
T7xi Treadmill T7xe Treadmill T5x GT Treadmill T5x Treadmill T3xe Treadmill T3xh Treadmill T3xm Treadmill T3x Treadmill T1x Treadmill

■ フィーチャー

デッキタイプ Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

ベルトタイプ Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造

ランニングエリア 152×56 cm 152×56 cm 152×56 cm 152×56 cm 152×51 cm 152×51 cm 152×51 cm 152×51 cm 152×51 cm 

デッキ高さ 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm 19 cm 19 cm 19 cm 19 cm 19 cm 

リアローラー径 88.9 mm 88.9 mm 88.9 mm 88.9 mm 75.7 mm 75.7 mm 75.7 mm 75.7 mm 75.7 mm

傾斜率 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15％ （590kg推力 傾斜モーター） 0-15％ （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （390kg推力 傾斜モーター）

速度 0.8 - 24.1 km/h 0.8 - 24.1 km/h 0.8 - 24.1 km/h 0.8 - 24.1 km/h 0.8 - 20 km/h 前進：0.16-19.3km
後進：0.16-6.4km

前進：0.16-19.3km
後進：0.16-6.4km

200V : 0.8 - 20 km/h
100V :  0.8 - 16 km/h 

200V : 0.8 - 20 km/h
100V :  0.8 - 16km/h

心拍センサー/レシーバー ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯

■ ドライブシステム

モーター Matrix 5.0 hp AC Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 5.0 hp AC Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 5.0 hp AC Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 5.0 hp AC Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 4.2 hp Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 4.2 hp Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 4.2 hp Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 4.2 hp Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 3.0 hp Dynamic  
Response Drive System™

■ コンソール
ディスプレイタイプ 19インチタッチスクリーンLCD 16 インチタッチスクリーンLCD ドットマトリックスLED ドットマトリックスLED 16インチタッチスクリーンLCD 16インチタッチスクリーンLCD ドットマトリックスLED ドットマトリックスLED アルファヌメリックLED

Vista Clear テレビシステム ◯ ◯ - - ◯ ◯（3xe画面に切替時のみ） - - -

表示項目
時間/距離/カロリー/時間消費カロ
リー/速度 /傾斜 /ペース/心拍数 /
METs/ワット/プロファイル/高低差

時間/距離/カロリー/時間消費カロ
リー/速度 /傾斜 /ペース/心拍数 /
METs/ワット/プロファイル/高低差

速度 /傾斜 /距離 /経過時間 /心
拍数

時間 /距離 /カロリー/時間消費
カロリー/速度/傾斜/ペース/心
拍数/METs/ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/時間消費
カロリー/速度/傾斜/ペース/心
拍数/METs/ワット/プロファイル

時間/距離/カロリー/時間消費カロリー/速
度/傾斜/ペース/心拍数/METs/ワット/プ
ロファイル/シンプル画面モード/前進/後進

時間/距離/カロリー/時間消費カロリー
/速度/傾斜/ペース/心拍数/METs/
ワット/プロファイル/前進/後進

時間/距離/カロリー/時間消費カロ
リー/速度 /傾斜 /ペース/心拍数 /
METs/ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /傾斜 /
ペース/心拍数

マルチ言語表示

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/
韓国語 /スウェーデン語 /フインランド
語/ロシア語/アラビア語/トルコ語/ポー
ランド語/ウェールズ語/バスク語/ベト
ナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/
韓国語 /スウェーデン語 /フインランド
語/ロシア語/アラビア語/トルコ語/ポー
ランド語/ウェールズ語/バスク語/ベト
ナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/オ
ランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語/フィンランド語/トルコ語
/ポーランド語

日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/オ
ランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語 /フインランド語 /ロシア
語 /トルコ語 /ポーランド語 /デ
ンマーク語

日本語 /英語 /ドイツ語 /フランス
語 /イタリア語 /スペイン語 /オラ
ンダ語 /ポルトガル語 /簡体中国
語/繁体中国語/韓国語/スウェー
デン語/フインランド語/ロシア語/
アラビア語 /トルコ語 /ポーランド
語/バスク語/ウェールズ語/ベト
ナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/オ
ランダ語 /ポルトガル語 /簡体中
国語 / 繁体中国語 / 韓国語 /ス
ウェーデン語 /フインランド語 /
ロシア語/アラビア語/トルコ語/
ポーランド語

マネージャーメニューから選択：
日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語 /イタリア語 /スペイン語 /
オランダ語 /ポルトガル語 /ス
ウェーデン語 /フィンランド語 /
トルコ語 /ポーランド語 /ロシア
語/デンマーク語

マネージャーメニューから選択：日本
語/英語/ドイツ語/フランス語/イタ
リア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語 /スウェーデン語 /フイン
ランド語/トルコ語/ポーランド語

マネージャーメニューから選択：日本
語/英語/ドイツ語/フランス語/イタ
リア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語 /スウェーデン語 /フイン
ランド語/トルコ語/ポーランド語

トレーニングプログラム

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃
焼 /スプリント8/目標心拍数 /イン
ターバル/体力テスト（Gerkin/陸軍
/空軍/海軍/海兵隊/PEB）/カロリー
ゴール/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃
焼 /スプリント8/目標心拍数 /イン
ターバル/体力テスト（Gerkin/陸軍
/空軍/海軍/海兵隊/PEB）/カロリー
ゴール/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル

マニュアル/ローリングヒル/脂
肪燃焼 /スプリント8/5K/目標
心拍数 /体力テスト（Gerkin/陸
軍 /空軍 /海軍 /海兵隊 /PEB）/
WFI

マニュアル/ローリングヒル/心
拍 数 / 脂 肪 燃 焼 / 体 力テスト

（Gerkin/ PEB/陸軍/海軍/空
軍/海兵隊）/カロリーゴール/距
離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/心
拍数 /5k/脂肪燃焼 /体力テスト

（Gerkin/PEB/陸軍 /海軍 /空
軍/海兵隊）

マニュアル/ローリングヒル/脂
肪燃焼 /5K/10K/目標心拍数 /
体力テスト（Gerkin/ 陸軍 / 空
軍/海軍/海兵隊/PEB/WFI）

マニュアル/ローリングヒル/心拍数
/5k/10k/ 脂 肪 燃 焼 / 体力テスト

（Gerkin/PEB/陸軍 /海軍 /空軍 /
海兵隊/WFI）

マニュアル/ローリングヒル/心拍数
/5k/10k/ 脂 肪 燃 焼 / 体力テスト

（Gerkin)

バーチャルアクティブ ◯ オプション - - オプション オプション（3xe画面に切替時のみ） - - -

WiFi接続 ◯ ◯ オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

アセットマネジメント ◯ ◯ オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション

パーソナルトレーナー・ポータル オプション オプション - - オプション オプション - - -

Bluetooth接続 ◯ ◯ - - オプション オプション - - -

USB 接続 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯

RFID オプション オプション オプション オプション オプション - - - -

ファン（送風） ◯ ◯ ◯ ◯ - - - - -

クロスバーグリップ クイックスタート、ストップ、クール
ダウン、速度、傾斜コントロール

クイックスタート、ストップ、クール
ダウン、速度、傾斜コントロール

クイックスタート、ストップ、クール
ダウン、速度、傾斜コントロール

クイックスタート、ストップ、クール
ダウン、速度、傾斜コントロール - - - - -

■ スペック
マシンサイズ ( L×W×H ) 215×93×161 cm 215×93×161 cm 215×93×161 cm 215×93×161 cm 215×85×142 cm 215×85×142 cm 215×85×142 cm 215×85×142 cm 215×85×142 cm

本体重量 181 kg 181 kg 179 kg 179 kg 173 kg 173 kg 172 kg 172 kg 153 kg 

最大使用者重量 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 200V : 182 kg / 100V : 159kg 159 kg

電源 200v 200v 200v 200v 200v 200v 200V 200v /100v 200v /100v

トレッドミル
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T7xi Treadmill T7xe Treadmill T5x GT Treadmill T5x Treadmill T3xe Treadmill T3xh Treadmill T3xm Treadmill T3x Treadmill T1x Treadmill

■ フィーチャー

デッキタイプ Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

Ultimate™ハードワックス
リバーシブルデッキ

ベルトタイプ Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造 Habisat - 2層構造

ランニングエリア 152×56 cm 152×56 cm 152×56 cm 152×56 cm 152×51 cm 152×51 cm 152×51 cm 152×51 cm 152×51 cm 

デッキ高さ 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm 19 cm 19 cm 19 cm 19 cm 19 cm 

リアローラー径 88.9 mm 88.9 mm 88.9 mm 88.9 mm 75.7 mm 75.7 mm 75.7 mm 75.7 mm 75.7 mm

傾斜率 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15％ （590kg推力 傾斜モーター） 0-15％ （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （590kg推力 傾斜モーター） 0-15% （390kg推力 傾斜モーター）

速度 0.8 - 24.1 km/h 0.8 - 24.1 km/h 0.8 - 24.1 km/h 0.8 - 24.1 km/h 0.8 - 20 km/h 前進：0.16-19.3km
後進：0.16-6.4km

前進：0.16-19.3km
後進：0.16-6.4km

200V : 0.8 - 20 km/h
100V :  0.8 - 16 km/h 

200V : 0.8 - 20 km/h
100V :  0.8 - 16km/h

心拍センサー/レシーバー ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯

■ ドライブシステム

モーター Matrix 5.0 hp AC Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 5.0 hp AC Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 5.0 hp AC Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 5.0 hp AC Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 4.2 hp Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 4.2 hp Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 4.2 hp Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 4.2 hp Dynamic  
Response Drive System™

Matrix 3.0 hp Dynamic  
Response Drive System™

■ コンソール
ディスプレイタイプ 19インチタッチスクリーンLCD 16 インチタッチスクリーンLCD ドットマトリックスLED ドットマトリックスLED 16インチタッチスクリーンLCD 16インチタッチスクリーンLCD ドットマトリックスLED ドットマトリックスLED アルファヌメリックLED

Vista Clear テレビシステム ◯ ◯ - - ◯ ◯（3xe画面に切替時のみ） - - -

表示項目
時間/距離/カロリー/時間消費カロ
リー/速度 /傾斜 /ペース/心拍数 /
METs/ワット/プロファイル/高低差

時間/距離/カロリー/時間消費カロ
リー/速度 /傾斜 /ペース/心拍数 /
METs/ワット/プロファイル/高低差

速度 /傾斜 /距離 /経過時間 /心
拍数

時間 /距離 /カロリー/時間消費
カロリー/速度/傾斜/ペース/心
拍数/METs/ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/時間消費
カロリー/速度/傾斜/ペース/心
拍数/METs/ワット/プロファイル

時間/距離/カロリー/時間消費カロリー/速
度/傾斜/ペース/心拍数/METs/ワット/プ
ロファイル/シンプル画面モード/前進/後進

時間/距離/カロリー/時間消費カロリー
/速度/傾斜/ペース/心拍数/METs/
ワット/プロファイル/前進/後進

時間/距離/カロリー/時間消費カロ
リー/速度 /傾斜 /ペース/心拍数 /
METs/ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /傾斜 /
ペース/心拍数

マルチ言語表示

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/
韓国語 /スウェーデン語 /フインランド
語/ロシア語/アラビア語/トルコ語/ポー
ランド語/ウェールズ語/バスク語/ベト
ナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/
韓国語 /スウェーデン語 /フインランド
語/ロシア語/アラビア語/トルコ語/ポー
ランド語/ウェールズ語/バスク語/ベト
ナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/オ
ランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語/フィンランド語/トルコ語
/ポーランド語

日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/オ
ランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語 /フインランド語 /ロシア
語 /トルコ語 /ポーランド語 /デ
ンマーク語

日本語 /英語 /ドイツ語 /フランス
語 /イタリア語 /スペイン語 /オラ
ンダ語 /ポルトガル語 /簡体中国
語/繁体中国語/韓国語/スウェー
デン語/フインランド語/ロシア語/
アラビア語 /トルコ語 /ポーランド
語/バスク語/ウェールズ語/ベト
ナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/オ
ランダ語 /ポルトガル語 /簡体中
国語 / 繁体中国語 / 韓国語 /ス
ウェーデン語 /フインランド語 /
ロシア語/アラビア語/トルコ語/
ポーランド語

マネージャーメニューから選択：
日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語 /イタリア語 /スペイン語 /
オランダ語 /ポルトガル語 /ス
ウェーデン語 /フィンランド語 /
トルコ語 /ポーランド語 /ロシア
語/デンマーク語

マネージャーメニューから選択：日本
語/英語/ドイツ語/フランス語/イタ
リア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語 /スウェーデン語 /フイン
ランド語/トルコ語/ポーランド語

マネージャーメニューから選択：日本
語/英語/ドイツ語/フランス語/イタ
リア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語 /スウェーデン語 /フイン
ランド語/トルコ語/ポーランド語

トレーニングプログラム

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃
焼 /スプリント8/目標心拍数 /イン
ターバル/体力テスト（Gerkin/陸軍
/空軍/海軍/海兵隊/PEB）/カロリー
ゴール/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃
焼 /スプリント8/目標心拍数 /イン
ターバル/体力テスト（Gerkin/陸軍
/空軍/海軍/海兵隊/PEB）/カロリー
ゴール/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル

マニュアル/ローリングヒル/脂
肪燃焼 /スプリント8/5K/目標
心拍数 /体力テスト（Gerkin/陸
軍 /空軍 /海軍 /海兵隊 /PEB）/
WFI

マニュアル/ローリングヒル/心
拍 数 / 脂 肪 燃 焼 / 体 力テスト

（Gerkin/ PEB/陸軍/海軍/空
軍/海兵隊）/カロリーゴール/距
離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/心
拍数 /5k/脂肪燃焼 /体力テスト

（Gerkin/PEB/陸軍 /海軍 /空
軍/海兵隊）

マニュアル/ローリングヒル/脂
肪燃焼 /5K/10K/目標心拍数 /
体力テスト（Gerkin/ 陸軍 / 空
軍/海軍/海兵隊/PEB/WFI）

マニュアル/ローリングヒル/心拍数
/5k/10k/ 脂 肪 燃 焼 / 体力テスト

（Gerkin/PEB/陸軍 /海軍 /空軍 /
海兵隊/WFI）

マニュアル/ローリングヒル/心拍数
/5k/10k/ 脂 肪 燃 焼 / 体力テスト

（Gerkin)

バーチャルアクティブ ◯ オプション - - オプション オプション（3xe画面に切替時のみ） - - -

WiFi接続 ◯ ◯ オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

アセットマネジメント ◯ ◯ オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション

パーソナルトレーナー・ポータル オプション オプション - - オプション オプション - - -

Bluetooth接続 ◯ ◯ - - オプション オプション - - -

USB 接続 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯

RFID オプション オプション オプション オプション オプション - - - -

ファン（送風） ◯ ◯ ◯ ◯ - - - - -

クロスバーグリップ クイックスタート、ストップ、クール
ダウン、速度、傾斜コントロール

クイックスタート、ストップ、クール
ダウン、速度、傾斜コントロール

クイックスタート、ストップ、クール
ダウン、速度、傾斜コントロール

クイックスタート、ストップ、クール
ダウン、速度、傾斜コントロール - - - - -

■ スペック
マシンサイズ ( L×W×H ) 215×93×161 cm 215×93×161 cm 215×93×161 cm 215×93×161 cm 215×85×142 cm 215×85×142 cm 215×85×142 cm 215×85×142 cm 215×85×142 cm

本体重量 181 kg 181 kg 179 kg 179 kg 173 kg 173 kg 172 kg 172 kg 153 kg 

最大使用者重量 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 200V : 182 kg / 100V : 159kg 159 kg

電源 200v 200v 200v 200v 200v 200v 200V 200v /100v 200v /100v

A7xi Ascent Trainer™ A7xe Ascent Trainer™ A5x Ascent Trainer™ A3xe Ascent Trainer™ A3x Ascent Trainer™

■ フィーチャー
ストライド幅 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51-61 cm 51 - 61 cm 

心拍センサー/レシーバー ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

衝撃緩和フットパッドクッション ◯ ◯ ◯ - -

傾斜幅 15 度 15 度 15度 15度 15 度

Qファクター 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm

ハンドルバーデザイン マルチポジション
プレミアムエルゴベンド 

マルチポジション
プレミアムエルゴベンド 

マルチポジション
プレミアムエルゴベンド  

マルチポジション
デュアルアクション

マルチポジション
デュアルアクション 

ハンドルバーコントロール ◯ ◯ ○ ◯ ◯

■ レジスタンスシステム
テクノロジー Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator

電源 100V セルフパワー セルフパワー セルフパワー セルフパワー

最小ワット数 4 57 24 24 24

最小RPM 10 25 25 25 25

■ コンソール
ディスプレイタイプ 16インチタッチスクリーンLCD 16インチタッチスクリーンLCD LED 10.1インチタッチスクリーンLCD LED

Vista Clear テレビシステム ◯ ◯ - ◯ -

表示項目
時間 /距離 /カロリー/時間消
費カロリー/速度 /傾斜 /回転
数 / 心拍数 /METs/ペース/
ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/時間消
費カロリー/速度 /傾斜 /回転
数 / 心拍数 /METs/ペース/
ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /
傾斜/レベル/回転数/心拍数
/METs/ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /
傾斜/レベル/回転数/心拍数
/METs/ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /
傾斜/レベル/回転数/心拍数
/METs/ワット/プロファイル

マルチ言語表示

日本語/英語/ドイツ語/フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/
オランダ語 /ポルトガル語 /簡
体中国語 /繁体中国語 /韓国
語/スウェーデン語/フインラン
ド語/ロシア語/アラビア語/ト
ルコ語 /ポーランド語 /ウェー
ルズ語/バスク語/ベトナム語/
ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/
オランダ語 /ポルトガル語 /簡
体中国語 /繁体中国語 /韓国
語/スウェーデン語/フインラン
ド語/ロシア語/アラビア語/ト
ルコ語 /ポーランド語 /ウェー
ルズ語/バスク語/ベトナム語/
ソマリ語/デンマーク語

日本語 /英語 /ドイツ語 /フラ
ンス語 /イタリア語 /スペイン
語 /オランダ語 /ポルトガル語
/スウェーデン語 /フインラン
ド語/ロシア語/トルコ語/ポー
ランド語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/
オランダ語 /ポルトガル語 /簡
体中国語 /繁体中国語 /韓国
語/スウェーデン語/フインラン
ド語/ロシア語/アラビア語/ト
ルコ語 /ポーランド語 /ウェー
ルズ語/バスク語/ベトナム語/
ソマリ語/デンマーク語

マネージャーメニューから選
択：日本語 /英語 /ドイツ語 /
フランス語 /イタリア語 /スペ
イン語 /オランダ語 /ポルトガ
ル語 /スウェーデン語 /フイン
ランド語 /トルコ語 /ポーラン
ド語

レジスタンスレベル 25 25 25 25 25

トレーニングプログラム

マニュアル/ローリングヒル/
脂肪燃焼 /スプリント8/目標
心拍数 /インターバル/ヒップ
アップトレーニング /一定ワッ
ト/体力テスト/カロリーゴー
ル/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/
脂肪燃焼 /スプリント8/目標
心拍数 /インターバル/ヒップ
アップトレーニング /一定ワッ
ト/体力テスト/カロリーゴー
ル/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/
脂肪燃焼 /スプリント8/目標
心拍数 /インターバル/ヒップ
アップトレーニング /一定ワッ
ト/体力テスト

マニュアル/ローリングヒル/
脂肪燃焼 /目標心拍数 /イン
ターバル/ヒップアップトレー
ニング /一定ワット/体力テス
ト/カロリーゴール/距離ゴー
ル/時間ゴール

マニュアル/インターバル/脂
肪燃焼/一定ワット/体力テス
ト/目標心拍数

バーチャルアクティブ ◯ オプション - オプション -

WiFi接続 ◯ ◯ オプション オプション オプション

アセットマネジメント ◯ ◯ オプション オプション オプション

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション オプション オプション オプション オプション

パーソナルトレーナー・ポータル オプション オプション - オプション -

Bluetooth接続 ◯ ◯ - オプション -

USB 接続 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

RFID オプション オプション オプション オプション -

ファン（送風） ◯ ◯ ◯ - -

■ スペック
マシンサイズ (L×W×H) 178×74×174 cm 178×74×174 cm 178×74×174 cm  178×74×171 cm  178×74×171 cm  

本体重量 203 kg 203 kg 201 kg 201 kg 201 kg 

最大使用者重量 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg

トレッドミル アセントトレーナー
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E7xi Elliptical E7xe Elliptical E5x Elliptical E3xe Elliptical E3x Elliptical E1x Elliptical

■ フィーチャー

ストライド幅 53 cm   53 cm   53 cm 53 cm 53 cm   48 cm

心拍センサー/レシーバー ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

衝撃緩和フットパッドクッション - - - - - -

傾斜幅 - - - - - - 

Qファクター 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm 64mm

ハンドルバーデザイン マルチポジション
デュアルアクション 

マルチポジション
デュアルアクション 

マルチポジション
デュアルアクション 

マルチポジション
デュアルアクション

マルチポジション
デュアルアクション 

マルチポジション
デュアルアクション 

ハンドルバーコントロール ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯

■ レジスタンスシステム

テクノロジー Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator

電源 100V セルフパワー セルフパワー セルフパワー セルフパワー セルフパワー

最小ワット数 4 56 21 21 21 21

最小RPM 10 25 25 25 25 25

■ コンソール

ディスプレイタイプ 16インチタッチスクリーンLCD 16 インチタッチスクリーンLCD LED 10.1インチタッチスクリーンLCD LED LED

Vista Clear テレビシステム ◯ ◯ - ◯ - -

表示項目
時間 / 距離 /カロリー/ 時間消費カロ
リー/ 速度 /回転数 / 心拍数 /METs/
ペース/ワット/プロファイル

時間 / 距離 /カロリー/ 時間消費カロ
リー/ 速度 /回転数 / 心拍数 /METs/
ペース/ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レベル /
回転数 /心拍数 /METs/ワット/プロ
ファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レベル /
回転数 /心拍数 /METs/ワット/プロ
ファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レベル /
回転数 /心拍数 /METs/ワット/プロ
ファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レベル /
回転数/心拍数/METs/ワット

マルチ言語表示

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/
韓国語 /スウェーデン語 /フインランド
語 /ロシア語 /アラビア語 /トルコ語 /
ポーランド語 /ウェールズ語 /バスク語
/ベトナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/
韓国語 /スウェーデン語 /フインランド
語 /ロシア語 /アラビア語 /トルコ語 /
ポーランド語 /ウェールズ語 /バスク語
/ベトナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語 /スウェーデン語 /フインラ
ンド語 /ロシア語 /トルコ語 /ポーラン
ド語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語 /スペイン語 /オランダ語 /ポ
ルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/
韓国語 /スウェーデン語 /フインランド
語 /ロシア語 /アラビア語 /トルコ語 /
ポーランド語 /ウェールズ語 /バスク語
/ベトナム語/ソマリ語/デンマーク語

マネージャーメニューから選択：日本語
/英語 /ドイツ語 /フランス語 /イタリア
語 /スペイン語 /オランダ語 /ポルトガ
ル語/スウェーデン語/フインランド語/
トルコ語/ポーランド語

マネージャーメニューから選択：日本語
/英語 /ドイツ語 /フランス語 /イタリア
語 /スペイン語 /オランダ語 /ポルトガ
ル語/スウェーデン語/フインランド語/
トルコ語/ポーランド語

レジスタンスレベル 25 25 25 25 25 30

トレーニングプログラム
マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼
/スプリント8/目標心拍数/インターバ
ル/一定ワット/体力テスト/カロリー
ゴール/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼
/スプリント8/目標心拍数/インターバ
ル/一定ワット/体力テスト/カロリー
ゴール/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼
/スプリント8/目標心拍数/インターバ
ル/一定ワット/体力テスト

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼
/目標心拍数 /インターバル/一定ワッ
ト/体力テスト/カロリーゴール/距離
ゴール/時間ゴール

マニュアル/インターバル/脂肪燃焼 /
一定ワット/体力テスト/目標心拍数

マニュアル/インターバル/脂肪燃焼 /
目標心拍数/一定ワット/体力テスト

バーチャルアクティブ ◯ オプション - - - -

WiFi接続 ◯ ◯ オプション オプション オプション オプション

アセットマネジメント ◯ ◯ オプション オプション オプション オプション

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション オプション オプション オプション オプション オプション

パーソナルトレーナー・ポータル オプション オプション - オプション - -

Bluetooth接続 ◯ ◯ - オプション - -

USB 接続 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

RFID オプション オプション オプション オプション - -

ファン（送風） ◯ ◯ ◯ - - -

■ スペック

マシンサイズ (L×W×H) 178×74×174 cm 178×74×174 cm 178×74×174 cm 178×74×174 cm 178×74×174 cm 175×74×173 cm

本体重量 183 kg 183 kg 181 kg 181 kg 181 kg 145 kg 

最大使用者重量 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 

エリプティカル
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H7xi Hybrid Cycle™ H7xe Hybrid Cycle™ H5x Hybrid Cycle™ H3xe Hybrid Cycle™ H3x Hybrid Cycle™

■ フィーチャー

心拍センサー/レシーバー ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ハンドルバーデザイン フロントバーティカル フロントバーティカル フロントバーティカル フロントバーティカル フロントバーティカル

クランクデザイン 3ピース 3ピース 3ピース 3ピース 3ピース

アームレスト ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ハンドルバーコントロール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

■ レジスタンスシステム

テクノロジー Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator

電源 100V セルフパワー セルフパワー セルフパワー セルフパワー

最小ワット 4 10 7 7 7

最小RPM 25 25 25 25 25

■ コンソール

ディスプレイタイプ 16インチ タッチスクリーンLCD 16 インチタッチスクリーンLCD LED 10.1インチタッチスクリーンLCD LED

Vista Clear テレビシステム ◯ ◯ - ◯ -

表示項目
時間 /距離 /カロリー/時間消費カロリー/速度
/レベル/回転数 /心拍数 /METs/ワット/プロ
ファイル/ペース

時間 /距離 /カロリー/時間消費カロリー/速度
/レベル/回転数 /心拍数 /METs/ワット/プロ
ファイル/ペース

時間 /距離 /カロリー/速度 /レベル/回転数 /
心拍数/METs/ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レベル/回転数 /
心拍数/METs/ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レベル/回転数 /
心拍数/METs/ワット/プロファイル

マルチ言語表示

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語 /オランダ語 /ポルトガル語 /簡体
中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/
フインランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ語
/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベトナ
ム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語 /オランダ語 /ポルトガル語 /簡体
中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/
フインランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ語
/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベトナ
ム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイ                 ン語/オランダ語/ポルトガ
ル語 /スウェーデン語 /フインランド語 /ロシア
語/トルコ語/ポーランド語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語 /オランダ語 /ポルトガル語 /簡体
中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/
フインランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ語
/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベトナ
ム語/ソマリ語/デンマーク語

マネージャーメニューから選択：日本語 /英語 /
ドイツ語 /フランス語 /イタリア語 /スペイン語 /
オランダ語 /ポルトガル語 /スウェーデン語 /フ
インランド語/トルコ語/ポーランド語

レジスタンスレベル 30 30 30 30 30

トレーニングプログラム
マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼 /スプリ
ント8/目標心拍数 /インターバル/一定ワット/
体力テスト/カロリーゴール/距離ゴール/時間
ゴール

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼 /スプリ
ント8/目標心拍数 /インターバル/一定ワット/
体力テスト/カロリーゴール/距離ゴール/時間
ゴール

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼 /目標心
拍数/インターバル/一定ワット/体力テスト/ス
プリント8

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼 /目標心
拍数/インターバル/一定ワット/体力テスト/カ
ロリーゴール/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル/インターバル/脂肪燃焼 /一定ワッ
ト/体力テスト/目標心拍数

バーチャルアクティブ ◯ オプション - オプション -

WiFi接続 ◯ ◯ オプション オプション オプション

アセットマネジメント ◯ ◯ オプション オプション オプション

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション オプション オプション オプション オプション

パーソナルトレーナー・ポータル オプション オプション - オプション -

Bluetooth接続 ◯ ◯ - オプション -

USB 接続 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

RFID オプション オプション オプション オプション -

ファン（送風） ◯ ◯ ◯ - -

■ スペック

マシンサイズ ( L×W×H ) 147×66×157 cm 147×66×157 cm 147×66×157 cm 147×66×154 cm 147×66×154 cm 

本体重量 101 kg 100 kg 98 kg 97 kg 97 kg

最大使用者重量 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 

ハイブリットサイクル
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R7xi Recumbent Bike R7xe Recumbent Bike R5x Recumbent Bike R3xe Recumbent Bike R3xm Recumbent Bike R3x Recumbent Bike R1x Recumbent Bike

■ フィーチャー

心拍センサー/レシーバー ◯ ◯ ○ ◯ ○ ◯ ○

ハンドルバーデザイン シートサイド、
フロントホリゾンタル

シートサイド、
フロントホリゾンタル

シートサイド、
フロントホリゾンタル

シートサイド、
フロントホリゾンタル

シートサイド、
フロントエルゴベント

シートサイド、
フロントホリゾンタル

シートサイド、
フロントバーティカル

クランクデザイン 3ピース 3ピース 3ピース 3ピース ユーザー調節クランク 3ピース 3ピース

ハンドルバーコントロール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■ レジスタンスシステム

テクノロジー Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless generator Brushless Generator Brushless Generator

電源 100V セルフパワー セルフパワー セルフパワー セルフパワー セルフパワー セルフパワー

最小ワット 4 10 7 7 7 7 7

最小RPM 25 25 25 25 25 25 25

■ コンソール

ディスプレイタイプ 16インチタッチスクリーンLCD 16 インチタッチスクリーンLCD LED 10.1インチタッチスクリーンLCD LED LED LED

Vista Clear テレビシステム ◯ ◯ - ◯ - - -

表示項目

時間 /距離 /カロリー/時間消費
カロリー/速度/レベル/回転数/
心拍数 /METs/ワット/プロファ
イル/ペース

時間 /距離 /カロリー/時間消費
カロリー/速度/レベル/回転数/
心拍数 /METs/ワット/プロファ
イル/ペース

時間 /距離 /カロリー/速度 /レ
ベル /回転数 / 心拍数 /METs/
ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レ
ベル /回転数 / 心拍数 /METs/
ワット/プロファイル

時間/距離/カロリー/レベル/
速度/回転数/心拍数/METs/
ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レ
ベル /回転数 / 心拍数 /METs/
ワット/プロファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レ
ベル /回転数 / 心拍数 /METs/
ワット

マルチ言語表示

日本語/英語/ドイツ語/フランス
語 /イタリア語 /スペイン語 /オラ
ンダ語 /ポルトガル語 /簡体中国
語/繁体中国語/韓国語/スウェー
デン語/フインランド語/ロシア語
/アラビア語 /トルコ語 /ポーラン
ド語/ウェールズ語/バスク語/ベ
トナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス
語 /イタリア語 /スペイン語 /オラ
ンダ語 /ポルトガル語 /簡体中国
語/繁体中国語/韓国語/スウェー
デン語/フインランド語/ロシア語
/アラビア語 /トルコ語 /ポーラン
ド語/ウェールズ語/バスク語/ベ
トナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/オ
ランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語 /フインランド語 /ロシア
語 /トルコ語 /ポーランド語 /デ
ンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス
語 /イタリア語 /スペイン語 /オラ
ンダ語 /ポルトガル語 /簡体中国
語/繁体中国語/韓国語/スウェー
デン語/フインランド語/ロシア語
/アラビア語 /トルコ語 /ポーラン
ド語/ウェールズ語/バスク語/ベ
トナム語/ソマリ語/デンマーク語

マネージャーメニューから選択：
日本語/英語/ドイツ語/フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/オ
ランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語/フィンランド語/トルコ語
/ポーランド語

マネージャーメニューから選択：
日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/オ
ランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語 /フインランド語 /トルコ
語/ポーランド語

マネージャーメニューから選択：
日本語 /英語 /ドイツ語 /フラン
ス語/イタリア語/スペイン語/オ
ランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語 /フインランド語 /トルコ
語/ポーランド語

レジスタンスレベル 30 30 30 30 30 30 30

トレーニングプログラム

マニュアル/ローリングヒル/脂
肪燃焼 /スプリント8/目標心拍
数 /インターバル / 一定ワット/
体力テスト/カロリーゴール/距
離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/脂
肪燃焼 /スプリント8/目標心拍
数 /インターバル / 一定ワット/
体力テスト/カロリーゴール/距
離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/脂
肪燃焼/目標心拍数/インターバ
ル/一定ワット/体力テスト/スプ
リント8

マニュアル/ローリングヒル/脂
肪燃焼/目標心拍数/インターバ
ル/一定ワット/体力テスト/カロ
リーゴール / 距離ゴール / 時間
ゴール

マニュアル/脂肪燃焼 /目標心拍
数 /インターバル / 一定ワット/
体力テスト

マニュアル/脂肪燃焼 /目標心拍
数 /インターバル / 一定ワット/
体力テスト

マニュアル/脂肪燃焼 /目標心拍
数 /インターバル / 一定ワット/
体力テスト

バーチャルアクティブ ◯ オプション - オプション - - -

WiFi接続 ◯ ◯ オプション オプション オプション オプション オプション

アセットマネジメント ◯ ◯ オプション オプション オプション オプション オプション

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション オプション オプション オプション - オプション オプション

パーソナルトレーナー・ポータル オプション オプション - オプション - - -

Bluetooth接続 ◯ ◯ - オプション - - -

USB 接続 ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯

RFID オプション オプション オプション オプション - - -

ファン（送風） ◯ ◯ ◯ - - - -

■ スペック

マシンサイズ ( L×W×H ) 151×66×140 cm 151×66×140 cm 151×66×140 cm 151×66×140 cm 151×66×140 cm 151×66×140 cm 154×68×146 cm

本体重量 91 kg 89 kg 89 kg 88 kg 88 kg 88 kg 83 kg

最大使用者重量 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg

リカンベントサイクル

121  SPECIFICATIONS



U7xi Upright Bike U7xe Upright Bike U5x Upright Bike U3xe Upright Bike U3x Upright Bike U1x Upright Bike

■ フィーチャー

心拍センサー/レシーバー ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ○

ハンドルバーデザイン レーシングスタイル レーシングスタイル レーシングスタイル レーシングスタイル レーシングスタイル レーシングスタイル

クランクデザイン 3ピース 3ピース 3ピース 3ピース 3ピース 3ピース

ハンドルバーコントロール ◯ ◯ ○ ◯ ◯ -

■ レジスタンスシステム

テクノロジー Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator Brushless Generator

電源 100V セルフパワー セルフパワー セルフパワー セルフパワー セルフパワー

最小ワット 4 10 7 7 7 7

最小RPM 25 25 25 25 25 25

■ コンソール

ディスプレイタイプ 16インチタッチスクリーン 16 インチタッチスクリーンLCD LED 10.1インチタッチスクリーンLCD LED LED

Vista Clear テレビシステム ◯ ◯ - ◯ - -

表示項目
時間/距離/カロリー/時間消費カロ
リー/速度/レベル/回転数/心拍数/
METs/ワット/プロファイル/ペース

時間/距離/カロリー/時間消費カロ
リー/速度/レベル/回転数/心拍数/
METs/ワット/プロファイル/ペース

時間 /距離 /カロリー/速度 /レベル /
回転数 /心拍数 /METs/ワット/プロ
ファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レベル /
回転数 /心拍数 /METs/ワット/プロ
ファイル

時間 /距離 /カロリー/速度 /レベル /
回転数 /心拍数 /METs/ワット/プロ
ファイル

時間/距離/カロリー/速度/レベル/
回転数/心拍数/METs/ワット

マルチ言語表示

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語/スペイン語/オランダ語/ポ
ルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/
韓国語/スウェーデン語/フインランド
語/ロシア語/アラビア語/トルコ語/
ポーランド語/ウェールズ語/バスク語
/ベトナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語/スペイン語/オランダ語/ポ
ルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/
韓国語/スウェーデン語/フインランド
語/ロシア語/アラビア語/トルコ語/
ポーランド語/ウェールズ語/バスク語
/ベトナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語/スペイン語/オランダ語/ポ
ルトガル語/スウェーデン語/フインラ
ンド語/ロシア語/トルコ語/ポーラン
ド語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イ
タリア語/スペイン語/オランダ語/ポ
ルトガル語/簡体中国語/繁体中国語/
韓国語/スウェーデン語/フインランド
語/ロシア語/アラビア語/トルコ語/
ポーランド語/ウェールズ語/バスク語
/ベトナム語/ソマリ語/デンマーク語

マネージャーメニューから選択：日本語
/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア
語/スペイン語/オランダ語/ポルトガ
ル語/スウェーデン語/フインランド語/
トルコ語/ポーランド語

マネージャーメニューから選択：日本語
/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア
語/スペイン語/オランダ語/ポルトガ
ル語/スウェーデン語/フインランド語/
トルコ語/ポーランド語

レジスタンスレベル 30 30 30 30 30 30

トレーニングプログラム

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼
/スプリント8/目標心拍数/インターバ
ル/一定ワット/体力テスト/カロリー
ゴール/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼
/スプリント8/目標心拍数/インターバ
ル/一定ワット/体力テスト/カロリー
ゴール/距離ゴール/時間ゴール

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼
/目標心拍数/インターバル/一定ワッ
ト/体力テスト/スプリント8

マニュアル/脂肪燃焼/目標心拍数/イ
ンターバル/一定ワット/体力テスト/
カロリーゴール/距離ゴール/時間ゴー
ル

マニュアル/脂肪燃焼/目標心拍数/イ
ンターバル/一定ワット/体力テスト

マニュアル/脂肪燃焼/目標心拍数/イ
ンターバル/一定ワット/体力テスト

バーチャルアクティブ ◯ オプション - オプション - -

WiFi接続 ◯ ◯ オプション オプション オプション オプション

アセットマネジメント ◯ ◯ オプション オプション オプション オプション

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション オプション オプション オプション オプション オプション

パーソナルトレーナー・ポータル オプション オプション - オプション - -

Bluetooth接続 ◯ ◯ - オプション - -

USB 接続 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

RFID オプション オプション オプション オプション - -

ファン（送風） ◯ ◯ ◯ - - -

■ スペック

マシンサイズ ( L×W×H ) 131×66×154 cm 131×66×154 cm 131×66×154 cm 131×66×154 cm 131×66×154 cm 115×66×147 cm

本体重量 90 kg 88 kg 88 kg 87 kg 87 kg 88 kg

最大使用者重量 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg

アップライトサイクル
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C7xi ClimbMill C7xe ClimbMill C5x ClimbMill C3xe ClimbMill C3x ClimbMill

■ フィーチャー

ステップ奥行き 254 mm 254 mm 254 mm 254 mm 254 mm

ステップ高 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm

心拍センサー/レシーバー ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ウルトラノンスリップペダル ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ハンドルバーデザイン オーバーヘッド&
サイドハンドレール

オーバーヘッド&
サイドハンドレール

オーバーヘッド&
サイドハンドレール

オーバーヘッド&
サイドハンドレール

オーバーヘッド&
サイドハンドレール

ハンドルバーコントロール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

■ レジスタンスシステム

テクノロジー ECBフライホイール ECBフライホイール ECBフライホイール ECBフライホイール ECBフライホイール

電源 100V 100V 100V 100V 100V

■ コンソール

ディスプレイタイプ 16インチタッチスクリーンLCD 16 インチタッチスクリーンLCD LED 10.1インチタッチスクリーンLCD LED

Vista Clear テレビシステム ◯ ◯ - ◯ -

表示項目
時間 /スピード/カロリー/時間消費カロリー/
ステップ数 /SPM/ 平均SPM/ 階数 /心拍数 /
METs/ワット/プロファイル

時間 /スピード/カロリー/時間消費カロリー/
ステップ数 /SPM/平均SPM/階数 /心拍数 /
METs/ワット/プロファイル

時間/カロリー/時間消費カロリー/ステップ数/
レベ ル /SPM/ 平 均 SPM/ 階 数 / 心 拍 数 /
METs/ワット/プロファイル

時間 /階数 /カロリー/METs/ワット/レベル/
心拍数/SPM/

時間 /階数 /カロリー/METs/ワット/レベル/
心拍数/SPM/

マルチ言語表示

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/簡体
中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/
フインランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ
語/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベ
トナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/簡体
中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/
フインランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ
語/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベ
トナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語/フインランド語/ロシア語/トルコ語/ポー
ランド語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/簡体
中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/
フインランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ
語/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベ
トナム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語/フインランド語/トルコ語/ポーランド
語

レジスタンスレベル 25 25 25 25 25

トレーニングプログラム

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼/目標心
拍数/インターバル/体力テスト（Sub-
maximal/ WIFI/CPAT）/カロリーゴール/階
数ゴール/時間ゴール/ランドマーク

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼/目標心
拍数/インターバル/体力テスト（Sub-
maximal/WIFI/CPAT）/カロリーゴール/階
数ゴール/時間ゴール/ランドマーク

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼/目標心
拍数/インターバル/体力テスト（Sub-
maximal/WIFI/CPAT）/カロリーゴール/階
数ゴール/時間ゴール/ランドマーク

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼/目標心
拍数/インターバル/体力テスト（Sub-
maximal/ WIFI/CPAT）/カロリーゴール/階
数ゴール/時間ゴール

マニュアル/脂肪燃焼/目標心拍数/インターバ
ル/体力テスト（Sub-maximal/WIFI/CPAT）
/一定ワット

バーチャルアクティブ ◯ オプション - オプション -

WiFi接続 ◯ ◯ オプション オプション オプション

アセットマネジメント ◯ ◯ オプション オプション オプション

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション オプション オプション オプション オプション

パーソナルトレーナー・ポータル オプション オプション - オプション -

Bluetooth接続 ◯ ◯ - オプション -

USB 接続 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

RFID オプション オプション オプション オプション ◯

ファン（送風） ◯ ◯ ◯ - ◯

■ スペック

マシンサイズ (L×W×H) 165×85×212 cm 165×85×212 cm 165×85×212 cm 138×85×212 cm 138×85×212 cm

本体重量 171 kg 171 kg 168 kg 160 kg 160 kg

最大使用者重量 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg

クライムミル
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S7xi Stepper S7xe Stepper S5x Stepper S3xe Stepper S3x Stepper

■ フィーチャー

ステップ奥行き 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 

心拍センサー/レシーバー ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ウルトラノンスリップペダル ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Qファクター 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 

ハンドルバーデザイン サイドレール+ホーン型 サイドレール+ホーン型 サイドレール+ホーン型 サイドレール+ホーン型 サイドレール+ホーン型

ハンドルバーコントロール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

■ レジスタンスシステム

テクノロジー Hybrid Generator Hybrid Generator Hybrid Generator Hybrid Generator Hybrid Generator

電源 100V 100V セルフパワー セルフパワー セルフパワー

最小ワット 18 18 18 18 18

■ コンソール

ディスプレイタイプ 16インチタッチスクリーンLCD 16 インチタッチスクリーンLCD LED 10.1 インチタッチスクリーンLCD LED

Vista Clear テレビシステム ◯ ◯ - ◯ -

表示項目
時間/ステップ数/カロリー/時間消費カロリー/
レ ベ ル /SPM/ 平 均 SPM/ 階 数 / 心 拍 数 /
METs/ワット/プロファイル/速度/ペース

時間/ステップ数/カロリー/時間消費カロリー/
レベル /SPM/ 平 均 SPM/ 階 数 / 心 拍 数 /
METs/ワット/プロファイル/速度/ペース

時間 /カロリー/ステップ数 /レベル/SPM/平
均SPM/階数/心拍数/METs/ワット/プロファ
イル

時間 /カロリー/速度 /レベル/SPM/階数 /心
拍数/METs/ワット/プロファイル

時間 /カロリー/速度 /レベル/SPM/階数 /心
拍数/METs/ワット/プロファイル

マルチ言語表示

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/簡体
中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/
フインランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ語
/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベトナ
ム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/簡体
中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/
フインランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ語
/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベトナ
ム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語/フインランド語/ロシア語/トルコ語/ポー
ランド語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/簡体
中国語/繁体中国語/韓国語/スウェーデン語/
フインランド語/ロシア語/アラビア語/トルコ語
/ポーランド語/ウェールズ語/バスク語/ベトナ
ム語/ソマリ語/デンマーク語

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
/スペイン語/オランダ語/ポルトガル語/スウェー
デン語/フインランド語/トルコ語/ポーランド
語

レジスタンスレベル 25 25 25 25 25

トレーニングプログラム
マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼/目標心
拍数/インターバル/体力テスト/カロリーゴー
ル/階数ゴール/時間ゴール/ランドマーク

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼/目標心
拍数/インターバル/体力テスト/カロリーゴー
ル/階数ゴール/時間ゴール/ランドマーク

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼/目標心
拍数/インターバル/体力テスト/ランドマーク

マニュアル/ローリングヒル/脂肪燃焼/目標心
拍数/インターバル/体力テスト/カロリーゴー
ル/階数ゴール/時間ゴール

マニュアル/脂肪燃焼/目標心拍数/インターバ
ル/体力テスト/一定ワット

バーチャルアクティブ ◯ オプション - オプション -

WiFi接続 ◯ ◯ オプション オプション オプション

アセットマネジメント ◯ ◯ オプション オプション オプション

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション オプション オプション オプション オプション

パーソナルトレーナー・ポータル オプション オプション - オプション -

Bluetooth接続 ◯ ◯ - オプション -

USB 接続 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

RFID オプション オプション オプション オプション -

ファン（送風） ◯ ◯ ◯ - -

■ スペック

マシンサイズ ( L×W×H ) 114×79×179 cm 114×79×179 cm 114×79×179 cm 114×79×179 cm 114×79×179 cm 

本体重量 118 kg 118 kg 117 kg 117 kg 117 kg 

最大使用者重量 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg 182 kg

ステッパー

SPECIFICATIONS  124



S-Drive Power S-Drive Metrics S-Drive Performance Trainer

■ フィーチャー
パワー（ワット）測定 ○（スレッドバー直結） - -

負荷システム マグネット マグネット マグネット
負荷レベル 11（パラシュート）/8（スレッド） 11（パラシュート）/8（スレッド） 11（パラシュート）/8（スレッド）
ランニングエリア/デッキ高さ 152×51 cm/17.8 cm 152×51 cm/17.8 cm 152×51 cm/17.8 cm

■ コンソール
表示タイプ ターゲットトレーニング/タッチスクリーン バックライト付LCD -

表示項目 時間/距離/カロリー/速度/ワット/心拍数 時間/距離/心拍数/カロリー -

トレーニングプログラム
ターゲットトレーニング（ワット/スピード/
心拍数/距離）/目標ベース（時間/距離/
ワット）/インターバル/ペース/目標心拍
数/スプリント8/SubMax心拍数テスト

マニュアル/インターバル/スプリ
ント8/SubMax心拍数テスト -

心拍計対応 Bluetooth/ANT＋/5kHz Bluetooth/ANT＋/5kHz -

WiFi接続 ○ - -

アセットマネジメント オプション - -

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション - -

RFID対応 オプション - -

■ スペック
電源 100V 100V 不要
マシンサイズ （ L×W×H ）  195×89×150 cm 195×89×150 cm 195×89×150 cm

本体重量 123 kg 123 kg 123 kg

最大使用者重量 182 kg 182 kg 182 kg

S-ドライブ・パフォーマンス・トレーナー
RXP Rower Rower

■ フィーチャー
パワー（ワット）測定 ○ ○
負荷システム マグネット マグネット
負荷レベル 10 10

ハンドルバー ロングエルゴグリップ ロングエルゴグリップ
■ コンソール

表示タイプ ターゲットトレーニング/タッチスクリーン バックライト付LCD

表示項目 時間 /距離 /カロリー/SPM/ワット/心拍数 /カロ
リー/500Mスプリット

時間 /距離 /SPM/ストローク/ワット/心拍数 /カ
ロリー/500Mスプリット

トレーニングプログラム
ターゲットトレーニング（SPM/500Mスプリット/ワット/心拍
数/カロリー/距離）/目標ベース（時間/距離/カロリー/毎時カ
ロリー/目標心拍数）/インターバル/ペース/スプリント8/体力
テスト（500M/2000M/ステップパワー/SubMax心拍数）

マニュアル/インターバル/チャレンジ

心拍計対応 Bluetooth/ANT＋/5kHz Bluetooth/ANT＋/5kHz

WiFi接続 ○ -

アセットマネジメント オプション -

ワークアウト・トラッキング・ネットワーク オプション -

RFID対応 オプション -

■ スペック
電源 100V セルフパワー
マシンサイズ （ L×W×H ）  223×55×97 cm 223×55×58 cm

本体重量 60 kg 59 kg

最大使用者重量 160 kg 160 kg

ローアー

CXP CXM CXC

■ フィーチャー
コンソール ○ ○ -

ディスプレイタイプ ターゲットトレーニング/タッチスクリーン バックライト付LCD -

心拍計対応 ○ ○ -

負荷システム  マグネット マグネット マグネット
フライホイール リア アルミニウム リア アルミニウム リア アルミニウム
シート調節 前後＋上下 前後＋上下 前後＋上下
ハンドルバータイプ マルチポジション/エルゴフォーム マルチポジション/エルゴフォーム マルチポジション/エルゴフォーム
ハンドル調節 前後＋上下 前後＋上下 前後＋上下
ボトルホルダー ○ ○ ○
ドライブシステム ベルトドライブ ベルトドライブ ベルトドライブ
ペダル 両面（ストラップ＋SPD対応） 両面（トーケージ＋SPD対応） 両面（トーケージ＋SPD対応）

Q-ファクター 155 mm 155 mm 155 mm

■ スペック
マシンサイズ ( L×W×H ) 123×57×103 cm 123×57×103 cm 123×57×103 cm

本体重量 58 kg 57 kg 56 kg 

最大使用者重量 158 kg 158 kg 158 kg

使用者身長（目安） 147 ～ 200 cm 147 ～ 200 cm 147 ～ 200 cm

マトリックス トレーニングサイクル
SC3 SC1 Stages Solo

■ フィーチャー
コンソール エコスクリーン コンソール オプション 19インチタッチスクリーン
パワーメーター ◯ オプション ○
負荷システム  ECBマグネット+スプリントシフトレバー ECBマグネット ECBマグネット＋スプリントシフトレバー
フライホイール キャストアイアン キャストアイアン キャストアイアン
フレーム材質 6061-T6 アルミニウム クロームモリブデン鋼 6061-T6アルミニウム
シート調節 前後＋上下（フィットロックレバー） 前後＋上下 前後＋上下（フィットロックレバー）
ハンドルバータイプ マルチポジションロード/ドロップハンドル マルチポジションロード/ドロップハンドル マルチポジションロード/ドロップハンドル
ハンドル調節 前後＋上下（フィットロックレバー） 前後＋上下 前後＋上下（フィットロックレバー）
ボトルホルダー ◯ ◯ ○
ドライブシステム カーボンドライブベルト カーボンドライブベルト カーボンドライブベルト
ペダル 両面（ストラップ+SPD対応） 両面（ストラップ+SPD対応） 両面（ストラップ＋SPD対応）

Q-ファクター 158 mm 169 mm 158 cm

■ スペック
マシンサイズ ( L×W×H ) 126×62×123 cm 128×51×119 cm 138×62×135 cm

本体重量 45.5 kg 51.5 kg 48 kg

最大使用者重量 158 kg 158 kg 158 kg

使用者身長（目安） 147 ～ 208 cm 147 ～ 208 cm 147 ～ 208 cm

ステージズ インドアサイクル
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S-Force Performance Trainer

■ フィーチャー
ストライド幅 91.4 cm

負荷レベル 5

ハンドルバーデザイン マルチポジション

ペダル クイックリリースストラップ

■ レジスタンスシステム
負荷システム  マグネット

■ コンソール
表示タイプ バックライトLCD

表示項目 時間 /距離 /SPM（毎分歩数）/歩数
/カロリー/心拍数

トレーニングプログラム スプリント8/ゴール/インターバル/
チャレンジ

■ スペック
マシンサイズ 182 × 69 × 166 cm

最大使用者重量 182 kg

本体重量 132 kg

電源 単一電池3本使用

S-フォース・パフォーマンス・トレーナー
GFTWM Wall Mounted GFTFS Free Standing GFTEXP Expansion Kit GFTCOR Compact GFTSLR Column

■ スペック
マシンサイズ （ L×W×H ） 275×158×239 cm 290×277×239 cm 244×158×239 cm 82×165×240 cm 45×17×212 cm

本体重量 225 kg 315 kg 175 kg 205 kg 26 kg

推奨トレーニングエリアサイズ 600×430 cm 800×800 cm 426×426 cm

GFTSS Step+

■ スペック
マシンサイズ （ L×W×H ） 71×39×33 cm

本体重量 8.4 kg

推奨トレーニングエリアサイズ

GFT2S 2 Shelf Cart GFT3S 3 Shelf Cart GFTORG Storage Station

■ スペック
マシンサイズ （ L×W×H ） 79×109×122 cm 79×123×174 cm 85×140×185 cm

本体重量 73 kg 104 kg 160 kg

最大積載重量 227 kg 340kg 363 kg 

コネクサス

Krankcycle

■ フィーチャー
ドライブシステム チェーンドライブ

■ スペック
マシンサイズ （ L×W×H ） 144×68×105 cm

本体重量 57 kg

最大使用者重量 159 kg 

クランクサイクル

200Vのトレッドミルには
右図のような単走コンセントの受口
（パナソニックWF2520B相当品）
が必要となります。
トレッドミルには 1台につき 15A 
以上の専用電源が必要となります。

電源について
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マグナム ベンチ＆ラック サイズ（cm） 本体重量
L W H KG

MG-A678  ブレーカーオリンピック フラットベンチ 173 168 130 94

MG-A78 オリンピック フラットベンチ 163 168 130 73

MG-A679 ブレーカーオリンピック インクラインベンチ 170 168 160 126

MG-A79 オリンピック インクラインベンチ 170 168 160 107

MG-A680 ブレーカーオリンピック デクラインベンチ 206 168 135 107

MG-A80 オリンピック デクラインベンチ 201 168 137 82

MG-A82 マルチアジャスタブルベンチLP 152 78 46 55

MG-A645  ブレーカーオリンピック ショルダーベンチ 135 138 183 118

MG-A45 オリンピック ショルダーベンチ 127 138 165 137

MG-A59 フラットベンチ 142 58 46 25

MG-A85 マルチアジャスタブルベンチ 135 58 51 43

MG-A86  マルチアジャスタブルベンチ デクライン 163 61 51 54

MG-A61 アジャスタブルデクラインベンチ 163 64 81 45

MG-A77 アジャスタブルアブベンチ 155 69 145 59

MG-A93 バックエクステンションベンチ 124 79 97 39

MG-A87 ユーティリティーベンチ 142 66 89 31

MG-A96 グルートハムベンチ 157 91 130 136

MG-A63C VKRチン 139 109 245 120

MG-A81 スクワットラック 206 138 196 120

MG-A71 スタンディングアームカール 119 79 104 61

MG-A62 プリチャーカール 119 76 99 57

MG-A505 5ペア プロスタイル ダンベルラック 233 62 80 63

MG-A510 10ペア プロスタイル ダンベルラック 233 62 80 106

MG-A515 15ペア プロスタイル ダンベルラック 233 68 103 156

MG-A541 スタジオ プロスタイル ダンベルラック 187 68 103 123

MG-A528 2段 フラットトレイ ダンベルラック 233 63 80 127

MG-A538 3段 フラットトレイ ダンベルラック 233 73 102 193

MG-A544 スタジオ フラットトレイ ダンベルラック 124 73 102 118

オーラ ベンチ＆ラック サイズ（cm） 本体重量

L W H KG

G3-FW13   オリンピックフラットベンチ 181 159 127 76

G3-FW14   オリンピック インクラインベンチ 190 159 145 87

G3-FW15   オリンピック デクラインベンチ 211 159 127 90

G3-FW40   プリチャーカール 93 70 90 40

G3-FW52   バックエクステンションベンチ 123 77 87 61

G3-FW72   スクワットラック 185 161 196 140

G3-FW73   パワーステーション 185 161 224 177

G3-FW81   フラットベンチ 157 69 43 26

G3-FW83   アジャスタブル デクラインベンチ 161 61 86 38

G3-FW84   ユーティリティーベンチ 119 76 97 27

G3-FW91   10ペアダンベルラック 282 71 83 130

G3-FW94   オリンピックウエイトツリー 87 57 108 45

G3-FW96   バーベルラック 139 77 156 83

G3-FW97   アクセサリーラック 110 68 111 54

オーラ マルチステーション サイズ（cm） 本体重量 ウエイトスタック

L W H KG KG

G3-MSFT300   
ファンクショナルトレーナー300 170 131 235 601 270 / 9 kg×30

G3-MSFT400   
ファンクショナルトレーナー400 170 131 235 697 360 / 9 kg×40

G3-MS20   
アジャスタブルケーブルクロスオーバー 398 90 240 399 180 / 4.5 kg×20×2

G3-MS40 
４スタックマルチステーション 168 370 252 998 448 / 　　　　

G3-MS50 
5スタックマルチステーション 482 370 252 1197 538　/ 　　　　

G3-MS80 
8スタックマルチステーション 559 371 254 1996 762　/ 　　　　

G3-MS24
アジャスタブルプーリー 68 70 240 90 90 / 4.5 kg×20

G3-MS51
ラットプルダウン 126 120 252 118 134 / 6.8 kg×20

G3-MS52
トライセプスプレスダウン 85 59 240 81 90 / 4.5 kg×20

G3-MS53
ローロー 230 71 240 126 134 / 6.8 kg×20

6.8 kg×38
4.5 kg×42

6.8 kg×38
4.5 kg×62

6.8 kg×57
4.5 kg×83

ヴァーサ シングル／マルチステーション サイズ（cm） 本体重量 ウエイト
スタック

L W H KG KG

VS-S13　チェストプレス 140 135 168 265 104

VS-S22　ペクトラルフライ/リアデルト 151 169 168 216 90

VS-S23　ショルダープレス 171 144 168 269 104

VS-S33　ラットプルダウン 156 151 188 272 104

VS-S34　シーテッドロー 138 100 168 231 104

VS-S40　バイセプスカール 122 127 168 256 90

VS-S42　トライセプスプレス 158 108 168 262 104

VS-S52　バックエクステンション 134 127 168 244 104

VS-S53　アブドミナル 137 142 168 216 104

VS-S70　レッグプレス/カーフプレス 233 103 168 301 188

VS-S71　レッグエクステンション 184 129 168 236 104

VS-S72　レッグカール 177 114 168 264 90

VS-S74　ヒップアブダクター/アダクター 170 160 168 242 104

VS-S78　グルート 178 100 168 188 68

VS-S131　マルチプレス 155 158 200 268 104

VS-S531　アブ/ローバック 133 132 168 263 104

VS-S711　レッグエクステンション/カール 178 119 168 283 104

VS-S331　ラットプルダウン/シーテッドロー 181 158 227 278 104

VS-S401　バイセップ/トライセップ 167 116 227 237 90

VS-S601　チン/ディップアシスト 143 153 220 307 93

VS-VFT-S30　ファンクショナルトレーナー30 123 146 238 424 95

VS-VFT-S18　ファンクショナルトレーナー18 114 160 238 409 95

アルトラV2 シングルステーション サイズ（cm） 本体重量 ウエイト
スタック

L W H KG KG

G7-S13-V2   チェストプレス 169 141 135 348 108

G7-S21-V2   ラテラルレイズ 106 150 135 281 90

G7-S22-V2   ペックフライ／リアデルト 144 194 197 329 135

G7-S23-V2   ショルダープレス 168 147 174 359 90

G7-S33-V2   ラットプルダウン 152 161 195 382 108

G7-S34-V2   シーテッドロー 158 139 141 343 108

G7-S40-V2   バイセプスカール 135 168 135 266 90

G7-S42-V2   トライセプスプレス 124 121 135 305 120

G7-S51-V2   アブドミナルクランチ 139 121 147 290 108

G7-S52-V2   バックエクステンション 145 120 135 319 108

G7-S55-V2   ロータリートルソー 117 123 141 232 90

G7-S70-V2   レッグプレス 206 113 152 436 180

G7-S71-V2   レッグエクステンション 153 126 135 304 108

G7-S72-V2   シーテッドレッグカール 149 117 135 320 90

G7-S73-V2   プローンレッグカール 173 112 135 280 90

G7-S74-V2   ヒップアダクター 182 173 135 272 90

G7-S75-V2   ヒップアブダクター 182 173 135 277 90

G7-S77-V2   カーフエクステンション 169 120 150 291 180

G7-S78-V2   グルート 201 90 156 239 63

※各マシンのサイズは、可動域を含めた最大の値です

オーラ シングルステーション サイズ（cm） 本体重量 ウエイト
スタック

L W H KG KG

G3-S10   チェストプレス 127 156 185 275 114

G3-S12   ペクトラルフライ 114 157 151 246 91 

G3-S13   コンバージングチェストプレス 129 156 175 293 114

G3-S20   ショルダープレス 152 147 151 251 91 

G3-S21   ラテラルレイズ 155 153 151 271 91 

G3-S22   リアデルト・フライ 137 192 205 294 134

G3-S23   コンバージングショルダープレス 154 150 174 251 91 

G3-S30   ラットプルダウン 147 120 222 250 134 

G3-S31    シーテッドロー 152 93 211 273 114

G3-S33   ダイバージングラットプルダウン 147 89 212 237 114

G3-S34   ダイバージングシーテッドロー 155 88 199 259 114

G3-S40   アームカール 123 109 151 228 91 

G3-S42   トライセプスプレス 159 128 174 261 91 

G3-S45   トライセプスエクステンション 118 109 151 223 91 

G3-S50   アブドミナル 137 94 150 184 68 

G3-S51   アブドミナルクランチ 143 113 151 184 91 

G3-S52   バックエクステンション 158 107 175 277 134 

G3-S55   ロータリートルソー 165 97 174 216 91 

G3-S60   ディップ・チンアシスト 118 122 231 229 91 

G3-S70   レッグプレス 211 125 185 433 175 

G3-S71   レッグエクステンション 179 110 174 265 114 

G3-S72   シーテッドレッグカール 179 110 174 257 114 

G3-S73   プローンレッグカール 176 112 174 272 91 

G3-S74   ヒップアダクター 167 165 151 264 100

G3-S75   ヒップアブダクター 167 108 151 270 100

G3-S76   ロータリーヒップ 112 120 185 295 134 

G3-S77   カーフプレス 173 69 151 304 134 
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G1 マルチジム サイズ（cm） 本体重量 ウエイトスタック
L W H KG KG

G1-MG30　3スタックマルチジム 293 327 218 592 270 / 4.5 kg×20×3

G1-MS20　アジャスタブルケーブル クロスオーバー 377 110 230 395 180 / 4.5 kg×20×2

G1-MS40　4スタックマルチジム 387 180 230 645 360 / 4.5 kg×20×4

G1-MS50　5スタックマルチジム 482 386 230 857 450 / 4.5 kg×20×5

G1-MS80　8スタックマルチジム 586 479 230 1319 720 / 4.5 kg×20×8

G1 ベンチ＆ラック サイズ（cm） 本体重量 初動負荷 最大ウエイト
重量

L W H KG KG KG

G1-FW151   フラットベンチ 154 57 45 27

G1-FW152   アジャスタブル デクラインベンチ 207 63 97 58

G1-FW153   アジャスタブル インクラインベンチ 154 62 47 39

G1-FW155   プリチャーカールベンチ 119 72 95 37

G1-FW156   ユーティリティーベンチ 113 56 102 23

G1-FW157　ウエイトツリー 67 54 127 22

G1-FW158　5ペアダンベルラック 244 66 72 63

G1-FW159　10ペアダンベルラック 244 66 73 101

G1-FW160   バーベルラック 99 85 151 60

G1-FW161   スミスマシン 205 141 229 128 13.1 245

G1-FW162   バックエクステンションベンチ 128 74 86 41

G1-FW163   オリンピックフラットベンチ 201 176 127 65

G1-FW164   オリンピック インクラインベンチ 176 156 137 67

G1-FW165　オリンピック デクラインベンチ 176 218 132 75

マグナム パワーラック サイズ（cm） 本体重量 最大ウエイト
重量

L W H KG KG

MG-MR47 メガパワーラック 206 207 247 347 545

MG-MR690 メガハーフラック 171 207 247 259 408

MG-MR694 メガオープンラック 206 207 247 250 545

MG-MR691 メガダブルハーフラック 314 207 247 542 408

MG-A47 パワーラック 205 187 257 268 545

MG-A690 ハーフラック 167 187 241 195 408

MG-A694 オープンラック 205 187 241 234 545

MG-A691 ダブルハーフラック 306 205 241 420 408

MG-A47691 コンボパワーハーフラック 346 205 241 499 408

MED シングルステーション サイズ（cm） 本体重量 ウエイト
スタック

L W H KG KG

MD-S70 レッグプレス 264 122 189 372 136

MD-S711 レッグエクステンション/カール 166 126 163 340 91

MD-AP アジャスタブルプーリー 108 125 228 174 68

マグナム プレートローデッド サイズ（cm） 本体重量 初動負荷 最大ウエイト
重量

L W H KG KG KG

MG-PL12 バーティカルベンチプレス 147 169 200 196 6.8 245

MG-PL13 スパインベンチプレス 186 129 92 98 4.5 245

MG-PL14 インクラインベンチプレス 209 144 130 148 5.4 245

MG-PL15 バーティカルデクラインベンチプレス 148 169 195 196 6.8 245

MG-PL23 ショルダープレス 162 160 119 118 5.4 245

MG-PL33 ラットプルダウン 183 124 191 128 - 245

MG-PL34 シーテッドロー 153 140 107 118 11.3 245

MG-PL50 アブクランチベンチ 163 89 101 60 - 34

MG-PL62 スミスマシン 111 233 245 259 11.3 245

MG-PL70 45°レッグプレス 229 152 134 298 75.7 490

MG-PL71 ハックスクワット 229 150 145 270 47.6 245

MG-PL76 スタンディングカーフ 138 89 185 124 30.4 245

MG-PL77 シーテッドカーフ 141 80 97 65 11.3 204

MG-PL78 グルートトレーナー 168 133 109 154 22.7 102

MG-PL79 スクワット/ランジ 149 171 87 120 16.3 245
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［フレーム］ アイスシルバー
［シート］ オブシディアンブラック ワインレッド スレートブルー

アルトラ フレーム / シートカラー オプション

［フレーム］ マットブラック
［シート］ オブシディアンブラック ワインレッド スレートブルー

グラファイトグレー アローグレー / グラファイトグレー アローグレー / ヘーゼルナッツ

アローグレー / グラファイトグレー アローグレー / ヘーゼルナッツグラファイトグレー
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製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
カタログ掲載の商品写真は、印刷の性質上実際の色と異なる場合があります。
カタログ掲載の写真・文章の無断転載および複製を禁じます。

ヴァーサ フレーム / シートカラー オプション

オーラ フレーム / シートカラー オプション G1 フレーム / シートカラー オプション

［フレーム］ アイスシルバー

［フレーム］ マットブラック

［フレーム］ アイスシルバー ［フレーム］ アイスシルバー

［フレーム］ ポラライズドチタン ［フレーム］ マットブラック

［シート］ オブシディアンブラック

［シート］ オブシディアンブラック

［シート］ オブシディアンブラック

［シート］ オブシディアンブラック

［シート］ オブシディアンブラック

［シート］ オブシディアンブラック

スレートブルー

スレートブルー

ワインレッド

ワインレッド

［シート］ オブシディアンブラック

［シート］ オブシディアンブラック

スレートブルー

スレートブルー

スレートブルー

スレートブルー

ワインレッド

ワインレッド

ワインレッド

ワインレッド

スレートブルー

スレートブルー

ワインレッド

ワインレッド

［フレーム］ マットブラック
［シート］ オブシディアンブラック スレートブルーワインレッド

マグナム フレーム / シートカラー オプション
［フレーム］ アイスシルバー

［フレーム］ マットブラック
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