹が空きかけの時に、引き締めたい部分を意識して呼吸を吐き脂肪を燃やします。

ナカネダイエット呼吸

中根ダイエット呼吸研究所 所長

中根 静夫
Profile

NHK文化センター、毎日
カルチャーセンター、中日
文化センター、自治体など
で講師担当 実績多数。
ダイエット呼吸の第一人者
として、これまでに10万人
以上を指導している。

ダイエット呼吸 DVD

2,000円 ＋ 税
別売

健康誌「壮快」でダイエット呼吸特集７人の成果をご紹介 ※個人の体験結果です。

座って出来るダイエット呼吸
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サイドストリップ

1枚で両面が使用できるリバーシブルジョイント式ソフトマット

和の
空間を！
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

●材質…EVA100％
●硬度…約35度
●サイズ…（約）幅100×長100×厚2ｃｍ
●重さ…（約）2ｋｇ
●台湾製○問
●JAN：4523059202172（赤/青）
　　　 4523059202189（黄/緑）

1枚 5,800円 ＋ 税
SM-20・21

SM-20（赤/青）
SM-21（黄/緑）

SM-30（赤/青）
SM-31（黄/緑）

EVAソフトマット

●材質…発泡ポリエチレン
●サイズ…（約）幅45×長45×厚1ｃｍ
●重さ…（約）320ｇ
●日本製○問
●防災番号…EO 090192
●JAN：452359202790

1枚 1,800円 ＋ 税
JQN45
ジョイントクッション45 和み

NEW

●材質…表：ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット
　　　　裏：サーモプラスティックエラストマー（バッキング）
●サイズ…（約）幅91×長500巻×厚1ｃｍ
●重さ…（約）13kg
●日本製○元
●防災番号…EO 020052
●JAN：4523059203414（ベージュ）
　　　 4523059203407（グレー）
　　　 4523059203421（ピンク）
　　　 4523059203438（ブルー）

37,000円 ＋ 税
CH-370
水滴取りマット

●材質…EVA100％
●硬度…約35度
●サイズ…（約）幅100×長100×厚3ｃｍ
●重さ…（約）3ｋｇ
●台湾製○問
●JAN：4523059202196（赤/青）
　　　 4523059202202（黄/緑）

1枚 7,800円 ＋ 税
SM-30・31
EVAソフトマット

SM-40（赤/若草）
●材質…EVA100％
●硬度…約40度
●サイズ…（約）幅100×長100×厚4ｃｍ
●重さ…（約）4.3ｋｇ
●台湾製○問
●JAN：4523059202448

1枚 9,800円 ＋ 税
SM-40（畳柄）
EVAソフトマット

◎サイドストリップ付きですので、壁に敷き詰めた際に、ごみだまりがなく清掃がしやすい。
◎程良い硬さと防音効果もあります。又、防寒効果もありますので、非難場所にも最適です。（床冷え対策に）
◎耐久性に優れた軽量・無公害の環境に優しい素材です。
◎用途に応じてサイドストリップが取り外し可能です。

◎厚さ40mmは、より衝撃吸収効果がありますので
　転倒時も安心です。

◎つないで置くだけ、両面テープや接着剤を使わないので床を傷めません。
◎クッション性に優れ、保湿・防音にも効果的です。
◎表面がスキン層の為、水分をはじき、汚れがしみ込みません。
◎傷んだ場合も部分交換ができますので、大変経済的です。
◎防炎対応品なので、安心してお使いいただけます。
◎表面層に抗菌剤を配合していますので、衛生的に使用できます。

〈用途〉介護施設・保育園・幼稚園・
キッズルーム等多目的に利用できます。

〈用途〉風呂・シャワールーム・
プール等の出入口や洗面所に。

◎吸保水性が非常に良く、人の出入りの多いスペースに効果的です。
◎脱水性が非常に早くお手入れが容易にできます。
◎自由な大きさにカットできますので、経済的に使用できます。
◎裏面に滑り止め加工がしてあるので、滑りにくく水も浸透しにくくなっています。
◎防災対応品なので安心してお使いいただけます。

※印刷カラーと製品のカラーは若干異なります。

※製造の工程上シリコンを使用しているので、床面が
　滑りやすくなることがありますが、人体・環境には無害です。

※発泡製品のため、若干の色ムラがあります。
※温度変化・経年等により、多少の寸法変化が発生します。

柔道・空手に！ 避難場所に！ 障害者施設に！
子ども広場等多目的に利用できます。

JQN45S
スロープ

900円 ＋ 税（1枚）

オプション

●材質…発泡ポリエチレン
●サイズ…（約）幅5.8×長45×厚1ｃｍ
●重さ…（約）50ｇ
●日本製○問
●JAN：4523059202806

JQN45C
コーナースロープ

900円 ＋ 税（1コーナー2枚組）

オプション

●材質…発泡ポリエチレン
●サイズ…（約）幅5.8×長22.5×厚1ｃｍ
●重さ…（約）25ｇ
●日本製○問
●JAN：4523059202813

パステルピンク パステルブルー

スロープ使用で端部もすっきり仕上がります

敷込み例

●撥水性
●抗菌性
●屋内用
●素足用

●フリーカット
●クッション性
●拭き取り可

●抗菌性
●屋内用
●素足用
●フリーカット

イエロー

ベージュ ピンクグレー ブルー

水切り（イメージ）

グリーン
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地球に優しいリサイクルゴムを使用

■安全性

■用途
●公園の遊具周辺・フリースペースに！
●病院や高齢者施設の屋上・屋外通路に！
●プールや露天風呂の通路に！
●トレーニング室内の器具・バーベルや
　重量物の敷物に！

●ソフトなクッション性で膝や腰への負担を軽減し
　足元の安全性をより高め事故防止に役立ちます。
　万一転倒・落下した場合でも優れたクッション性で
　怪我を効果的に防止します。
●遊び場の機能や魅力を損なわずに、
　遊び場がより安全に形づくられていくことを目的
　としたマットです。
　落下事故を減らすために地面に関して考慮した
　ものです。

■商品説明
●水に濡れても滑りにくくなっています。
●裏面は流水性の良い形状になっています。
●連結板にて必要スペースに拡大することが
　可能です。
●連結方法は連結板をはめ込むだけでOK。
　作業効率UP。

表面

裏面

連結板

4枚連結時裏面4枚連結時裏面

注文はマットの形状が異なりますので○～○の記号でお願いします。A C

○A
センター

○C○C

○C

コーナー

○C
コーナー

○B

○B

○B

サイド
○B

注文はマットの形状が異なりますので○～○の記号でお願いします。

○A
センター

○C○C

○C

コーナー

○C
コーナー

○B○B

○B

○B

サイド

A C

リサイクルエコマットは安心と安全をお届けします。
室内・屋外の平らな場所であれば簡単に敷くことができます。
「地球環境に優しいリサイクル製品」使用済みタイヤを原料に使用し、ジョイント式ラバーマットへ再生しました。
屋外やプールサイドでの使用ができるよう裏面に水が流れやすいように加工してあります。

使用例
①1.8m×3.6m(18枚）・・・・・・・・
②3m×3m（25枚）・・・・・・・・・・・・

135,000円＋税　○G
187,500円＋税　○H

使用例
①1.8m×1.8m(9枚）・・・・・・・・・・・
②1.8m×3.6m(18枚）・・・・・・・
③3m×3m（25枚）・・・・・・・・・・・・

　76,500円＋税　○E
153,000円＋税　○G
212,500円＋税　○I

【施工工事不要】
ジョイント式のため、スペースや目的に応じて
マットを正方形・長方形・Ｌ型に組み合わせて
設置できます。

【滑りにくく安心】
表面に細かい凹凸がある、ノンスリップ加工。
歩行に気を使うプールサイド・老人ホームや
病院のリハビリ室に適しています。

【優れたクッション性】
適度の弾力は足を痛めず、転倒時の安全性も
高く、騒音・振動防止にも効果的。トレー
ニングマシンの敷物・幼児遊技広場・リハ
ビリ広場・ジョギングロード・スポーツ施設
のフローリング床に適しています。

【安全設計】
外側（コーナー）の面には、スロープを付けた
優しい設計。
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●材質…マット：リサイクルゴム
　　　　　　  100％ 色顔料
　　　　連結板：ABS樹脂
●サイズ…（約）幅51×長51×厚4ｃｍ
●重さ…（約）7.8ｋｇ
●台湾製○S
●JAN：4523059200482
●連結板付

（写真は4枚使用）

1枚 5,600円 ＋ 税
ST-59N
セーフティエコマット

ST-59TN
連結板

200円 ＋ 税（1本）

オプション

●材質…リサイクルゴム（廃タイヤ）　100％
●サイズ…（約）幅60×長60×厚1ｃｍ
●重さ…（約）3.8ｋｇ
●硬さ…（約）60度
●台湾製○S
●JAN：4523059200505

1枚 7,500円 ＋ 税

●サイズ…（約）幅180×長180×厚1ｃｍ
●台湾製○E
●JAN：4523059201649

67,500円 ＋ 税

●材質…リサイクルゴム（廃タイヤ）　80％
　　　　EPDMカラーチップ　20％
●サイズ…（約）幅60×長60×厚1ｃｍ
●重さ…（約）4.3ｋｇ
●硬さ…（約）60度
●台湾製○S
●JAN：4523059200475（緑）
　　　  4523059200208（灰）

1枚 8,500円 ＋ 税

グレーグリーン

CM-100
ジョイント式エコマット

9枚組 CM-110

グリーン CM-620
グレー　CM-630

防災検査済み

防災検査済み

防災検査済み

欧州安全規格
EN-1177

エコマーク認定番号
08-128-020

エコマーク認定番号
08-128-020

エコマーク認定番号
08-128-020

●サイズ…（約）幅10.5×長10.5×厚1.8ｃｍ
●台湾製○A
●JAN：4523059200499

再生材料を使用
再生ゴム  80%

再生材料を使用
再生ゴム100%

再生材料を使用
再生ゴム100%

検査済み
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※○元 記号は送料元払。但し、北海道・沖縄・離島はお問い合わせください。

●材質…EVA100％
●硬度…約35度
●サイズ…（約）幅100×長100×厚2ｃｍ
●重さ…（約）2ｋｇ
●台湾製○問
●JAN：4523059202172（赤/青）
　　　 4523059202189（黄/緑）

1枚 5,800円 ＋ 税
SM-20・21

SM-20（赤/青）
SM-21（黄/緑）

SM-30（赤/青）
SM-31（黄/緑）

EVAソフトマット

●材質…発泡ポリエチレン
●サイズ…（約）幅45×長45×厚1ｃｍ
●重さ…（約）320ｇ
●日本製○問
●防災番号…EO 090192
●JAN：452359202790

1枚 1,800円 ＋ 税
JQN45
ジョイントクッション45 和み

NEW

●材質…表：ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット
　　　　裏：サーモプラスティックエラストマー（バッキング）
●サイズ…（約）幅91×長500巻×厚1ｃｍ
●重さ…（約）13kg
●日本製○元
●防災番号…EO 020052
●JAN：4523059203414（ベージュ）
　　　 4523059203407（グレー）
　　　 4523059203421（ピンク）
　　　 4523059203438（ブルー）

37,000円 ＋ 税
CH-370
水滴取りマット

●材質…EVA100％
●硬度…約35度
●サイズ…（約）幅100×長100×厚3ｃｍ
●重さ…（約）3ｋｇ
●台湾製○問
●JAN：4523059202196（赤/青）
　　　 4523059202202（黄/緑）

1枚 7,800円 ＋ 税
SM-30・31
EVAソフトマット

SM-40（赤/若草）
●材質…EVA100％
●硬度…約40度
●サイズ…（約）幅100×長100×厚4ｃｍ
●重さ…（約）4.3ｋｇ
●台湾製○問
●JAN：4523059202448

1枚 9,800円 ＋ 税
SM-40（畳柄）
EVAソフトマット

◎サイドストリップ付きですので、壁に敷き詰めた際に、ごみだまりがなく清掃がしやすい。
◎程良い硬さと防音効果もあります。又、防寒効果もありますので、非難場所にも最適です。（床冷え対策に）
◎耐久性に優れた軽量・無公害の環境に優しい素材です。
◎用途に応じてサイドストリップが取り外し可能です。

◎厚さ40mmは、より衝撃吸収効果がありますので
　転倒時も安心です。

◎つないで置くだけ、両面テープや接着剤を使わないので床を傷めません。
◎クッション性に優れ、保湿・防音にも効果的です。
◎表面がスキン層の為、水分をはじき、汚れがしみ込みません。
◎傷んだ場合も部分交換ができますので、大変経済的です。
◎防炎対応品なので、安心してお使いいただけます。
◎表面層に抗菌剤を配合していますので、衛生的に使用できます。

〈用途〉介護施設・保育園・幼稚園・
キッズルーム等多目的に利用できます。

〈用途〉風呂・シャワールーム・
プール等の出入口や洗面所に。

◎吸保水性が非常に良く、人の出入りの多いスペースに効果的です。
◎脱水性が非常に早くお手入れが容易にできます。
◎自由な大きさにカットできますので、経済的に使用できます。
◎裏面に滑り止め加工がしてあるので、滑りにくく水も浸透しにくくなっています。
◎防災対応品なので安心してお使いいただけます。

※印刷カラーと製品のカラーは若干異なります。

※製造の工程上シリコンを使用しているので、床面が
　滑りやすくなることがありますが、人体・環境には無害です。

※発泡製品のため、若干の色ムラがあります。
※温度変化・経年等により、多少の寸法変化が発生します。

柔道・空手に！ 避難場所に！ 障害者施設に！
子ども広場等多目的に利用できます。

JQN45S
スロープ

900円 ＋ 税（1枚）

オプション

●材質…発泡ポリエチレン
●サイズ…（約）幅5.8×長45×厚1ｃｍ
●重さ…（約）50ｇ
●日本製○問
●JAN：4523059202806

JQN45C
コーナースロープ

900円 ＋ 税（1コーナー2枚組）

オプション

●材質…発泡ポリエチレン
●サイズ…（約）幅5.8×長22.5×厚1ｃｍ
●重さ…（約）25ｇ
●日本製○問
●JAN：4523059202813

パステルピンク パステルブルー

スロープ使用で端部もすっきり仕上がります

敷込み例

●撥水性
●抗菌性
●屋内用
●素足用

●フリーカット
●クッション性
●拭き取り可

●抗菌性
●屋内用
●素足用
●フリーカット

イエロー

ベージュ ピンクグレー ブルー

水切り（イメージ）

グリーン
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地球に優しいリサイクルゴムを使用

■安全性

■用途
●公園の遊具周辺・フリースペースに！
●病院や高齢者施設の屋上・屋外通路に！
●プールや露天風呂の通路に！
●トレーニング室内の器具・バーベルや
　重量物の敷物に！

●ソフトなクッション性で膝や腰への負担を軽減し
　足元の安全性をより高め事故防止に役立ちます。
　万一転倒・落下した場合でも優れたクッション性で
　怪我を効果的に防止します。
●遊び場の機能や魅力を損なわずに、
　遊び場がより安全に形づくられていくことを目的
　としたマットです。
　落下事故を減らすために地面に関して考慮した
　ものです。

■商品説明
●水に濡れても滑りにくくなっています。
●裏面は流水性の良い形状になっています。
●連結板にて必要スペースに拡大することが
　可能です。
●連結方法は連結板をはめ込むだけでOK。
　作業効率UP。

表面

裏面

連結板

4枚連結時裏面4枚連結時裏面

注文はマットの形状が異なりますので○～○の記号でお願いします。A C

○A
センター

○C○C

○C

コーナー

○C
コーナー

○B

○B

○B

サイド
○B

注文はマットの形状が異なりますので○～○の記号でお願いします。

○A
センター

○C○C

○C

コーナー

○C
コーナー

○B○B

○B

○B

サイド

A C

リサイクルエコマットは安心と安全をお届けします。
室内・屋外の平らな場所であれば簡単に敷くことができます。
「地球環境に優しいリサイクル製品」使用済みタイヤを原料に使用し、ジョイント式ラバーマットへ再生しました。
屋外やプールサイドでの使用ができるよう裏面に水が流れやすいように加工してあります。

使用例
①1.8m×3.6m(18枚）・・・・・・・・
②3m×3m（25枚）・・・・・・・・・・・・

135,000円＋税　○G
187,500円＋税　○H

使用例
①1.8m×1.8m(9枚）・・・・・・・・・・・
②1.8m×3.6m(18枚）・・・・・・・
③3m×3m（25枚）・・・・・・・・・・・・

　76,500円＋税　○E
153,000円＋税　○G
212,500円＋税　○I

【施工工事不要】
ジョイント式のため、スペースや目的に応じて
マットを正方形・長方形・Ｌ型に組み合わせて
設置できます。

【滑りにくく安心】
表面に細かい凹凸がある、ノンスリップ加工。
歩行に気を使うプールサイド・老人ホームや
病院のリハビリ室に適しています。

【優れたクッション性】
適度の弾力は足を痛めず、転倒時の安全性も
高く、騒音・振動防止にも効果的。トレー
ニングマシンの敷物・幼児遊技広場・リハ
ビリ広場・ジョギングロード・スポーツ施設
のフローリング床に適しています。

【安全設計】
外側（コーナー）の面には、スロープを付けた
優しい設計。
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●材質…マット：リサイクルゴム
　　　　　　  100％ 色顔料
　　　　連結板：ABS樹脂
●サイズ…（約）幅51×長51×厚4ｃｍ
●重さ…（約）7.8ｋｇ
●台湾製○S
●JAN：4523059200482
●連結板付

（写真は4枚使用）

1枚 5,600円 ＋ 税
ST-59N
セーフティエコマット

ST-59TN
連結板

200円 ＋ 税（1本）

オプション

●材質…リサイクルゴム（廃タイヤ）　100％
●サイズ…（約）幅60×長60×厚1ｃｍ
●重さ…（約）3.8ｋｇ
●硬さ…（約）60度
●台湾製○S
●JAN：4523059200505

1枚 7,500円 ＋ 税

●サイズ…（約）幅180×長180×厚1ｃｍ
●台湾製○E
●JAN：4523059201649

67,500円 ＋ 税

●材質…リサイクルゴム（廃タイヤ）　80％
　　　　EPDMカラーチップ　20％
●サイズ…（約）幅60×長60×厚1ｃｍ
●重さ…（約）4.3ｋｇ
●硬さ…（約）60度
●台湾製○S
●JAN：4523059200475（緑）
　　　  4523059200208（灰）

1枚 8,500円 ＋ 税

グレーグリーン

CM-100
ジョイント式エコマット

9枚組 CM-110

グリーン CM-620
グレー　CM-630

防災検査済み

防災検査済み

防災検査済み

欧州安全規格
EN-1177

エコマーク認定番号
08-128-020

エコマーク認定番号
08-128-020

エコマーク認定番号
08-128-020

●サイズ…（約）幅10.5×長10.5×厚1.8ｃｍ
●台湾製○A
●JAN：4523059200499

再生材料を使用
再生ゴム  80%

再生材料を使用
再生ゴム100%

再生材料を使用
再生ゴム100%

検査済み



2017年1月

お求めは
本　　　社　〒452－0011愛知県清須市西枇杷島町城並3丁目2－2
　　　　　　TEL（052）501－2577（代）・FAX（052）501－2588
名古屋／東京

ホームページ／http://www.jp-chuoh.com/

2017年 運賃一覧表

A
S
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

北海道 青森
秋田
岩手
山形

茨城
栃木
群馬

宮城
福島

東京
埼玉
千葉
新潟
神奈川

富山
石川
福井

長野
山梨

愛知
岐阜
三重
静岡

滋賀
奈良
大阪
京都
和歌山
兵庫

岡山
広島
山口
島根
鳥取

徳島
香川
愛媛
高知

福岡
佐賀
長崎

大分
熊本
宮崎
鹿児島

沖縄本島
北海道

区分

北東北 北関東南東北 南関東 北陸 甲信越 中部 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄本島

900
1,300
2,200
2,900
3,500
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ

700
1,200
2,000
2,500
3,000
4,000
5,000
7,500
8,900
11,000
13,000
15,000

700
1,100
1,800
2,200
2,700
3,400
4,400
6,000
7,300
8,600
11,000
12,000

600
1,000
1,600
1,900
2,500
3,000
4,100
5,000
6,500
7,700
9,100
10,300

600
1,000
1,500
1,800
2,200
2,700
3,600
4,300
5,500
6,600
7,600
8,700

500
1,000
1,400
1,700
1,900
2,300
2,800
3,700
4,300
5,100
5,900
6,600

500
1,000
1,300
1,400
1,600
1,800
2,200
2,700
3,300
3,900
4,400
5,000

500
1,000
1,400
1,600
1,900
2,200
2,800
3,500
4,300
5,100
5,900
6,600

500
1,000
1,500
1,700
2,100
2,500
3,200
3,900
5,000
6,000
6,900
7,700

800
1,000
1,700
2,000
2,500
3,000
4,100
5,000
6,500
7,700
9,100
10,300

700
1,000
1,600
1,900
2,300
2,700
3,600
4,400
5,500
6,600
7,600
8,700

800
1,100
1,800
2,100
2,700
3,200
4,400
6,300
7,400
9,000
10,800
12,500

800
1,200
2,000
2,400
3,200
3,800
4,800
6,800
9,000
11,000
13,200
15,300

1,800
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ
問合せ

行
先

※配達は運転手一人につき商品の荷下ろしは手伝っていただくとした運賃です。ご了承願います。　※離島につきましては別途見積りとさせていただきます。　※消費税別
※日曜・祝祭日着の指定は割増料金がかかります。　※大型商品について、個人宅様宛の場合着日の指定ができません。　※万一、運送会社等の運賃費に変動があった場合は、改定させて
いただきます。　※合計250kg及び30才（㎥）以上の場合は別途お見積りさせていただきます。　◎ 搬入、組立、設置を有償にてお受けいたします。費用は、お問い合わせください。

• 　記号は元払。 • 　はお問い合わせください。　• 離島はお問い合わせください。○元 ○問

●モデルチェンジのため、部品仕様及び価格の一部を変更する場合も
　ありますのでご了承ください。
●無断転用を禁ずる。
◎商品の色は、多少異なる場合がございます。
◎送料込み表示の場合でも沖縄・北海道・離島は送料がかかります。

HJヘルスジョガーなどの歩み HJヘルスジョガーは中旺ヘルスの商標登録商品です。

HJ-3000 HJ-1000

HJ-8000 HJ-5100 HJ-8611R

ダンベルセット用ラック

カムジム

1981年 1985年

1993年 1996年 2001年

アッパーロアーバイク

2005年

circle M8 E Plus

2016年

circle B8 E Plus

2016年

circle R8 E Plus

2016年

HJ-897

2017年

HJ-80

2014年

5151AC

2009年
HJ-50

2006年

1993年

1999年
ビューティーローラー ホワイトベルト RE-610DX

1981年 1981年 1988年


