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CONSOLE FLEXIBILITY
•	 Matrixカーディオを2020年一新

•	すべてのカーディオシリーズと組み合わせ可能な、5つの新しいコンソール

•	これまでにない、幅広く柔軟なカーディオ選択が可能

•	ユーザーの使いやすさにこだわった洗練されたデザイン

•	ユーザーの目標達成に向けてやる気を引き出し続ける、魅力的なコンテンツを提供

•	WiFi接続可能なコンソールでは、パーソナルトレーナー・ポータルやワークアウト・トラッキング・ネットワークや
アセットマネジメントのようなMatrixのパワフルなコネクテッド・ソリューションにアクセス
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TOUCH XL /  TOUCH

•	 22インチ(タッチXL)と16インチ(タッチ)の静電式タッチパネルスクリーン内蔵

•	 バーチャルアクティブ	、新しい全60コース標準搭載

•	 スマートフォンのように分かりやすいアプリ方式のインターフェイスで、簡単にWebやSNSに接続可能

•	 Bluetooth/	ANT+接続やRFIDログインにも対応し、簡単で快適なエクササイズ体験を提供

•	 MatrixオリジナルのHIIT(高強度インターバルトレーニング)	「スプリント8」搭載

•	 三段階調節できるファン(扇風機)内蔵

•	 スマートフォンのワイヤレス充電に対応し、充電しながらコンテンツを楽しむことも可能

•	 22インチの「タッチXLコンソール」は、すべてのトレッドミル、クライムミルのシリーズに組み合わせ可能

•	 16インチの「タッチコンソール」は、すべてのカーディオシリーズに組み合わせ可能

•	 標準搭載のアセットマネジメントにより、マシンの稼働状況や状態を把握	 	 	 	
画面をカスタマイズして、お客様とのコミュニケーションツールとして活用

［タッチXL	/	タッチ］

WiFi
接続

Apple
Watch
対応

RFID
ログイン

ANT+
対応

Bluetooth
対応

送風
ファン

アセット
マネジメント

ワークアウト
トラッキング
ネットワーク

パーソナル
トレーナー・
ポータル

アイコンの説明
※グレーのアイコンは
　有償オプションです

Matrixオリジナルの
HIITプログラム
SPRINT8内蔵

バーチャル
アクティブ
60コース

内蔵
ＴV

ワイヤレス
充電

USB
充電
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PREMIUM LED

•	 見やすい8000ピクセルディスプレイのマルチカラーLEDコンソール

•	 大きく鮮明で読みやすい文字やグラフィック

•	 シンプルなLEDディスプレイで操作が簡単

•	 Bluetooth/	ANT+接続やRFIDログインにも対応し、簡単で快適なエクササイズ体験を提供

•	 MatrixオリジナルのHIIT（高強度インターバルトレーニング）	「スプリント8」搭載

•	 RFIDログイン(オプション)、ファンやデバイスラックのような便利機能付き

•	 コンソールをWiFi接続すれば、パーソナルトレーナー・ポータルやワークアウト・トラッキング・ネットワークや
アセットマネジメントなどのコネクテッド・ソリューションを利用可能

［プレミアムLED］

WiFi
接続

Apple
Watch
対応

RFID
ログイン

ANT+
対応

Bluetooth
対応

送風
ファン

アセット
マネジメント

ワークアウト
トラッキング
ネットワーク

パーソナル
トレーナー・
ポータル

アイコンの説明
※グレーのアイコンは
　有償オプションです

Matrixオリジナルの
HIITプログラム
SPRINT8内蔵

バーチャル
アクティブ
60コース

内蔵
ＴV

ワイヤレス
充電

USB
充電
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•	 大きくて見やすいLEDディスプレイ

•	 シンプルデザインで操作が簡単

•	 迷わず直感的に知りたい情報にアクセスできる、ユニバーサルなアイコン表示

•	 RFIDログイン(オプション)、ヘッドフォンジャックやデバイスラックのような便利機能付き

•	 コンソールをWiFi接続（オプション）すれば、パーソナルトレーナー・ポータルやワークアウト・トラッキング・ネットワークや	
アセットマネジメントなどのコネクテッド・ソリューションを利用可能

LED
［LED］

WiFi
接続

Apple
Watch
対応

RFID
ログイン

ANT+
対応

Bluetooth
対応

送風
ファン

アセット
マネジメント

ワークアウト
トラッキング
ネットワーク

パーソナル
トレーナー・
ポータル

アイコンの説明
※グレーのアイコンは
　有償オプションです

Matrixオリジナルの
HIITプログラム
SPRINT8内蔵

バーチャル
アクティブ
60コース

内蔵
ＴV

ワイヤレス
充電

USB
充電

GROUP TRAINING LED

•	 グループトレーニング向けに開発された、シンプルなLEDコンソール

•	 事前に強度(低・中・高)を自由に設定できる、3つのプリセット強度レベルボタン。運動中にワンタッチで設定した強度に変更可能

•	 いつでもお好みの速度や傾斜にワンタッチで変更可能

•	 大きくて見やすいLEDディスプレイ

•	 コンソールをWiFi接続（オプション）すれば、パーソナルトレーナー・ポータルやワークアウト・トラッキング・ネットワークや	
アセットマネジメントなどのコネクテッド・ソリューションを利用可能

［グループトレーニングLED］
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CARDIO

SERIES OVERVIEW
より柔軟かつ簡単に選択できるように、
Matrixはカーディオ製品ラインナップを一新。

柔軟な選択肢は、あらゆる違いをもたらします。

Matrixの新しい3つのカーディオシリーズは、
5つの洗練されたコンソールと組み合わせ自由。

お客様のご予算、スペース、そしてご希望のサービスに
最適なソリューションをご提案いたします。

パフォーマンスとテクノロジーのエキサイティングな
組み合わせをご体感ください。

お客様の目標実現のために、
Matrixは進化し続けます。

パフォーマンスシリーズは、これまでにない
プレミアムなカーディオポートフォリオを提供します。
洗練された美しさは、あらゆるユーザーを魅了し、何度も足を運んでもらえるように、
施設を際立たせます。人間工学に基づいて設計されたシートやハンドルバー、
完全に密閉された調節ボタン、スマートなワークアウトのコントロールは、
長くきついワークアウトをより快適に、便利で直感的に操作できるようにしました。
サービス性を向上させる多くの最新機能は、マシンの修理時間を最小限にとどめ、
会員様の満足度を最大限に高めます。

PERFORMANCE
SERIES /

ENDURANCE
SERIES /

LIFESTYLE
SERIES /

エンデュランスシリーズは、フィットネス施設が
リソースを最大化させるデザインと柔軟性を提供します。
無駄をなくしたデザインは、どんなユーザーにもチャレンジングで
プレミアムなパフォーマンスを提供しながら、エクササイズ体験をシンプルにします。
同時にタフな環境でのヘビーユースにも耐えられるようにデザインされています。
エンデュランスシリーズで、必要な機能やご予算にしっかり合った選択が可能です。

ライフスタイルシリーズは、フィットネスが小規模であっても
お客様の重要なサービスである場合、スペースとブランドに合った
カーディオマシンをご提供できます。
簡略化された操作で、マシン操作に慣れていないユーザーを含め、
どなたでも簡単に運動を始められます。

［パフォーマンスシリーズ］

［エンデュランスシリーズ］

［ライフスタイルシリーズ］

17  SERIES OVERVIEW



フレームカラー アイスシルバー［パフォーマンスシリーズ］ フレームカラー	 /アイスシルバー マットブラック

［エンデュランスシリーズ］ フレームカラー	 /アイスシルバー マットブラック

エリプティカル

エリプティカル

エリプティカル クライムミル

クライムミル

クライムミル

ハイブリッドサイクル アップライトサイクル

アップライトサイクル

アップライトサイクルステッパー

リカベントサイクル

リカベントサイクル

リカベントサイクル

アセントトレーナー

トレッドミル

トレッドミル

トレッドミル

［ライフスタイルシリーズ］ フレームカラー グラファイトグレー
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PERFORMANCE PLUS

TREADMILL
•	 Matrix初のスラットベルト搭載トレッドミル

•	 従来のスラットベルト	トレッドミルを圧倒する、	 	
非常に優れた静音性と振動制御性能

•	 衝撃を吸収するピュアストライド	クッションシステム

•	 ユーザーに安全性と自由で快適な走行感を提供する、	 	
長さ157	x	幅61cmの広い走行面

•	 高性能のシンクロレスポンス	ドライブシステムで、	 	
快適でスムーズな走行感を実現

•	 最小限のメンテナンスで走行距離16万キロまでの	 	
耐久性を実現する、独自のベルトとドライブシステム

•	 走行中でも快適に速度・傾斜が調節できる、	 	 	
一体型のマルチグリップハンドルバー

•	 ステップ高27cmなので、初心者や高齢者でも乗り降りが安全

•	 幅広いユーザーにお使いいただける、最高速度26km/h、		
最大傾斜20%の高スペックを実現

•	 高強度のヘビーユースにも耐える頑丈なデザイン	 	
（アルミニウムエンドキャップ、サイドレール等）

•	 メンテナンス時間を短縮する、取り外せるサイドレール、	 	
前方に集約された主要部品や内蔵キャスター

•	 マシン前方のコードをきれいに収納できる、コードマネジメント

［パフォーマンスプラス	トレッドミル］

タッチXL	 タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

■	適合するコンソールS P E C

マシンサイズ（L×W×H） 227×93×169	cm
走行面（L×W） 157×61	cm

最高速度 26	km/h

最大傾斜 20%（40段階）

本体重量

238	kg	：	タッチXL	
235	kg	：	タッチ
233	kg	：	プレミアムLED
233	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 227	kg
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走行感、機能、他にはない耐久性。

画期的なデザインと驚くような

パフォーマンスが組み合わされた

トレッドミルが誕生。

TREADMILLS  20



PERFORMANCE

TREADMILL

•	 Matrix独自のデッキシステムは、高い耐久性と走行時の衝撃吸収・快適性を両立

•	 幅56cmのワイドベルトは、ユーザーに安全性と自由で快適な走行感を提供

•	 走行中でも快適に速度・傾斜が調節できる、一体型のマルチグリップハンドルバー

•	 ステップ高はわずか24cmなので、初心者や高齢者でも乗り降りが安全

•	 高強度のヘビーユースにも耐える頑丈なデザイン	 	 	
（アルミニウムエンドキャップ、サイドレール等）

•	 メンテナンス時間を短縮する、取り外せるサイドレールや前方のモーターカバー

•	 マシン前方のコードをきれいに収納できる、コードマネジメント

［パフォーマンス	トレッドミル］

タッチXL	 タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

■	適合するコンソール

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 221	x	93	x	169	cm
走行面（L×W） 152	x	56	cm

最高速度 24km/h

最大傾斜 18%（36段階）

本体重量

200	kg	：	タッチXL	
197	kg	：	タッチ
196	kg	：	プレミアムLED
195	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg
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ENDURANCE

TREADMILL

•	 Matrix独自のデッキシステムは、高い耐久性と走行時の衝撃吸収・快適性を両立

•	 幅56cmのワイドベルトは、ユーザーに安全性と自由で快適な走行感を提供

•	 走行中の快適な操作性と完全に密閉された優れた耐久性を両立する、		
速度・傾斜調節ボタン

•	 ステップ高はわずか23cmなので、初心者や高齢者でも乗り降りが安全

•	 メンテナンス時間を短縮する、簡単に取り外せるサイドレールやモーターカバー

•	 マシン前方のコードをきれいに収納できる、コードマネジメント

［エンデュランス	トレッドミル］

タッチXL	 タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

■	適合するコンソール

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 213	x	87	x	163	cm
走行面（L×W） 152	x	56	cm

最高速度 20km/h

最大傾斜 15%（30段階）

本体重量

156	kg	：	タッチXL	
153	kg	：	タッチ
152	kg	：	プレミアムLED
151	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg

TREADMILLS  22



S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 201	x	90	x	164	cm
走行面（L×W） 152	x	56	cm

最高速度 20km/h

最大傾斜 15%（30段階）

本体重量

154	kg	：	タッチXL	
151	kg	：	タッチ
150	kg	：	プレミアムLED
149	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg

LIFEST YLE

TREADMILL

•	 Matrix独自のデッキシステムは、高い耐久性と走行時の衝撃吸収・快適性を両立

•	 幅56cmのワイドベルトは、ユーザーに安全性と自由で快適な走行感を提供

•	 走行中の快適な操作性と完全に密閉された優れた耐久性を両立する、		
速度・傾斜調節ボタン

•	 わずか18	cmステップ高で、初心者や高齢者でも安全な乗り降りをサポート

•	 簡単に取り外せるモーターカバーで、メンテナンス時間を短縮

［ライフスタイル	トレッドミル］

タッチXL	 タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

■	適合するコンソール
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S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 178	x	74	x	181	cm
負荷レベル 25

本体重量
201	kg	：	タッチ
200	kg	：	プレミアムLED
199	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg

•	 傾斜調節が可能でストライド幅が変化し、臀部やもも、	 	
ハムストリング等鍛えられる部位を変えられる

•	 51～61cmのストライド幅で、大きな歩幅で		 	
エクササイズが可能

•	 車輪とレール不要の独自のサスペンションデザインが	 	
部品の摩擦を減らし、優れた静音性と長い製品寿命を実現

•	 運動中の快適な操作性と完全密閉の優れた耐久性を両立する、	
負荷・傾斜調節ボタン

•	 自然で快適な動きをサポートする、エルゴフォームグリップ、	
ハンドルバーと大きなペダル

•	 24cmの低いステップ高、両サイドの手すりと後方から	 	
乗り降りできるデザインで、初心者や高齢者でも安全

•	 メンテナンス時間を短縮する、トップダウンレベラーや	 	
簡単に取り外せるディスク

［パフォーマンス	アセントトレーナー］

■	適合するコンソール

PERFORMANCE

ASCENT TRAINER

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

スムーズで耐久性に

優れたデザインが、

全身を使う負荷と傾斜で

低衝撃のワークアウトを実現

25  ASCENTS & ELLIPTICALS



Matrixの耐久性に優れた

プレミアムなエリプティカル

デザインは、スムーズで自然な

動きと、これまでにない

メンテナンス性を実現

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 178	x	74	x	181	cm
負荷レベル 25

本体重量
201	kg	：	タッチ
200	kg	：	プレミアムLED
199	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg

•	 幅広いユーザーに快適な53cmのストライド幅を採用

•	 車輪とレール不要の独自のサスペンションデザインが部品の	
摩擦を減らし、優れた静音性と長い製品寿命を実現

•	 運動中に操作しやすく、完全密閉の高い耐久性を実現した		
負荷調節ボタン

•	 自然で快適な動きをサポートする、エルゴフォームグリップ、	
ハンドルバーと大きなペダル

•	 24cmの低いステップ高、両サイドの手すりと後方から	 	
乗り降りできるデザインで、初心者や高齢者でもが安全

•	 メンテナンス時間を短縮する、トップダウンレベラーや	 	
簡単に取り外せるディスク

［パフォーマンス	エリプティカル］

■	適合するコンソール

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

PERFORMANCE

ELLIPTICAL
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S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 175	x	74	x	179	cm
負荷レベル 25

本体重量
148	kg	：	タッチ
147	kg	：	プレミアムLED
146	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg

•	 幅広いユーザーに快適な53cmのストライド幅を採用

•	 どんな強度の運動にも理想的な高い耐久性を備え、	 	
あらゆるユーザーに低インパクトの運動を提供

•	 車輪とレール不要の独自のサスペンションデザインが部品の
摩擦を減らし、優れた静音性と長い製品寿命を実現

•	 運動中に操作しやすく、完全密閉の高い耐久性を実現した		
負荷調節ボタン

•	 誰でも安全な乗り降りができる、24cmの低いステップ高、	
両サイドの手すりと後方から乗り降りできるデザイン

•	 メンテナンスや納品時間を短縮するトップダウンレベラー

［エンデュランス	エリプティカル］

■	適合するコンソール

ENDURANCE

ELLIPTICAL

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

27  ASCENTS & ELLIPTICALS



S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 175	x	73	x	176	cm
負荷レベル 25

本体重量
151	kg	：	タッチ
150	kg	：	プレミアムLED
149	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg

•	 幅広いユーザーに快適な51cmのストライド幅を採用

•	 どんな強度の運動にも理想的な高い耐久性を備え、	 	
あらゆるユーザーに低インパクトの運動を提供

•	 車輪とレール不要の独自のサスペンションデザインが	 	
部品の摩擦を減らし、優れた静音性と長い製品寿命を実現

•	 運動中に操作しやすく、完全密閉の高い耐久性を実現した		
負荷調節ボタン

•	 低いステップ高や両サイドの手すりで、安全な乗り降りを	
しっかりサポート

［ライフスタイル	エリプティカル］

■	適合するコンソール

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

LIFEST YLE

ELLIPTICAL
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ハイブリッドサイクルは、

これまでにない耐久性と

快適なライド体験を実現

•	 機能性と耐久性を備えた、関節に優しい運動のできる	
Matrixオリジナルのハイブリッドサイクル

•	 快適なポジションで運動効率を高められる、	 	 	
コンパクトな45°シート

•	 片手でのシート調節と自らバランスの取れる		 	
大きなペダルが、低インパクト運動を実現

•	 メンテナンスや移動時間を短縮する、	 	 	
快適なトップダウンレベラー、キャリーハンドルと	 	
わずか3部品からなるクランク

•	 簡単に乗り降りできるステップスルー構造

［パフォーマンス	ハイブリッドサイクル］

■	適合するコンソール

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

PERFORMANCE

HYBRID CYCLE

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 147	x	65	x	159	cm
負荷レベル 30

本体重量
97	kg	：	タッチ
95	kg	：	プレミアムLED
94	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg
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•	 低インパクトなカーディオ運動を幅広いユーザーにお届けする、	
最上級の耐久性を備えたリカンベントサイクル

•	 人間工学に基づいたシートと背もたれが快適なポジションで	
身体をしっかりとサポート

•	 自らバランスの取れる大きなペダルと軽い初動負荷により、	
初心者や高齢者の使用にも最適

•	 メンテナンスや移動時間を短縮する、キャリーハンドルと	わずか
3部品からなるクランク

•	 高強度のヘビーユースにも耐える頑丈な部品構造

•	 簡単に乗り降りできるステップスルー構造

［パフォーマンス	リカンベントサイクル］

■	適合するコンソール

PERFORMANCE

RECUMBENT CYCLE

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

低インパクトなカーディオ

運動を快適にサポートする、

最上級の耐久性を備えた

リカンベントサイクル

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 150	x	65	x	143	cm
負荷レベル 30

本体重量
95	kg	：	タッチ
93	kg	：	プレミアムLED
92	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg
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•	 初心者や高齢者でも低インパクトのカーディオ運動が楽しめるリカンベントサイクル

•	 人間工学に基づいたシートと背もたれが快適なポジションで身体をしっかりとサポート

•	 大きなペダルと軽い初動負荷により、初心者や高齢者の使用にも最適

•	 メンテナンスや移動時間を短縮する、キャリーハンドルとわずか3部品からなるクランク

•	 簡単に乗り降りできるステップスルー構造

•	 低インパクトのカーディオ運動を幅広いユーザーにお届けする、耐久性に優れたリカンベントサイクル

•	 人間工学に基づいたシートと背もたれが快適なポジションで身体をしっかりとサポート

•	 自らバランスの取れる大きなペダルと軽い初動負荷により、初心者や高齢者の使用にも最適

•	 簡単に乗り降りできるステップスルー構造

［エンデュランス	リカンベントサイクル］ ［ライフスタイル	リカンベントサイクル］

■	適合するコンソール

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

■	適合するコンソール

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

ENDURANCE

RECUMBENT CYCLE
LIFEST YLE

RECUMBENT CYCLE

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 155	x	68	x	145	cm
負荷レベル 30

本体重量
91	kg	：	タッチ
90	kg	：	プレミアムLED
89	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 159	x	68	x	133	cm
負荷レベル 30

本体重量
89	kg	：	タッチ
88	kg	：	プレミアムLED
87	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg
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•	 全長わずか136cmで、小さなスペースでも設置可能

•	 レーシング形状のハンドルバーには、肘掛けを装備

•	 片手でのシート調節と大きなペダルが、低インパクト運動をサポート

•	 自らバランスの取れるペダルと軽い初動負荷により、	 	 	
初心者や高齢者の使用にも最適

•	 メンテナンスや移動時間を短縮する、キャリーハンドルと		 	
わずか3部品からなるクランク

•	 高強度のヘビーユースにも耐える頑丈な部品構造

［パフォーマンス	アップライトサイクル］

■	適合するコンソール

PERFORMANCE

UPRIGHT CYCLE

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 136	x	65	x	155	cm
負荷レベル 30

本体重量
85	kg	：	タッチ
83	kg	：	プレミアムLED
83	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg
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•	 全長わずか122cmで、小さなスペースでも設置可能

•	 レーシング形状のハンドルバーには、肘掛けを装備

•	 片手でのシート調節と大きなペダルが、低インパクト運動をサポート

•	 自らバランスの取れるペダルと軽い初動負荷により、初心者や高齢者の使用にも最適

•	 メンテナンスや移動時間を短縮する、キャリーハンドルとわずか3部品からなるクランク

•	 準業務用施設での使用に最適なアップライトサイクル

•	 全長わずか130cmで、小さなスペースでも設置可能

•	 自らバランスの取れるペダルと軽い初動負荷により、初心者や高齢者の使用にも最適

［エンデュランス	アップライトサイクル］ ［ライフスタイル	アップライトサイクル］

ENDURANCE

UPRIGHT CYCLE
LIFEST YLE

UPRIGHT CYCLE

■	適合するコンソール

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

■	適合するコンソール

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 122	x	75	x	153	cm
負荷レベル 30

本体重量
70	kg	：	タッチ
69	kg	：	プレミアムLED
68	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 130	x	62	x	148	cm
負荷レベル 30

本体重量
70	kg	：	タッチ
69	kg	：	プレミアムLED
68	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg
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ナチュラルで

爽快な階段登り体験を

お届けするステッパー

•	 角度の付いた独立した動きで、リアルな階段登りの動作を再現

•	 ユーザに安心感を与える、滑り止め付きの大きなペダル

•	 手の届きやすいグリップ部にクイックキーを搭載し、	 	
運動中でも素早く負荷の変更が可能

•	 耐久性に優れた、完全に密閉された負荷調節ボタン

•	 Matrix独自のベルトドライブシステムで、	 	 	
静かでスムーズな動きを実現

［エンデュランス	ステッパー］

■	適合するコンソール

タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

ENDURANCE

STEPPER

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 114	x	79	x	179	cm
負荷レベル 25

本体重量
117	kg	：	タッチ
116	kg	：	プレミアムLED
115	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg
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•	 スタンダードな安全性能を大きく上回る、プレミアムデザインのクライムミル

•	 人やモノを感知すると即座に緊急停止する、コントロールゾーン

•	 階段の動きを妨げる動作を感知すると緊急停止する、コントロールドライブ

•	 階段下に何かが挟まった場合でも、反対方向に押し返すことができる安心構造

•	 緊急時に第三者でも押すことができる、フレーム下方の緊急停止ボタン

•	 幅広いユーザーが快適に運動ができる、奥行き25cmのステップ

•	 重要部品を守り製品寿命を伸ばす、汗対策システム

•	 汗対策システムで、汗やほこりをワンタッチで外せるトレイに集約

•	 階段を最も低い位置で停止させる、ステップ位置調節機能

•	 マシンへの安全な乗り降りをサポートする、サイドアシストステップ

•	 メンテナンス時間を短縮する、簡単に取り外せるサイドアクセスパネルと	
内部構造が見えるライト

•	 静音性と耐久性を両立した、オイルフリーのドライブシステム

［パフォーマンス	クライムミル］

PERFORMANCE

CLIMBMILL

少ないメンテナンスで済む、

高強度で安心な

クライミングを提供

■	適合するコンソール

タッチXL	 タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 183	x	103	x	220	cm
負荷レベル 25

本体重量

192	kg	：	タッチXL	
189	kg	：	タッチ
187	kg	：	プレミアムLED
187	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg
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•	 階段の動きを妨げる動作を感知すると緊急停止する、コントロールドライブ

•	 階段下に何かが挟まったとしても、反対方向に押し返すことができる安心構造

•	 緊急時に第三者でも押すことができる、フレーム下方の緊急停止ボタン

•	 幅広いユーザーが快適に運動ができる、奥行き25cmのステップ

•	 手の届きやすいグリップ部にクイックキーを搭載し、運動中でも素早い負荷調節が可能

•	 階段を最も低い位置で停止させる、ステップ位置調節機能

•	 重要部品を守り製品寿命を伸ばす、汗対策システム

•	 囲い込むような形状のフレームは、ユーザー	 	 	 	 	
だけでなくコンソールもしっかり保護

•	 静音性と耐久性を両立した、オイルフリーの	 	 	 	 	
ドライブシステム

•	 準業務用施設での使用に最適な、コンパクトサイズのクライムミル

•	 階段下に何かが挟まったとしても、反対方向に押し返すことができる安心構造

•	 緊急時に第三者でも押すことができる、フレーム下方の緊急停止ボタン

•	 手の届きやすいグリップ部にクイックキーを搭載し、運動中でも素早い負荷調節が可能

•	 重要部品を守り製品寿命を伸ばす、汗対策システム

•	 静音性と耐久性を両立した、オイルフリーのドライブシステム

［エンデュランス	クライムミル］ ［ライフスタイル	クライムミル］

ENDURANCE

CLIMBMILL
LIFEST YLE

CLIMBMILL

■	適合するコンソール

タッチXL	 タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

■	適合するコンソール

タッチXL	 タッチ	 プレミアムLED	 GT	LED	 LED

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 162	x	103	x	218	cm
負荷レベル 25

本体重量

181	kg	：	タッチXL	
178	kg	：	タッチ
176	kg	：	プレミアムLED
175	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 182	kg

S P E C

マシンサイズ（L×W×H） 161	x	72	x	208	cm
負荷レベル 25

本体重量

150kg	：	タッチXL	
148	kg	：	タッチ
146	kg	：	プレミアムLED
145	kg	：	GT	LED/LED

最大使用者重量 136	kg
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