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ABOUT　HORIZON FITNESS

1
信頼のフィットネスマシン専門メーカー

ホライズンを扱うジョンソンヘルステック社は、スポーツクラブ等
で使われる業務用のマシンも開発・製造しており、そのノウハウが
そのまま家庭用にも活かされています。斬新なデザインと優れた
機能を持つ製品は、国内外のフィットネスクラブやホテルで採用さ
れています。

2
世界100カ国以上、40年以上の販売実績

ジョンソンヘルステック社は1975年に台湾で設立され、40年以上
に渡りフィットネスマシンを販売しています。
現在全世界に32の子会社があり100カ国以上で販売、また300

店舗以上のショップを運営するグローバルカンパニーです。

3
自社工場で徹底した品質管理

ホライズンの製品は、自社および提携工場で一貫して製造を
行い、生産過程および完成後に数十項目に渡って点検を実施し
ています。
ISO9001（品質マネジメントシステム）とISO14001（環境マネジ
メントシステム）も認証取得しており、環境に配慮した商品を提供
しています。

ホライズンが選ばれる

10の理由
一口にフィットネスマシンと言っても、目的や年齢によって
最適なものは異なります。ジョンソンヘルステックのホライ
ズンは、より多くの方にお使いいただけるよう、豊富な機種
をご用意しています。
私たちが大切にしているのは、お客様にどの機種を選んで
いただいても、高い品質とサービスを提供し、期待通りの効
果を実感していただくことです。
ホライズンが家庭用フィットネスマシンにおいて、日本およ
び世界での高いシェアを誇っているのには理由があります。
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※1 メーカー保証規定に基づきます。※2 一部製品を除く。※3 土日祝日を除きます。

4

5

6

国内でも検品・製品チェックを実施

世界で受け入れられている安心のブランドでも、品質に厳しい日本ではより
念入りな管理体制が求められます。ジョンソンヘルステックジャパンでは独自
に品質管理チームを置き、製品だけでなく梱包や輸送方法まで細部に渡って
丁寧にチェックしています。

高い性能と耐久性

ジョンソンドライブモーターは、速度や傾斜の変更を瞬時かつ正確に反映し、
スムーズで快適な走りをサポートします。高い出力時でも、回転数を低く抑
えることができ、音も静か。高温になりにくいため、故障や不具合のリスクが
軽減されます。

飽きずに続けられる多彩な機能

ホライズンマシンは豊富な運動プログラムの他、音楽再生スピーカー、多彩
なコンテンツを楽しめるフィットディスプレイアプリ、運動を記録するヴュー
フィットなどに対応。エクササイズを楽しく続けられる工夫が数多く施されて
います。

7
安心の1年間の無償保証

全てのトレッドミル、バイク、クロ
ストレーナーおよびローアーは、
ご購入から1年間のメーカー保
証付きです。期間中の修理や部
品の交換があった場合は無償に
て実施いたします※1。

9
迅速なアフターサービス

お電話やWEB修理受付フォー
ムよりご連絡いただいた場合、
原則24時間以内※3にご返信し、
修理手配やお見積発行などの初
期対応を行います。 10

全国439拠点のサービス網

万が一修理が必要になった際で
も、社内外合わせて全国439拠
点から迅速に訪問いたします。
ご購入後のサポート体制も万全
です。

8
欧州の厳しい安全規格に適合

ホライズン製品は欧州30か国の
フィットネス器具における統一
規格、EN957安全基準適合製品
です。安全性試験をはじめ様々
な耐久性基準のテストをクリアし
ているため、安心・安全にお使い
いただけます※2。
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ViewFit（ヴューフィット）で目標達成をより簡単に！

ViewFitとは？
ホライズンフィットネスのマシンで運動したデータを、自動でサーバー上に記録するシステムです。データはタブレットやスマートフォンで
いつでも閲覧することができ、自分で決めたゴールまでの達成度もわかります。

ViewFitのメリット
 ▎運動データは自動で記録されるので、手で書いたり入力する手間が省けます

 ▎運動した時間や距離が日・週・月ごとに確認でき、続けていく励みになります

 ▎�tbitといった人気アプリとも連動し、マシン以外の運動も取り込みます

 ▎世界中の人と「チャレンジ」に参加し、ゴールへ向かって共に頑張ることができます

 ▎使用料は無料※1。スマートフォンアプリも無料でダウンロードいただけます

※1　パケット通信料はお客様のご負担となります
※2　  接続・データ閲覧にはご自宅にwi-�環境、およびwi-�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
※3　お客様のインターネットの接続環境や回線の混雑状況により接続できない場合があります。

動画をチェック

Fitbit
GARMIN

Map My Fitness

Apple Health

Misfit

My Fitness Pal
Polar

Runkeeper

Strava

Suunto

TomTom

Withings
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トレーニングの楽しさを広げる�tDisplay（フィットディスプレイ）
無料のモバイルアプリ �tDisplayは、対応マシン※とお持ちのスマートフォンやタブ
レットをBluetooth経由で接続。
一部のプレミアムモデルのみに搭載されていた充実プログラムであなたのモチベー
ションを高め、フィットネス目標の達成をサポートします !

● 運動しながら海外のリアルな景観変化を楽しめる、「バーチャルアクティブ」
●  一回わずか20分。話題の時短トレーニング、「スプリント8」など。

　豊富な運動プログラムが、あなたのやる気を引き出します。
　エクササイズの質を高める運動プログラムをご体験ください。　

※対応機種：Paragon X 、Omega Z 、GR7



Grass（草原） Dirt（土） Gravel（砂利） Stone（石）

Paragon Xにはクッションの硬さを4段階に
変更できるエアトレイン・テクノロジーを
搭載。柔らかな草原からハードな石畳の道
まで、屋外のトレイルをイメージしながら楽
しく走ることができます。またアメリカやヨー
ロッパの実際のトレイルに基づいて、硬さが
自動で変化するコースも搭載。毎日のトレー
ニングに変化と新しさをもたらします。

硬柔

まったく新しい 　　  2つのトレッドミルNEW 



Omega Zに内蔵されているパルストレイン・
プログラムは、ランナーの心拍数を色で表す
ことで、どれぐらいの負荷が体にかかってい
るかが一目でわかります。脂肪燃焼に最適な
持久走～有酸素トレーニングから、心肺機能
やスピードを向上させる無酸素トレーニング
まで、ご自身の運動経験やその日の体調に
合わせたワークアウトが可能です。

※パルストレイン・プログラムは、別売のBluetooth対応
心拍計が必要です。

Endurance
（持久力）

Aerobic
（有酸素）

Threshold
（しきい値）

Anaerobic
（無酸素） 
強弱

まったく新しい 　　  2つのトレッドミル
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ホライズンのトレッドミルは、初心者から上級ランナー向けまで幅広いラインナップを揃えています。

どの機種にも共通しているのは、高い耐久性と安定性、そしてわかりやすい操作性です。

それぞれの価格帯に応じて適切な機能やパーツを揃え、フィットネスマシン専門メーカーならではの

高い技術によって、家庭用ながら業務機のような快適な乗り心地をお楽しみいただけます。

ホライズンのマシンフレームは、高い耐久性とともに、使わないときはコンパクトに折り
畳める構造になっています。油圧アシストによって無理なく開閉可能で、簡単に収納する
ことができます。

ホライズンの走行デッキは、ランニングシューズのようにランナーのストライド位置に合わ
せて、固さの異なる3つのゾーンに分かれています。前部分は着地の衝撃を和らげるための
ソフトクッション、中央はスムーズな体重移動を促すミディアムクッション、そして後部は
力強い蹴りだしに応じるためのハードクッションとなっています。

エコモードが搭載された機種は、15分間使用しない場合スリープ状態になり、消費電力を
抑えます。

動画をチェック

ホライズンのデジタルドライブモーターは、速度や傾斜の変更を瞬時かつ正確に反映し、
スムーズで快適な走りをサポートします。高い出力時でも、回転数を低く抑えることができ、
音も静か。高温になりにくいため、故障や不具合のリスクが軽減されます。

TREADMILLS

【ドライブモーターについて】
モーターの能力は一般的にHP（馬力）で表記されます。
ホライズンでは、使用時に安定して出力できる数値（CHP=Continuous Horse Power）の表記で統一しています。
一方、メーカーによっては瞬間的な最大出力（PHP=Peak Horse Power）をHPとして表記している場合があり、
CHPよりも大きな数値となります。CHPとPHPは異なる基準であることにご注意ください。
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PARAGON X
TREADMILLS

パラゴン エックス

￥396,000 （税抜価格￥360,000） 

 配送・組立て・設置費込みのフルサービス 

［JANCODE:4571262451030］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0007（39ページ参照） 

クッションの硬さを変えられる 
最上位フラッグシップモデル

 ▎クッションの硬さを4段階に変えられるエアトレイン・テクノロジー。

 ▎最高速度20km/h。最大傾斜15％の圧倒的な高スペック。
 ▎29種類の豊富なプログラムで、毎日のエクササイズをより楽しく。

 ▎3.25CHPのパワフルなジョンソンドライブモーター。

 ▎Bluetooth対応の心拍計に接続可能。

 ▎多彩な映像やコンテンツを楽しむ無料アプリ�tDisplay対応。

動画をチェック



10  |  TREADMILLS

専用アプリで楽しむ
様々なコンテンツ

ジムクオリティの
ハイスペック仕様

運動効果を高める
豊富なプログラム

折り畳みも簡単＆安全

ご自身のスマホやタブレッ
トで様々な運動プログラ
ムが楽しめる無料アプリ
「�tDisplay」対応。
（※タブレットは別売です。）

最大速度20km/h。最大傾
斜15%の高スペック。走行
面も153 x 56cmと業務機
並の広さです。

話題のHIIT（高強度イン
ターバルトレーニング）、ス
プリント8を標準搭載。短
時間で効率的な運動が可能
です。

使わない時はデッキを折り
畳んで収納。キャスター付
で移動も可能です。油圧シ
ステムで開閉も安全。

SPEC

D
rive

ドライブモーター 3.25 CHP

速度 0.8 ～ 20km/h（0.1km/h単位）

傾斜 0 ～ 15%（0.5％単位）

Fram
e

ランニング面 153 x 56 cm

ベルトの厚み 2.2 mm

衝撃緩和クッション VRC+エアトレイン・テクノロジー

C
o

nso
le

プログラム

29（マニュアル、スプリント8、距離［1K、5K、10K、ハーフマラソン］、カロ
リー［300kcal、500kcal、700kcal］、スピードインターバル、ピークインター
バル、体重減量、Gerkin、目標心拍数、%目標心拍数、ステップ［5000歩、
10000歩］、エアトレイン［ビギナー、障害物①、②、5K①、②、③、④、10K①、
②、50K］カスタム①、②）

スピーカー ー

ハンドグリップ心拍数 ◯

POLAR心拍計対応 ◯（Bluetooth）

ViewFit対応 ◯（�tDisplay使用時）

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 206 x 97 x 147 cm

折畳み時寸法
（L x W x H） 114 x 97 x 181 cm

梱包寸法
（L x W x H）

219 x 98 x 30 cm /
104 x 60 x 30 cm

本体重量 125 kg

梱包重量 133 kg / 13 kg

最大使用者重量 180 kg

電源 100 V
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OMEGA Z
TREADMILLS

オメガ ゼット

￥253,000 （税抜価格￥230,000）   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE:4571262451047］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0007（39ページ参照） 

運動強度に合わせてコンソールの色が変化 
シンプルかつ本格的なランニングマシン

 ▎心拍数に応じてコンソールの色が変わるパルストレイン・プログラム。

 ▎最高速度20km/h。最大傾斜12％の圧倒的な高スペック。
 ▎U字型のサイドハンドルが、安全な乗り降りをサポート。

 ▎3.0CHPのパワフルなジョンソンドライブモーター。

 ▎Bluetooth対応の心拍計に接続可能。

 ▎多彩な映像やコンテンツを楽しむ無料アプリ�tDisplay対応。
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体の状態を
わかりやすく色で表示

ジムクオリティの
ハイスペック仕様

専用アプリで楽しむ
様々なコンテンツ

Z型の斬新で
安定性の高いフォルム

心拍数によってコンソー
ルの色が4色に変化。自分
の体調や運動能力に応じ
てトレーニングできます。
（※別売のBluetooth対応心拍計
が必要です。）

最大速度20km/h。最大傾
斜12%の高スペック。走
行面は140 x 53cmで本格
的なランニングにも最適。

ご自身のスマホやタブ
レットで様々な運動プロ
グラムが楽しめる無料ア
プリ「�tDisplay」対応。
（※タブレットは別売です。）

角度がついたコンソールと
フレーム、U字型のサイド
ハンドルが快適な走りを
サポートします。

SPEC

D
rive

ドライブモーター 3.0 CHP

速度 0.8 ～ 20km/h（0.1km/h単位）

傾斜 0 ～ 12%（0.5％単位）

Fram
e

ランニング面 140 x 53 cm

ベルトの厚み 1.6 mm

衝撃緩和クッション VRC（バリアブルレスポンスクッション）

C
o

nso
le

プログラム

19（マニュアル、パルストレイン①、②、③、④、カロリー［300kcal、
500kcal、700kcal］、スピードインターバル、ピークインターバル、体重減
量、目標心拍数、%目標心拍数、ステップ［5000歩、10000歩］、距離［1K、
5K、10K］、カスタム）

スピーカー ー

ハンドグリップ心拍数 ◯

POLAR心拍計対応 ◯（Bluetooth）

ViewFit対応 ◯（�tDisplay使用時）

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 183 x 89 x 144 cm

折畳み時寸法
（L x W x H） 103 x 89 x 169 cm 

梱包寸法
（L x W x H） 229 x 91 x 32 cm

本体重量 93 kg

梱包重量 110 kg

最大使用者重量 159 kg

電源 100 V
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ADVENTURE 1
TREADMILLS

アドベンチャー ワン

￥176,000 （税抜価格￥160,000）   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE:4571262450835］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0007（39ページ参照） 

コストパフォーマンスに優れた 
本格ランナーも納得の一台

 ▎最高速度18km/hと本格的なランニングにも対応

 ▎ショートカットキーでお好みの速度や傾斜に即変更

 ▎VRCクッションが足腰への衝撃を緩和

 ▎スピーカー搭載で、お好きな音楽を聞きながらエクササイズ

動画をチェック
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10%

走行中でも
速度・傾斜の変更が簡単

坂道ランニングは、
足腰の強化に最適

膝や腰への負担を
軽減させるクッション

折畳みも簡単＆安全

ショートカットキーで、速度
や傾斜を簡単に変更するこ
とができます。

傾斜をつけて走ることで
（最大10％）、下半身の強化
やシェイプアップに効果的
です。

VRCクッションが衝撃や音
を吸収し、快適なランニン
グをサポートします。

油圧式のフェザーライト
フォールディングで、折畳み
がゆっくり安全に行えます。

D
rive

ドライブモーター 2.25 CHP

速度 0.8 ～ 18km/h（0.1km/h単位）

傾斜 0 ～ 10%（0.5％単位）

Fram
e

ランニング面 140 x 49.5 cm

ベルト厚み 1.4 mm

衝撃緩和クッション VRC（バリアブルレスポンスクッション）

C
o

nso
le

プログラム 10（クラシック［マニュアル、スピードインターバル］、目標距離［1K、5K、
10K］、目標カロリー［100kcal、300kcal、500kcal］、目標心拍数、カスタム）

スピーカー ソニックサラウンドスピーカー

ハンドグリップ心拍数 ○

POLAR心拍計対応 ○（5kHz）

ViewFit対応 ー

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 182 x 89 x 138 cm

折畳み時寸法
（L x W x H） 114 x 89 x 155 cm

梱包寸法
（L x W x H） 191 x 81 x 30 cm

本体重量 81 kg

梱包重量 100 kg

最大使用者重量 125 kg

電源 100 V

SPEC
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動画をチェック

CITTA TT5.0
TREADMILLS

チッタ ティーティー5.0

￥176,000 （税抜価格￥160,000）   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立となります。
※室内までの搬入・組立・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE:4571262451009］

ロングハンドレール（オプション）
￥13,750（税抜価格￥12,500）

［JANCODE:4571262450941］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0007（39ページ参照） 

デスクトレイが着脱可能な 
おしゃれなルームランナー 

 ▎   インテリアに馴染むスタイリッシュなデザイン

 ▎簡単に着脱できるデスクトレイが付属

 ▎   乗り降りに便利なロングハンドレールを取付可能（オプション）

 ▎   VRCクッションが足腰への衝撃を緩和

 ▎見やすい5.5インチLCDコンソールで簡単操作

※写真は旧タイプで一部仕様が異なります。
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ステップアシスト付きの
走行面 

ロングハンドレールで安全運動しながら
ワークスペースを確保

折畳みも簡単安全

ステップアシスト付きで安
全に乗り降りができます。

オプションのハンドレール
をつければ、乗り降りや運
動をより安全に行うことが
できます。 

デスクトレイは簡単に着脱
可能。PCやタブレットを見
ながらエクササイズが可能
です。
（※安全にご留意ください）

油圧式のフェザーライト
フォールディングで、折畳
みがゆっくり安全に行なえ
ます。
（※写真は一部仕様が異なります。）

SPEC

D
rive

ドライブモーター 2.5 CHP

速度 0.8 - 16 km/h（0.1km/h単位）

傾斜 0 - 10%（0.5％単位）

Fram
e

ランニング面 127 x 46 cm

ベルト厚み 1.4 mm

衝撃緩和クッション VRC（バリアブルレスポンスクッション）

C
o

nso
le

プログラム 8（マニュアル、5000ステップ、ローリングヒル、マウンテンクライム、体重
減量、インターバル、目標心拍数［スピード］、カスタム）

スピーカー ー

ハンドクリップ心拍数 ◯

POLAR心拍計対応 ◯（5kHz）

ViewFit対応 ー

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 181 x 90 x 133 cm

折畳み時寸法
（L x W x H） 100 x 90 x 161 cm

梱包寸法
（L x W x H）

191x 85 x 30 cm /
89 x 54 x 6 cm

本体重量 91 kg（デスク含む）

梱包重量 91 kg / 4.2 kg

最大使用者重量 115 kg

電源 100V
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TEMPO T82
TREADMILLS

テンポ ティー82

￥108,900 （税抜価格￥99,000）   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE:4571262450958］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0007（39ページ参照） 

電動傾斜やショートカットキー付きの 
エントリーモデル

 ▎   下半身の強化にピッタリな0～10%の傾斜機能

 ▎見やすいLEDディスプレイ

 ▎ワンタッチで速度や傾斜を素早く変更

 ▎BMI計算機能付きで、肥満度をチェック
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10%

走行中でも
速度・傾斜の変更が簡単

坂道ランニングは
足腰の強化に最適

膝や腰への負担を
軽減させるクッション

移動も簡単

速度と傾斜はそれぞれ3つ
のショートカットボタンで、
ワンタッチで簡単に変更が
できます。

傾斜をつけて走ることで
（最大10％）、下半身の強化
やシェイプアップに効果的
です。

IdealZoneクッションシス
テムが衝撃や音を吸収し、
快適なランニングをサポー
トします。

マシンの折畳みは安全・簡
単にでき、キャスター付き
なので移動も容易です。

D
rive

ドライブモーター 1.75 CHP

速度 0.8 ～ 15 km/h（0.1km/h単位）

傾斜 0 ～ 10％（0.5％単位）

Fram
e

ランニング面 135 x 41.5 cm

ベルト厚み 1.6 mm

衝撃緩和クッション IdealZoneクッションシステム

C
o

nso
le

プログラム 5（マニュアル、カロリーゴール、体重減量、足腰引き締め、健康1万歩）

スピーカー ー

ハンドグリップ心拍数 ○

POLAR心拍計対応 ー

ViewFit対応 ー

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 186 x 71 x 132 cm

折畳み時寸法
（L x W x H） 116 x 71 x 144 cm

梱包寸法
（L x W x H） 194 x 76 x 30 cm

本体重量 61 kg

梱包重量 76 kg

最大使用者重量 115 kg

電源 100 V

SPEC



19  |  CROSS TRAINER

動画をチェック

CROSS TRAINER
スポーツクラブで人気のクロストレーナーは、有酸素運動ができることに加えて、腕や下半身の

引き締めにも効果が期待できます。

ホライズンが掲げるSix Star（シックススター）フレーム構造は、クロストレーナーで快適かつ

効果的に運動するために必要な、6つのポイントについて考慮されています。

ペダル間隔
フットペダルは間隔が近い程、背中や臀部にかかる
ストレスが軽減され、自然な動きを実現します。

ステップ高の低さ
ペダルが地面に近い程、乗り降りが安全に行えます。

ハンドルバーの位置
ハンドルバーは身長の高い方、低い方ともに握り
やすいよう、曲線的にデザインされています。

自然な軌道
実際の走りや歩きに近い軌道を描くことにより、
長時間自然で快適なワークアウトを継続できます。

スムーズな動き
大きな駆動プーリーを使用することによって、
スムーズかつ広いストライドをつくり出します。

正しい姿勢
運動中に上半身がまっすぐ伸びることで、
快適かつ効果的なワークアウトを生み出します。



20  |  CROSS TRAINER
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ANDES 7i 
CROSS TRAINER

アンデス セブンアイ 

￥264,000 （税抜価格￥240,000）  

 配送・組立て・設置費込みのフルサービス 

［JANCODE:4571262450484］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0007（39ページ参照） 

より正確な負荷システム採用で 
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。

 ▎   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。

 ▎ViewFit（3ページ参照）対応。

動画をチェック
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ViewFitに繋いで
運動履歴を自動記録

着地しないから
体への衝撃が少ない

コンパクトで省スペース30段階の細かな
負荷調整が可能

ViewFitに繋いで、運動を
楽しくサポートします。

エルゴフローにより、実際の
ランニングに近い軌道で膝
に負担の少ない自然な動き
を再現しました。

革新的な構造で、ワンハン
ド＆ワンタッチで折畳みが
できるので、コンパクトに
収納できます。

インダクションブレーキに
よって、より細かく正確な
負荷が、瞬時に反映されます。

SPEC

D
rive

負荷レベル 1～30

負荷システム インダクションブレーキ

フライホイール 8.5 kg

Fram
e

ストライド幅 50.8 cm

Q-Factor （ペダル間隔） 2.5 cm

C
o

nso
le

ディスプレイ 6.25インチブルーバックLCDディスプレイ

プログラム
14（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）

スピーカー ソニックサラウンドスピーカー

ハンドグリップ心拍数 ◯

POLAR心拍計対応 ◯（5kHz）

ViewFit対応 ◯

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 173 x 67 x 171 cm

折畳み時寸法
（L x W x H） 102 x 67 x 171 cm

梱包寸法
（L x W x H） 180 x 57 x 79 cm

本体重量 79.5 kg

梱包重量 92 kg

最大使用者重量 136 kg

電源 100 V
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ANDES 3
CROSS TRAINER

アンデス スリー

￥176,000 （税抜価格￥160,000）   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE:4571262450477］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0007（39ページ参照） 

本格的なクロストレーナーを 
よりお求めやすく

 ▎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、下半身を大きく使ったエクササイズ。

 ▎片手で簡単に開閉が可能。

動画をチェック
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一目で分かる
運動レベル

着地しないから
体への衝撃が少ない

コンパクトで省スペース大きなペダルと
広いストライド

年齢とセンサーが測定した
心拍数から、現在の運動強
度を表示します。

エルゴフローにより、実際
のランニングに近い軌道で
膝に負担の少ない自然な動
きを再現しました。

革新的な構造で、ワンハン
ド＆ワンタッチで折畳みが
できるので、コンパクトに
収納できます。

滑り止めがついて安全な
フットペダルと50.8cmの
長いストライドで、快適なエ
クササイズを実現します。

SPEC

D
rive

負荷レベル １～16

負荷システム ECBマグネットブレーキ

フライホイール 7 kg

Fram
e

ストライド幅 50.8 cm

Q-Factor （ペダル間隔） 2.5 cm

C
o

nso
le

ディスプレイ 5.5インチLCDディスプレイ

プログラム 10（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）

スピーカー ー

ハンドグリップ心拍数 ◯

POLAR心拍計対応 ◯（5kHz）

ViewFit対応 ー

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 173 x 67 x 171 cm

折畳み時寸法
（L x W x H） 102 x 67 x 171 cm

梱包寸法
（L x W x H） 187 x 57 x 79 cm

本体重量 77 kg

梱包重量 94 kg

最大使用者重量 136 kg

電源 100 V
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ご自宅で、テレビや本を見ながら気軽にエクササイズできるのが、家庭用バイクのメリットです。

ホライズンのフィットネスバイクは、ステップスルーの快適な乗り降りや、シートやハンドル位置の細かな調整により、

体に負担をかけずに本格的なサイクリングを楽しむことが出来ます。

目的別に選べる3タイプ、5種類のバイク

省スペースでエクササイズ
他のマシンに比べて設置面積が小さく、
お部屋のわずかなスペースでも使用可。

正しい姿勢をサポート
シートは高さと前後の位置が調節でき、
疲れにくい快適な運動姿勢をキープ。

UPRIGHT (COMFORT 5,3,BT5.0)

背もたれ付で安心
バックパッドとシートが腰をしっかり支え、
安定したペダリングを実現。

乗り降りが簡単
ステップスルー設計なので、
足を大きく上げずにマシンへのアクセスが可能。

RECUMBENT (COMFORT R)

ロードバイクを模した形状
ハンドルやサドルの位置を調整し、
アウトドアバイクのような前傾ポジションを実現。

アスリートのトレーニングにも最適
微調整式の負荷調節で、スプリント（高速漕ぎ）などの
トレーニングにも対応。

INDOOR CYCLE (GR7)

FITNESS BIKES
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COMFORT 5 
UPRIGHT BIKE

コンフォート ファイブ

￥104,500 （税抜価格￥95,000）   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE:4571262451023］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0009（39ページ参照） 

省スペースで場所を取らない 
多機能なアップライトバイク 

 ▎   ネットに繋いで運動履歴を自動記録するヴューフィット機能搭載

 ▎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

 ▎設置面積は120 x 55 cmと省スペース

 ▎デバイスラックとドリンクホルダー付き

 ▎スピーカー搭載で、お好きな音楽を聞きながらエクササイズ

動画をチェック
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乗り降りが簡単ViewFitに繋いで
運動履歴を自動記録

最適なポジションで
エクササイズ

コンパクトでも
本格的な乗り心地

ステップスルー構造により、
高齢者の方でも安全に乗り
降りができます。

ViewFitに繋ぐことで、アプ
リから結果や進捗をいつ
でも確認できます。

上下、前後に動くシートで、
様々な体型のユーザーに対
応しています。

省スペースな設計でありな
がら、安定性に優れた快適
なサイクルを実現します。

SPEC

D
rive

負荷レベル 1 ～ 20

負荷システム ECBマグネットブレーキ

フライホイール 8.5 kg

C
o

nso
le

ディスプレイ 5.5インチ LCD ディスプレイ

プログラム 12（マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、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）

スピーカー ソニックサラウンドスピーカー

ハンドグリップ心拍数 ◯

POLAR心拍計対応 ◯（5kHz）

ViewFit対応 ◯

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 120 x 55 x 136 cm

梱包寸法
（L x W x H） 127 x 29 x 67 cm

使用者身長
（目安） 145 cm以上

本体重量 39 kg

梱包重量 45 kg

最大使用者重量 136 kg

電源 100 V
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動画をチェック

CITTA BT5.0
UPRIGHT BIKE

チッタ ビーティー5.0

￥93,500 （税抜価格￥85,000）   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立となります。
※室内までの搬入・組立・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE：4571262451016］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0009（39ページ参照） 

デスク付きのおしゃれな 
アップライトバイク 

 ▎   折りたためる落ち着いた木目調のデスクトレイ

 ▎ステップスルー構造で乗り降りが簡単

 ▎10の多彩なプログラムを搭載

 ▎上下、前後に動くシートで様々な体型の方に対応
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シンプルな 
ペダルクランク

運動しながら
ワークスペースを確保

最適なポジションで
エクササイズ

乗り降りが簡単

快適な乗り心地はそのまま
に、シンプルでユニークな
ペダルクランクを実現。

簡単に引き出せるデスクに
PCや雑誌を置いてエクササ
イズが可能 

上下、前後に動くシートで
さまざまな体型のユーザー
に対応しています。 

ステップスルー構造によ
り、大きくまたぐことなく
乗り降りができます。 

SPEC

D
rive

負荷レベル 1～20

負荷システム ECB マグネットブレーキ

フライホイール 6 kg

C
o

nso
le

ディスプレイ 5.5インチ　LCDディスプレイ

プログラム 10 (マニュアル、インターバル、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、目標心拍数ゾーン、目標心拍数％、カスタム）

スピーカー ー

ハンドグリップ心拍数 ◯

POLAR心拍計対応 ◯（5kHz）

ViewFit対応 ー

Tech Sp
ec

寸法（L x W x H） 123 x 63.5 x 118 cm

梱包寸法
（L x W x H）

本体：
91 x 57 x 67 cm
デスク：
62 x 18 x 55 cm 

使用者身長（目安） 145 cm以上

本体重量 50.5 kg

梱包重量 54 kg / 5 kg

最大使用者重量 136 kg

電源 100V
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COMFORT 3
UPRIGHT BIKE

コンフォート スリー

￥86,900 （税抜価格￥79,000）   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE:4571262457063］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0009（39ページ参照） 

シンプルで使いやすい 
インドアバイクのエントリーモデル

 ▎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

 ▎設置面積は120 x 55 cmと省スペース

 ▎デバイスラックとドリンクホルダー付き

 ▎スピーカー搭載で、お好きな音楽を聞きながらエクササイズ

動画をチェック
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タブレットや雑誌を置ける
デバイスラック

一目でわかる
運動レベル

乗り降りが簡単 最適なポジションで
エクササイズ

ご自分のタブレットや雑誌
を置いて、お気に入りのコ
ンテンツを楽しみながら運
動できます。

年齢とセンサーが測定した
心拍数から、現在の運動強
度を表示します。

ステップスルー構造により、
高齢者の方でも安全に乗り
降りができます。

上下、前後に動くシートで、
様々な体型のユーザーに対
応しています。

SPEC

D
rive

負荷レベル 1 ～ 16

負荷システム ECBマグネットブレーキ

フライホイール 7 kg

C
o

nso
le

ディスプレイ 5.5インチLCDディスプレイ

プログラム 10（マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、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、カスタム）

スピーカー ソニックサラウンドスピーカー

ハンドグリップ心拍数 ◯

POLAR心拍計対応 ◯（5kHz）

ViewFit対応 ー

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 120 x 55 x 135 cm

梱包寸法
（L x W x H） 127 x 29 x 67 cm

使用者身長
（目安） 145 cm以上

本体重量 37 kg

梱包重量 42.5 kg

最大使用者重量 136 kg

電源 100 V
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COMFORT R 
RECUMBENT BIKE

コンフォート アール 

￥135,300 （税抜価格￥123,000）   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE:4571262457056］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0007（39ページ参照） 

背もたれ付きの安心リカンベントバイク

 ▎   背もたれが上半身をしっかりサポート

 ▎乗り降りしやすいステップスルー構造

 ▎12の運動プログラムと内蔵スピーカー搭載

 ▎体力に自信のない方でも、安心してエクササイズ

 ▎ViewFit（3ページ参照）対応

動画をチェック
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乗り降りが簡単ViewFitに繋いで
運動履歴を自動記録

腰への負担を軽減 一目で分かる
運動レベル

ステップスルー構造によ
り、高齢者の方でも安全に
乗り降りができます。

ViewFitに繋いで、運動を
楽しくサポートします。

背もたれによって上半身が
しっかりサポートされ、安
心してペダリングできます。

年齢とセンサーが測定した
心拍数から、現在の運動強
度を表示します。

SPEC

D
rive

負荷レベル 1 ～ 20

負荷システム ECBマグネットブレーキ

フライホイール 7 kg

C
o

nso
le

ディスプレイ 5.5インチLCD ディスプレイ

プログラム 12（マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、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）

スピーカー ソニックサラウンドスピーカー

ハンドグリップ心拍数 ◯

POLAR心拍計対応 ◯（5kHz）

ViewFit対応 ◯

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 165 x 64 x135 cm

梱包寸法
（L x W x H） 170 x 29 x 71 cm

使用者身長
（目安） 155 cm以上

本体重量 47 kg

梱包重量 54 kg

最大使用者重量 136 kg

電源 100 V
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GR7
INDOOR CYCLE

ジーアール セブン

￥198,000 （税抜価格￥180,000） 本体   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE:4571262450965］

コンソール（オプション）
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［JANCODE:4571262450972］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0009（39ページ参照） 

充実プログラムで目標達成をサポートする、 
本格的なインドアサイクル

 ▎マグネット負荷で、素早くスムーズな調整が可能

 ▎  ユーザーに合わせてハンドルバー、シート、ペダルの調節が可能

 ▎  充実した10個のプログラムを提供する�tDisplayアプリ対応

 ▎  ご自身のスマートフォンやタブレットとバイクを接続し、 
楽しくトレーニングを続けられる

 ▎  オプションのコンソールは、ライトで3つのフォームをガイド
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AN INSPIRING
WAY TO RIDE

A REAL ROAD FEEL

Our smart  V-shaped f rame design 
combines optimized seat positioning, 
ergonomically sculpted handlebars and 
narrow pedal spacing to create the feel 
of real outdoor cycling. 

HIGHLY
CUSTOMIZABLE

You need choices to ride your way, and our 
modular design makes it easy to mix and match 
key components on our GR Indoor Cycles. 

You’ll discover that it’s virtually effortless to 
replace the handlebars, seat or pedals with your 
favorite upgrades, helping you truly make each 
ride your own.  

M A G N E T I C  R E S I S TA N C E 
SYSTEM

Our magnetic resistance system offers 
instant, smooth, precise resistance 
changes at the push of a button. 

Since it has no moving parts, it’s also 
quieter and more durable than traditional 
resistance systems. 
(GR7, GR7s and GR6 only) 

リアルなロードサイクリン
グの感覚を室内でも

�tDisplayの充実したプログ
ラムが、楽しく目標まで導く

マグネット負荷と調節可能
なハンドルバー、シート

運動記録をリアルタイムで
フィードバック

ハンドル、ペダル、シートを
結ぶV字フレームが、リアル
なアウトドアサイクリング
の感覚を呼び起こします。

スプリント8やビート等の効
果的なプログラムを提供す
るだけでなく、お気に入りプ
ログラムを記憶して目標達
成をサポートします。
（※タブレットは別売です。）

マグネット負荷で素早くス
ムーズな調節ができ、ハン
ドル /シートともに前後上
下に調節が可能です。

時間、距離、スピード等を瞬
時に表示。Polarの心拍計
にも対応。グローライド・シ
ステムがフォームを3つの
フェーズにガイド。

SPEC

※仕様は予告なく変更になる可能性がございます

インドアバイク

Features

フライホイール －

運搬用キャスター ○

ハンドルバー調整 前後+上下調節ハンドル

System

シート調整 4方向調整シート、前後上下

負荷システム マグネット

負荷レベル 1～12

ドライブシステム ベルトドライブ

�tDisplay （モバイルアプリ） コンソール （オプション）

ディスプレイ ご使用者のモバイル機器 5インチLCDディスプレイ

表示項目 時間、距離、カロリー、心拍数、回転数（RPM）、速度、ワット、
負荷レベル

時間、距離、カロリー、心拍数、
回転数（RPM）、スピード、バッテリー

プログラム 10（ビート、コンテスト、スプリント8、バーチャルアクティブ、目標距離、
スピード目標、目標心拍数、カロリー目標、インターバル、マニュアル）

3（HIIT、スピードインターバル、
心拍数インターバル）

POLAR心拍計対応 ○（bluetooth） ○（5kHz）

ViewFit対応 ○ －

特徴 iOS9以降、Android6.0以降に対応 グローライド・システム

※コンソールには単三電池4個が必要です。

インドアバイク

Tech Sp
ec

寸法
（L x W x H） 150 x 57 x 118 cm

梱包寸法
（L x W x H） 123 x 26 x 100 cm

使用者身長
（目安） 155 cm以上

本体重量 51 kg

梱包重量 58 kg

最大使用者重量 136 kg

電源 不要※

JUMPJUMP RUNRUN SITSIT

オプションのコンソール
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OXFORD 6 
ROWER

オックスフォード シックス

￥165,000 （税抜価格￥150,000）   配送費込み 

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

［JANCODE:4571262450989］
 対応フロアマット（別売）：YHZM0007（39ページ参照） 

関節への負担を抑え、全身運動ができるローアー
 ▎運動中の静音性を実現した、マグネット負荷調節

 ▎充実した12の運動プログラム

 ▎運動レベルに応じて、負荷が自動で変化するプログラム搭載

 ▎運動履歴を自動で記録するViewFit（3ページ参照）対応

動画をチェック
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移動や収納も簡単な
コンパクト設計

ユーザー調査に基づいた、
快適設計

静かでスムーズな
マグネット負荷調節

安全に乗り降りが可能

縦置き収納可能。設置面積 
を最小限に抑えられます。 
キャスター付きなので、 
移動も簡単に行えます。

長時間の運動でも疲れに
くい、快適性を追求した
シート。

マグネット負荷は簡単に20
段階の細かい調節が可能。
幅広い運動レベルのユー
ザーに対応しています。

シート高さは、42cm～
レール最後部でも46cm。
乗り降りも容易で、安全に
運動できます。

42～46
cm

SPEC

製
品
仕
様

負荷システム ECBマグネットブレーキ

負荷レベル 1～20

寸法（LxWxH） 211 x 62 x 110 cm 　※各調節部の最大値です

保管方法 縦置き収納

梱包寸法（LxWxH）/重量 ①フレーム 110 x 37 x 75 cm /44 kg 　
②レール 163 x 10 x 9 cm / 5 kg

本体重量 41 kg

シート高さ 42～46 cm

最大使用者重量 159 kg

その他 運搬用キャスター

コ
ン
ソ
ー
ル

ディスプレイ 5.4インチ　ブルーバックライトLCDディスプレイ
調節可能部分 高さ・角度

表示項目 時間、ストローク、距離、500mタイム、心拍数、
SPM（ストローク/分）、カロリー、ワット

プログラム

12（マニュアル、脂肪燃焼、距離、トレーニングイ
ンターバル［時間、距離］、パフォーマンスインター
バル［エンデュランス、スピード］、レース［初級、
中級、上級］、目標心拍数［最大心拍数、 心拍数パー
セント］）

Polar心拍計対応 ○（5kHz）

ViewFit対応 ○

電源 100V
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OIL-900

T31Cトランスミッター（5kHz）

OH1 トランスミッター（Bluetooth）

YHZM0009

YHZM0007

ORIGINAL FLOORMAT POLAR TRANSMITTER
オリジナルフロアマット

ポラール社製 トランスミッター
当社オリジナルのフロアマットも別途販売しております。
振動や音の軽減や床の保護に最適です。
マシンのサイズに合わせて2種類ご用意しております。
詳しくは、販売代理店または当社までお問い合わせください。

より正確な心拍数の計測をご希望される方には、POLAR（ポラール）の
チェストトランスミッター（別売）をお勧めします。
ジョンソンヘルステックジャパンはPOLARの正規販売代理店です。 
ポラール・エレクトロ・ジャパン ホームページ：www.polar.com/ja

価格 ¥8,800（税抜価格¥8,000）

JANCODE 4571262455014

サイズ （W x L x H） 900 x 2000 x 9.5 mm

対象機種 Paragon X,  
Omega Z,  
Adventure 1,
Citta TT5.0,  
Tempo T82, Andes 7i, 
Andes 3, Comfort R
Oxford 6

価格 ¥5,280（税抜価格¥4,800）

JANCODE 0725882017594

価格 ¥12,980（税抜価格¥11,800）

JANCODE 0725882050034

価格 ¥4,400（税抜価格¥4,000）

JANCODE 4571262455144

サイズ （W x L x H） 700 x 1400 x 9.5 mm

対象機種 Comfort 5, 
Citta BT5.0,
Comfort 3, 
GR7

※この頁の製品には配送費は含まれておりません。
　販売代理店にお問い合わせください。

SILLICONE SPRAY
シリコーンスプレー

ランニングマシンを長期間ご愛用いただくために、デッキとベルトの間に
塗布するワックスです。

価格 ¥990（税抜価格¥900）

容量 420ml

JANCODE 4537264000171
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TREADMILLS
PARAGON X OMEGA Z ADVENTURE 1 CITTA TT5.0 TEMPO T82

FEATURES
ベルト厚み 2.2 mm 1.6 mm 1.4 mm 1.4 mm 1.6 mm

ランニング面 153 x 56 cm 140 x 53 cm 140 x 49.5 cm 127 x 46 cm 135 x 41.5 cm

衝撃緩和クッション VRC+エアトレイン・テクノロジー VRC（バリアブルレスポンスクッション） VRC（バリアブルレスポンスクッション） VRC（バリアブルレスポンスクッション） IdealZoneクッションシステム

傾斜 0 ～ 15%（0.5％単位） 0 ～ 12%（0.5％単位） 0 ～ 10%（0.5％単位） 0 ～ 10%（0.5％単位） 0 ～ 10％（0.5％単位）

速度 0.8 ～ 20km/h
（0.1km/h単位） 0.8 ～ 20km/h（0.1km/h単位） 0.8 ～ 18km/h（0.1km/h単位） 0.8 ～ 16 km/h（0.1km/h単位） 0.8 ～ 15km/h

（0.1km/h単位）

ドライブモーター 3.25 CHP 3.0 CHP 2.25 CHP 2.5 CHP 1.75 CHP

CONSOLE

ディスプレイ ワイドクリアパネルLCDディスプ
レイ

ワイドクリアパネルLCDディスプ
レイ

LED+ドットマトリックスプロファ
イルディスプレイ

5.5インチバックライトLCDディス
プレイ LEDディスプレイ

表示項目 時間、距離、傾斜、速度、カロリー、
心拍数、ペース、ラップ

時間、距離、傾斜、速度、カロリー、
心拍数、プロファイル、ラップ

時間、距離、傾斜、速度、カロリー、
心拍数、プロファイル

時間、距離、速度、カロリー、傾斜、
心拍数

時間、距離、カロリー、スピード、
傾斜、心拍数、歩数、BMI値

プログラム

29（マニュアル、スプリント8、
距離［1K、5K、10K、ハーフマ
ラソン］、カロリー［300kcal、
500kcal、700kcal］、スピードイ
ンターバル、ピークインターバル、
体重減量、Gerkin、目標心拍数、
%目標心拍数、ステップ［5000
歩、10000歩］、エアトレイン［ビ
ギナー、障害物①、②、5K①、②、
③、④、10K①、②、50K］カスタ
ム①、②）

19（マニュアル、パルストレイン
①、②、③、④、カロリー［300kcal、
500kcal、700kcal］、スピードイ
ンターバル、ピークインターバル、
体重減量、目標心拍数、%目標心
拍数、ステップ［5000歩、10000
歩］、距離［1K、5K、10K］、カスタ
ム）

10（クラシック［マニュアル、ス
ピードインターバル］、目標距離
［1K、5K、10K］、目標カロリー
［100kcal、300kcal、500kcal］、
目標心拍数、カスタム）

8（マニュアル、5000ステップ、
ローリングヒル、マウンテンクライ
ム、体重減量、インターバル、目標
心拍数［スピード］、カスタム）

5（マニュアル、カロリーゴール、
体重減量、足腰引き締め、健康1
万歩）

スピーカー ー ー ソニックサラウンドスピーカー ー ー

心拍数センサー ◯（ハンドグリップ） ◯（ハンドグリップ） ◯（ハンドグリップ） ◯（ハンドグリップ） ○（ハンドグリップ）

POLAR心拍計対応 ◯（Bluetooth） ◯（Bluetooth） ◯（5kHz） ◯（5kHz） ー

ViewFit対応 ◯（�tDisplay使用時） ◯（�tDisplay使用時） ー ー ー

�tDisplay対応 ◯ ◯ ー ー ー

TECH SPECS

寸法（L×W×H） 206 x 97 x 147 cm 183 x 89 x 144 cm 182 x 89 x 138 cm 181 x 90 x 133 cm 186 x 71 x 132 cm

折畳み時寸法（L×W×H） 114 x 97 x 181 cm 103 x 89 x 169 cm 114 x 89 x 155 cm 100 x 90 x 161 cm 116 x 71 x 144 cm

梱包寸法（L×W×H） 219 x 98 x 30 cm /
104 x 60 x 30 cm 229 x 91 x 32 cm 191 x 81 x 30 cm

191x 85 x 30 cm /
89 x 54 x 6 cm

194 x 76 x 30 cm

本体重量 125 kg 93 kg 81 kg 91 kg（デスク含む） 61 kg

梱包重量 133 kg / 13 kg 110 kg 100 kg 91 kg / 4.2 kg 76 kg

最大使用者重量 180 kg 159 kg 125 kg 115 kg 115 kg

電源 100 V 100 V 100 V 100 V 100 V

CROSS TRAINER
ANDES 7i ANDES 3

FEATURES
ストライド幅 50.8 cm 50.8 cm

フライホイール 8.5 kg 7 kg

ステップ高 26.6 cm 26.6 cm

Q-Factor （ペダル間隔） 2.5 cm 2.5 cm

CONSOLE
ディスプレイ 6.25インチブルーバックLCDディスプレイ 5.5インチLCDディスプレイ

表示項目 時間、距離、カロリー、スピード、RPM（回転数）、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍ホイー
ル、パワーグラフ、プロファイル

時間、距離、カロリー、スピード、RPM（回転数）、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍ホイー
ル、プロファイル

プログラム
14（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）

10（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）

スピーカー ソニックサラウンドスピーカー ー

心拍数センサー ◯（ハンドグリップ） ◯（ハンドグリップ）

POLAR心拍計対応 ◯（5kHz） ◯（5kHz）

ViewFit対応 ◯ ー

�tDisplay対応 ー ー

TECH SPECS
負荷レベル 1～30 １～16

負荷システム インダクションブレーキ ECBマグネットブレーキ

寸法（L x W x H） 173 x 67 x 171 cm 173 x 67 x 171 cm

折畳み時寸法（L x W x H） 102 x 67 x 171 cm 102 x 67 x 171 cm

本体重量 79.5 kg 77 kg

梱包寸法（L x W x H） 180 x 57 x 79 cm 187 x 57 x 79 cm

梱包重量 92 kg 94 kg

最大使用者重量 136 kg 136 kg

電源 100 V 100 V
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FITNESS BIKES

静音でパワフルなジョ
ンソンドライブモーター
を搭載

簡単・安全に折畳みが
可能

場所によって固さの異
なるクッションを搭載

クロストレーナーに適
した6つのポイントを
抑えたフレーム

一定時間使用しない場
合、エコモードに切替

フィットディスプレイ
（P4）に対応

ポラールの心拍トラン
スミッターに対応

ViewFit（P3）に対応

COMFORT 5 CITTA BT5.0 COMFORT 3 COMFORT R
FEATURES

フライホイール 8.5 kg 6 kg 7 kg 7 kg

ハンドル調整 ー ー ー ー

シート調整 前後上下 前後上下 前後上下 前後

CONSOLE

ディスプレイ 5.5インチ LCD ディスプレイ 5.5インチLCDディスプレイ 5.5インチLCDディスプレイ 5.5インチLCD ディスプレイ

表示項目
時間、距離、カロリー、スピード、RPM（回
転数）、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍
ホイール、パワーグラフ、プロファイル

時間、距離、速度、カロリー、RPM、負荷レ
ベル、心拍数、ワット

時間、距離、カロリー、スピード、RPM（回
転数）、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍
ホイール、プロファイル

時間、距離、カロリー、スピード、RPM（回
転数）、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍
ホイール、プロファイル

プログラム

12（マニュアル、インターバル、ゲーム、体
重減量、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）

10 （マニュアル、インターバル、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、目標心拍数ゾーン、目標心拍
数％、カスタム）

10（マニュアル、インターバル、ゲーム、体
重減量、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、カスタム）

12（マニュアル、インターバル、ゲーム、体
重減量、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）

スピーカー ソニックサラウンドスピーカー ー ソニックサラウンドスピーカー ソニックサラウンドスピーカー

心拍数センサー ○（ハンドグリップ） ◯（ハンドグリップ） ○（ハンドグリップ） ○（ハンドグリップ）

POLAR心拍計対応 ◯（5kHz） ◯（5kHz） ◯（5kHz） ◯（5kHz）

ViewFit対応 ◯ ー ー ◯

�tDisplay対応 ー ー ー ー

TECH SPECS

負荷レベル 1 ～ 20 1～20 １～16 1 ～ 20

負荷システム ECBマグネットブレーキ ECB マグネットブレーキ ECBマグネットブレーキ ECBマグネットブレーキ

寸法（L x W x H） 120 x 55 x 136 cm 123 x 63.5 x 118 cm 120 x 55 x 135 cm 165 x 64 x 135 cm

梱包寸法（L x W x H） 127 x 29 x 67 cm
本体：91 x 57 x 67 cm
デスク：62 x 18 x 55 cm 127 x 29 x 67 cm 170 x 29 x 71 cm

使用者身長（目安） 145 cm以上 145cm以上 145 cm以上 155 cm以上

本体重量 39 kg 50.5 kg 37 kg 47 kg

梱包重量 45 kg 54 kg / 5 kg 42.5 kg 54 kg

最大使用者重量 136 kg 136 kg 136 kg 136 kg

電源 100 V 100 V 100 V 100 V

GR7 OXFORD 6
FEATURES

ハンドル調整 前後上下 ー

シート調整 前後上下 ー

�tDisplay（モバイルアプリ） コンソール（オプション）

ディスプレイ ご使用者のモバイル機器 5インチLCDディスプレイ 5.4インチ　ブルーバックライトLCD

表示項目
時間、距離、カロリー、心拍数、
回転数（RPM）、速度、ワット、
負荷レベル

時間、距離、カロリー、心拍数、
回転数（RPM）、スピード、バッ
テリー

時間、ストローク、距離、500mタイム、心拍
数、SPM（ストローク/分）、カロリー、ワット

プログラム

10（ビート、コンテスト、スプリ
ント8、バーチャルアクティブ、
目標距離、スピード目標、目標
心拍数、カロリー目標、インター
バル、マニュアル）

3（HIIT、スピードインターバル、
心拍数インターバル）

12（マニュアル、脂肪燃焼、距離、トレーニン
グインターバル［時間、距離］、パフォーマン
スインターバル［エンデュランス、スピード］、
レース［初級、中級、上級］、目標心拍数［最
大心拍数、心拍数パーセント］）

POLAR心拍計対応 ○（bluetooth） ○（5kHz） ○(5kHz)

ViewFit対応 ◯（�tDisplay使用時） ー ○

�tDisplay対応 ○ ー ー

TECH SPECS

負荷システム マグネット ECBマグネット

負荷レベル 1～12 1～20

寸法（L x W x H） 150 x 57 x 118 cm 211 x 62 x 110 cm

梱包寸法（L x W x H） 123 x 26 x 100 cm
フレーム: 110 x 37 x 75 cm
レール : 163 x 10 x 9cm

使用者身長（目安） 155 cm以上 ー

本体重量 51 kg 41 kg

梱包重量 58 kg
フレーム: 44 kg
レール:5 kg

最大使用者重量 136 kg 159 kg

電源 不要 100 V

INDOOR CYCLE ROWER

■   カタログ掲載の製品は家庭用・屋内用です。ご家庭以外（施設等）での使用は、保証の対象外となります。
■   カタログ掲載の価格は2021年3月現在のものです。予告無く変更する場合がございます。
■ 製品の仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合がございます。
■ 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。

※コンソールには単三電池4個が必要です。

＜本文中のアイコン説明＞



AUTHORIZED HORIZON FITNESS DISTRIBUTOR
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https://horizonfitness.co. jp

ジョンソンヘルステックジャパン株式会社
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル 7F
https://johnsonjapan.com
製品に関するお問い合わせ  0120-288-543
修理等のアフターサポート 0120-557-379
WEB修理受付　https://johnsonjapan.com/repair-request

販売元

世界で認められる高い品質と安全性

ジョンソンヘルステック社は ISO9001（品質マネジメントシステム）を取得し、
高い品質の製品を製造しています。ISO（国際標準化機構）は、製品やサービス、
プロセス、材質、システムの国際規格を策定する国際標準化機関です。

またホライズンフィットネスの製品は、欧州の安全規格であるEN957（フィット
ネス器具における安全基準）、CEマーク（基礎安全基準）、WEEE（廃電気・電
子製品）指令およびRoHS（特定有害物質の制限）指令を満たしています。

本カタログのPDF、および各マシンの取扱説明書は
上記ウェブサイトからもダウンロードいただけます。


