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Reebok
スタジオマット

Reebok
リーボックデッキ
RSP-16170

RSYG-16021
¥5,200（税別）

¥32,000（税別）

○高さは２段階（20cm/35.5 ㎝）に調節可能
○角度は３段階（フラット / インクライン / デクライン）
○ステップ表面に滑り止め
○チューブやダンベルの内部収納コンパートメント付
○チューブを取り付けるためのクリップ付

台湾製

Reebok
エリートヨガマット
RSYG-16022
¥8,100（税別）

台湾製
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Reebok
スタジオマットラック

Reebok
ヨガマット

RSRK-6MT
¥45,000（税別）

RSYG-16024
¥3,200（税別）
台湾製

台湾製

クッション性が高くお手入れも簡単！

施設のスタジオ用に開発されたマットは、耐久性に優れ汗や汚れがふき取りやすい表面になっています。
クッション性が高く、サイズや厚みのバリエーションでヨガやピラティスにもおすすめです。
マットには 2 つの穴がついており、専用のラックに収納ができ、スタジオ内をいつも快適に保てます。

サイズ：121.2 (L) x 33 (W) x 20 (H) cm
重量：12.6kg
最大積載重量：150kg
台湾製

有酸素運動と筋トレが
1 台でできるリーボックデッキ

収納時イメージ
高さは上下変更可能

Reebok
レップセット

RSWT-16090
¥24,000（税別）

中国製

Reebok ジムボール

アンチバースト技術採用 台湾製
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マッスルクランプカラーでプレート調整がスムーズに！
レッスンをスムーズに進められるよう簡単ワンタッチのマッスルクランプカラーが標準セット。

Reebok
ジムボールラック 9 個用
RSRK-6GB

プレートは転がりにくい８角形で握りやすいグリップ付、1.25 ㎏、2.5 ㎏、5 ㎏ が各 2 枚の 計 8 枚と

Reebok
パワーチューブ

¥70,000（税別）

約 2 ㎏のスチールバーの約 20 ㎏セットです。体力や用途に合わせて重量調節してご利用ください。

Reebok ダンベル

RSRK-6RS

台湾製

※ボールは別売です

中国製

台湾製

Reebok
パワーチューブラック
RSRK-6TB

Reebok
レップセットラック 15 セット用
¥68,000（税別）

15
台湾製

¥60,000（税別）

台湾製
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太めのフレームを使用した頑丈設計
キャスター付きで移動も簡単
Reebok
プロフラットベンチ
RSBE-10232
¥34,000（税別）

FUNCTIONAL

中国製

バーベル＆ダンベル
トレーニングなどマルチに活用

Reebok
プロユーティリティベンチ
RSBE-10235
¥68,000（税別）

ファンクショナルトレーニングが可能な
マルチステーション
Reebok
ファンクショナルケージ
RSRG-10400
¥190,000（税別）

中国製

規格：長 193× 幅 200× 高 224 ㎝
最大使用者体重：135 ㎏
最大ウェイトプレート重量：150 ㎏
耐荷重：500 ㎏

Reebok
サスペンションリング
RSRP-10060
¥10,000（税別）/ ペア

4 つのポストで構成されたリーボックケージは
ウェイトリフティングベンチやボクシングバッグの
組み合わせが可能です
最高のファンクショナルトレーニングが
可能なマルチステーションです。
オリンピックバーホルダー、
バンパープレートストレージ付
中国製
※プレート、オリンピックバーは別売です

Reebok
スラムボール

中国製

中国製

▶オプションパーツ追加例
別売りのオリンピックバーや
ベンチ、サンドバックを
加えることでトレーニングの
幅が広がります

バランストレーニングと
体幹の強化に最適

アクセサリーパーツは
P04~ にございます
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コンパクトで多機能なケージをパーソナルエリアにも活用
ベンチやバー＆プレートを使ってウェイトトレーニングはもちろん
サスペンションリングやパワーバンドを用いて ファンクショナル
トレーニングなど。サンドバッグ（別売）を背面に吊るすことが出来る
付属パーツ付。アイテムを加えたりすることで多岐にわたり活用できる
ゲージです。コンパクトな設計でパーソナルジムにもおすすめの 1 台です。
経験豊富なスタッフが、お客様のご要望に合わせてサポートいたします。
商品のお問い合わせから、具体的な商品のご提案、お支払い方法や
納品までのスケジュールなど、お気軽にお問い合わせ下さい。
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体幹の強化に最適

Reebok
パラレルバー
RSRG-10500
¥17,500（税別）

中国製
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持ち手が大きく
両手でもしっかりと握れる設計
Reebok
ケトルベル

中国製

Reebok
メディシンボールラック 10 個用

Reebok メディシンボール

1 ㎏：RSB-16051
2 ㎏：RSB-16052
3 ㎏：RSB-16053
4 ㎏：RSB-16054
5 ㎏：RSB-16055

¥6,000（税別）
¥6,800（税別）
¥7,600（税別）
¥8,400（税別）
¥9,200（税別）

RSRK-6MB

¥48,000（税別）

○リーボックメディシンボール用スチール製ラック
○収納可能は 10 個
サイズ：54 (L) x 63.5 (W) x 164.5 (H)cm
重量：17.5kg
最大積載重量：100kg
台湾製

台湾製

転がりにくい六角形で頑丈設計

Reebok
ヘックスダンベル

※転倒防止のため 5 ㎏以上の高重量のボールは置かないでください

Dynamax® メディシンボール

体幹の強化に最適
中国製

高品質ラバー構造

Reebok
バンパープレート

握りやすい高品質なラバー構造
米国製

Reebok
リーボックステップ

スタジオの定番

中国製

RSP-16150
¥20,000（税別）

○高さは 3 段階に調節可能
○ステップ表面に滑り止め
サイズ：102 (L) x 38.5 (W) x 25 (H)cm
重量：7.2kg
最大積載重量：110kg
台湾製
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25 年の歴史あるリーボックステップ

ノンスリップ加工のプラットホーム、高さは 3 段階（15cm, 20cm, 25cm）に簡単に調整可能。
積み重ねてコンパクトに収納できるステップリーボックは、配色は変わっても基本の
スタイルは変わらずに愛用され続けています。

Reebok
ホリゾンタルプレートストレージ
RSWT-20200

¥25,000（税別）

中国製

プレートラックの幅は 約 8/14/14/20/20 ㎝です
05

コンパクトに収納可能

（プレートは別売です）
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Reebok
パワーバンド

RSTB-10080 レベル 1/ レッド
￥4,800（税別）

規格：長 208× 幅 2.85× 厚 0.5 ㎝
重量：0.3 ㎏
バンド抵抗力：12.5-39 ㎏

COMBAT

RSTB-10081 レベル 2/ グレー
￥6,800（税別）

規格：長 208× 幅 4.45× 厚 0.5 ㎝
重量：0.4 ㎏
バンド抵抗力：17.5-59 ㎏

RSTB-10082 レベル 3/ ダークグレー
￥8,600（税別）
規格：長 208× 幅 6.35× 厚 0.5 ㎝
重量：0.6 ㎏
バンド抵抗力：25-80 ㎏

中国製

RSCB-10010WH-10
▶レザーボクシンググローブ

本体価格

Reebok
スピードロープ
RSRP-10083BK / 10083RD
¥3,400（税別）
規格 : 長 305×W18.3×H2ｃm
素材 : スチール・TPR
重量 : 0.2 ㎏
握りやすいグリップ
長さ調節可能
台湾製

Reebok
アブウェッジマット
RSMT-40010
¥5,200（税別）

￥12,000＋税

RSCB-10010WH-12
▶レザーボクシンググローブ

本体価格

￥12,000＋税

10oz

RSCB-10010WH-14
▶レザーボクシンググローブ

本体価格

￥12,000＋税

10oz

RSCB-10010WH-16
▶レザーボクシンググローブ

本体価格

台湾製

10oz

￥12,000＋税

10oz

素材：レザー 100％( 手の甲＆手のひら）
原産国：パキスタン

腹筋トレーニングを
サポート
RSCB-10110RD-10
▶レザーボクシンググローブ

本体価格

￥9,000＋税

RSCB-10110RD-12

RSRP-10083BK：ブラック
RSRP-10083RD：レッド

▶レザーボクシンググローブ

本体価格

￥9,000＋税

RSCB-10110RD-14
▶レザーボクシンググローブ

本体価格

￥9,000＋税

RSCB-10110RD-16
▶レザーボクシンググローブ

本体価格

心肺機能と筋力トレーニングに
Reebok
バトリングロープ
RSRP-10050
¥25,000（税別）

￥9,000＋税

10oz

10oz

10oz

10oz

素材：レザー 100％( 手の甲）ポリウレタン 100％（手のひら）
原産国：パキスタン

両端にゴム製のグリップ付
中国製
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CARDIO BIKE

日本人の体型に合ったシートポストの低いバイクがついに登場！

GB50-19 BIKE

TREADMILL＆ROWER MACHINE
GR Rower
RVON-11650

リーボック GR ローワーマシン
今夏発売予定

￥128,000（税別）

ボートを漕ぐような
背筋トレーニングに

￥68,000（税別）

使わないときは
コンパクトに収納

・重量：37 ㎏
・サイズ：196 (L) x 52 (W) x 68 (H)cm
折りたたみ時：74 (L) x 52 (W) x 144 (H)cm
・最大使用者体重：120 ㎏
・電源：DC アダプター（付属）
・フライホイールウェイト：6 ㎏
・内蔵プログラム 18 種類
（マニュアル / 時間 / 距離 / カロリー / 心拍数コントロール /
レースモード / 手動プログラム 12 種
・抵抗レベル：16 種類
・保証期間：1 年

デュアルバックライトの大型液晶画面
・重量：32 ㎏
・サイズ：L100×W52×T130 ㎝
（シート高は 65 〜 95 ㎝で調整可能）
・最大使用者体重：120 ㎏
・電源：DC アダプター（付属）
・負荷切替：電動コンピュータコントロール
・フライホイールウェイト：9 ㎏
・心拍センサー：ハンドグリップ方式
・抵抗レベル：32 段階
・内臓プログラム 21 種（マニュアル /
時間 / 距離 / カロリー /12 種の
オリジナルプログラム / リカバリー /
ワッツ / ハートレートコントロール /
ユーザーディファインドプログラム）
・ワイドサドル標準装備
・保証期間：1 年

GB40-19 BIKE
今夏発売予定

￥55,500（税別）

・重量：31 ㎏
・サイズ：L100×W52×T130 ㎝
（シート高は 65 〜 95 ㎝で調整可能）
・最大使用者体重：110 ㎏
・電源：不要（コンソール部分は電池式）
・負荷：マニュアル方式
・フライホイールウェイト：6 ㎏
・心拍センサー：ハンドグリップ方式
・抵抗レベル：8 段階
・内臓プログラム 4 種
（マニュアル / 時間 / 距離 / カロリー）
・保証期間：1 年
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JET300

フィットネスクラブ並みの
ランニングをご自宅で

RVJF-10721BK-1BT

JET100

送料・組立費用・消費税込

リーボックトレッドミル

￥199,000

RVJF-10121BK-1BT

￥156,600

（ただし 2 階以上、沖縄・離島は別途送料が
かかる場合があります） 中国製

Reebok
バイク用フロアマット
RAMT-10229

リーボックトレッドミル

送料・消費税込

（ただし 2 階以上、沖縄・離島は別途送料が
かかる場合があります） 中国製

¥5,000（税別）

サイズ：155 x 65 cm
素材：ポリマー製
重量：1.7kg

厚さ6mm

自宅でのトレーニングも
楽しくスタイリッシュに！

家庭用ランニングマシン最高レベルの
2.5 馬力モーター搭載。最高速度
20 ㎞ /h、傾斜 15％が可能

JET300 コンパクトサイズがついに登場
基本機能は JET300 を踏襲した高機能を
保持。白いフレームと赤いアクセント

床のキズ防止や階下への防音には
専用マットがおすすめです

Reebok
トレッドミル・ローワーマシン用
フロアマット
RAMT-10329

安心感のある
ゆったりとした走行面

¥7,000（税別）

サイズ：200 x 100cm
素材：ポリマー製
重量：3.3kg

▶JET300 と JET100 比較

厚さ6mm

日本人の体形に合わせたシートの低いモデルがついに登場します！（今夏発売予定）
手軽に始めたいなら場所を選ばない電源不要の GB40-19、本格的にトレーニングをするなら
多様なプログラム搭載の GB50-19 どちらも静音性が高くコンパクトデザインで家トレにもおすすめです！

こちらに掲載のマシンは家庭用マシンです。学校やスポーツ施設などの不特定多数によるご利用や業務用としてのご利用の場合は 業務用マシンをご購入ください

RVJF-10721BK-1BT

JET100

RVJF-10121BK-1BT

2.0 馬力モーター
最高速度 16 ㎞ /h 傾斜 1-12％
使用時サイズ： L172×W78×H139
折りたたみ時： L110×W78×H147

ワイドな走行面と優れた走行性

走行面サイズ：L150×W51cm（業務用と同等）

走行面サイズ：L130×W43cm

本体重量
最大使用者体重
プログラム数

87 kg

76 kg

27 種

24 種

優れた耐久性と力強いモーター
コンパクトサイズ

使わないときはコンパクトに収納
ガスアシスト機能付きのため、
ゆっくり安全に折りたため、
ホイール付で楽に移動が出来ます。

JET300

2.5 馬力モーター
最高速度 20 ㎞ /h 傾斜 1-15％
使用時サイズ： L192×W86×H144
折りたたみ時： L125×W86×H163

140 kg

110 kg
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