1979年にバイクの電子部品を設計していたJim Doodyにより設立されたスタートラック
は、直流モーターを使った業務用トレッドミルを市場に導入して以来、長年に渡り業務用
トレッドミルのカテゴリーリーダーとして名をはせてきました。1998年にはV-Bikeを発
表しグループサイクルのマーケットに参入しました。2002年にはパーソナルファンや体
重が測定できる等の利用者に優しい機能を搭載したPROシリーズのトレッドミルを発表
し、カテゴリーリーダーとしての地位を確立していきました。更に2004年には米国で絶
大な人気を誇ったFLEXフィットネスを買収し、またイタリア生まれのファンクショナル
トレーニングマシンHUMAN SPORTを製品ラインアップに加え、ストレングスマシンの
カテゴリーにも参入しました。現在は、FLEXマシンがIMPACTと名称を変え、ハイエン
ドモデルのINSPIRATION、更にサーキットトレーニングにも適したINSTINCTシリーズ
を加え、総合フィットネスメーカーとして利用者のあらゆるニーズを満たす高品質なマシ
ンとサービスを提供することが出来るようになりました。2013年には現在のTRAIL
HIKERのもととなる駆動がユニークで、優れた運動効果が期待できるTREAD CLIMBER
を発表し、有酸素運動と筋力トレーニングの両方で効率よく運動の出来る斬新なマシンが
誕生しました。2017年には自由なストライドでトレーニング出来るVERSA STRIDER（
バーサストライダー）を発表しました。2019年全く新しいコンセプトによる、アルミ
デッキ仕様のトレッドミルを開発しました。

10

人気の S シリーズ

オープンハブコンソール
使い易く、適応性があり、斬新なオープンハブコンソールは、スター
トラックの 10 シリーズと 8 シリーズの全ての機種で利用可能です。

3種類のコンソールオプション

そしてクラス最高のエンターテイメント、フィットネストラッキング、
アセットマネージメントソリューションを提供します。必要な機能だけ
を選択し、将来的に新しい機能を追加できるオープンプラットフォーム

15”/19” タッチスクリーン

は、必要なときに本当に必要なものを選択できる機能を備えています。

10” タッチスクリーン

LCD スクリーン

ブルートゥース
ANT+
USB 充電ポート
HDMI ポート（ストリーミング）

機能

パーソナルファン（送風）
TV チューナー (グローバル)
内蔵サービスインジケーター
800/900MHZ レシーバー
IPTV / セットトップボックスコントロール
アドオンパーソナルスクリーン（外付 TV）
ECOFIT アセットマネージメント
WI-FI / イーサーネット
アップルウォッチ Gymkit / NFC
RFID

OUR EXPERT PARTNERS:

自由なストライドで
トレーニング出来る
バーサストライダー
を発表しまた。

2017

フリーランナー、
NEW コンセプト
トレッドミル
を開発。

標準装備

オプション

FitMetrix, Broadcastvision Entertainment, ECOFIT, MYE, Performance IQ, Zwift, Runsocial, Apple and MyZone are registered trademarks and/or service marks owned by
other companies not affiliated with Core Health & Fitness LLC and are not owned by Core Health & Fitness LLC.
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OPENHUB プログラム（タッチスクリーンのみ）
専用 HIIT プログラム

OPENHUB エンベデッドコンソールはマスタートレーナーの SonjaFriend-Uhl によって

オープンハブ

カーディオコンソールのファミリー

全てはパフォーマンスのために
希望するワークアウトを可能に

開発されたまったく新しいHIIT プログラムを搭載しています。インターバルトレーニング
は心肺機能と筋力を向上させながら、血圧、糖代謝機能の改善、体脂肪の減少などの利点が
臨床的に証明されています。プログラムのバージョンは各カーディオ機器に合わせて作られ
ており、運動時間が 20 分で完了する時間効率の良いトレーニングです。また各自の
フィットネスレベルに合わせ強度を調整することもできます。プログラムのバリエーション
により、何百もの異なるトレーニングの組み合わせが可能で、参加者がより高い努力レベル

ユーザーの快適性
全てのマシンに装備

まで飽きずにプログラムに挑戦し、結果的に継続することができます。
他のインターバルトレーニングのプロトコルと比較して、少ないトレーニングの時間で

ユーザー目線

MADE TO PERFORM

便利な機能

カーディオトレーニングの最大の利点を取得することができます。時間に拘束されずに

スタートラックブランドは、生涯にわたって健康と

最大限のエクササイズを行うことができます。

フィットネスに役立てるために利用者の目線で設計、
製造されたフィットネスマシンと共に運動プログラム、
健康管理プログラム、さらに施設へのバックアップ

RUNTV

も含め、色々な情報を提供していきます。

RunTVはやる気を起こさせる手助けをするよう設計された、夢中に
なれるフィットネスエンターテイメント体験です。バーチャルリア
リティ（仮想現実）のセレクションから好きなものを選択します。
運動中、全てワンタッチ操作で行えます。ツールドフランスを選択
してみましょう。ビデオからテクニックを学んだり、選手の動きに
刺激を受けたり、またレースに夢中になったりと色々な体験が可能
です。何を選択したとしても、RunTVはワークアウトに刺激と活力

NEW

を与えてくれます。

アップルウォッチ GymKit 接続性
BUILT WITH:

GymKit は OPENHUB LCD と一新した 15/19”コンソールを

アップルウォッチと直接接続することを可能にし、マシンとウ

ォッチとの間でデータをリアルタイムで共有し、NFC（近距離

無線通信規格）機能で簡単なタップでペア接続を可能にします。

重量
261 kg

クイックキー選択 (10-TRx、8-TRx LCD コンソールのみ）
10-TRx、8-TRx LCDトレッドミルは、簡単なクイックキー選択で、すばやくスピードや
傾斜を調節できます。LCDコンソールにある一列に並んだ大きなボタンでスピードと
傾斜を操作し、ワークアウトの強度を調節することができます。調節はワークアウト中に
でも行え、効率の良いインターバルトレーニングを可能にします。

幅
88 cm

フリーランナー

10-TRx

• 新しい、特許取得 HexDeck 技術は、六角形の

19””
19

ポリマーサスペンションシステムによって構成された
アルミランニングデッキが特徴。

LCD

• 20% 最大傾斜 / 24 kph 最高スピード
• デュアルパーソナルファン
• 内蔵 USB ポートで使用者のデバイスを充電
• コンタクトおよび遠隔測定ハートレート

PVS

長さ
207 cm
高さ
152 cm
走行面
155x 55 cm
高さ ( 床からデッキ )
25.4ｃｍ
最大使用者体重
227 kg

2019 PRODUCT CATALOG

STAR TRAC CARDIO 8 シリーズ
トレッドミル

15”

8-TRxe / 8-TRx

• 簡単にスピードと傾斜を調節、停止ボタン、

HR グリップが一体化したホットバーシステム

10”

• Star Trac Coach プログラム (8-TRxe)
• クイックキーコントロールシステム (8-TRx)

LCD

• デュアルパーソナルファン
• Soft Trac トリプルセルクッションシステム
•

PVS

20% 最大傾斜 / 24 kph 最高スピード

• 54.6 cm ランニングデッキ幅

幅
91 cm
長さ
215 cm
高さ
152 cm
走行面
152 x 54.6 cm
高さ ( 床からデッキ )
25ｃｍ

8-CT

クロストレーナー

• 電子的に制御されたオルタネーターがペダルの下降動作

15”

を正確に制御し、幅広いユーザーに安全で心地よい状態
でのエクササイズを提供
• パテント取得の 4 バーリンケージ付きの独立したペダル

の形状と配置で、ペダルの高さを保ちながら快適さと
生体力学に従った動きを確保

10”
LCD

• デュアルパーソナルファン
• ステップレンジ（幅）2.5 cm から 36 cm まで

PVS

• ステップレート（数）
： 26 - 174 ステップ / 分

8-TR

• 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロール

メッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar®
遠隔測定、ボトルアクセサリーホルダー
• 5 馬力交流モーター

10”
LCD
PVS

• Soft Trac トリプルセルクッションシステム
• デュアルパーソナルファン

重量
261 kg
幅
81 cm
長さ
206 cm
高さ
152 cm
走行面
152 x 54.6 cm

• 54.6 cm ランニングデッキ幅

高さ ( 床からデッキ )
23ｃｍ

• パウダーコートスチール製ユニフレーム

リアドライブエリプティカル

8-RDE

• 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロール

15”

メッセージ画面
• 人間工学的ハンドグリップは複数のハンドポジションの

10”

選択が可能
• ボトルホルダー、オプションのタブレットホルダー
• デュアルパーソナルファン
• 連接型のフットプレートと 46 cm のストライド幅で

快適でより自然なストライドパターンを提供

重量
207 kg
幅
76 cm
長さ
193 cm
高さ
182 cm
ステップアップ高
18ｃｍ
最大使用者体重
181 kg

最大使用者体重
227 kg

• 軽量アルミ製ユニフレーム

トレッドミル

重量
203 kg

STAR TRAC CARDIO 8 シリーズ

LCD

重量
172 kg
幅
91 cm
長さ
218 cm
高さ
185 cm

PVS

最大使用者体重
181 kg

15”
15

重量
69 kg

最大使用者体重
227 kg

8-TH

トレイルハイカー

• 特許取得デザインと動作でカロリー消費、ユーザーのモチベー

ションを高め、トレッドミルを平坦なレベルでウォーキング

重量
261 kg

LCD

するのに比べ、同じスピードで 2 倍のカロリー燃焼

• ムーブメントアームと傾斜するペダルデッキが全身運動

に関与し、実際にトレッキングポールを持ちアウトドア

PVS

幅
81 cm
長さ
206 cm
高さ
152 cm

をハイキングする感覚で運動が可能

• ユーザー定義での傾斜が可能なペダルデッキで、

トレッドミル、エリプティカル、ステップの動作が可能

ペダルデッキ幅
(132 x 23 cm) x 2

が一体化したホットバーシステム

ステップアップ高
31ｃｍ

• 簡単にスピードとレベルを調節、停止ボタン、HR グリップ
• 5 馬力交流モーター

最大使用者体重
159 kg

• デュアルパーソナルファン

バーサストライダー

8-VS

• MyStride テクノロジーでストライド幅を 25 cm から

81 cm までの範囲で調節可能

• レベル調節ボタン内蔵ムーブメントアーム

から手を放さず調節可能

-

ハンドル

15”
15
10””
10

重量
315 kg
幅
89 cm

• ディスプレイに MyStride インディケーター搭載、

長さ
226 cm

• 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロール

LLCD
CD

高さ
175 cm

PV
PVS

最大使用者体重
181 kg

ワークアウト中のストライド幅を表示、確認

メッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar®
遠隔測定、ボトルアクセサリーホルダー

• マシン後部の車輪を利用し簡単にマシンを移動

• ムーブメントアームは、人体の自然な動作を正確に

再現するようコンバージング動作軌道を採用

アップライトバイク

8-UB

• ラチェットストラップ付きデュアルプラットフォーム

ペダルは足をしっかりと固定したワークアウトまたは
ストラップフリーのワークアウトを選択可能
• ハートレートコントロールはインターバルトレーニング

の際、使用者のハートレートに合わせ強度レベルを調整
• 簡単なシートの高さ調節

10”
10
LLCD

• デュアルパーソナルファン
• モールステーパボトムブラケットとペダルシステムで

PVS
PV

幅
64 cm
長さ
130 cm
高さ
147 cm
最大使用者体重
159 kg

大きな耐久性
• 最大限の錆び防止のため軽量のアルミフレームを採用

リカンベントバイク

8-RB

• ラチェットストラップ付きデュアルプラットフォーム

ペダルは足をしっかりと固定したワークアウトまたは
ストラップフリーのワークアウトを選択可能

• 空気の流れを大きくし、快適なバックレスト（背もたれ）

15”
15
10”
10

• アームレストが肩へのテンションを和らげ、リラックス

した姿勢でワークアウトが可能

• デュアルパーソナルファン

LLCD

• モールステーパボトムブラケットとペダルシステムで

大きな耐久性

• コンタクト HR 付きテレスコーピングハンドグリップは

PVS
PV

重量
86 kg
幅
71 cm
長さ
167 cm
高さ
132 cm
最大使用者体重
159 kg

どんな使用者にもフィットするよう調節可能

• 最大限の錆び防止のため軽量のアルミフレームを採用

2019 PRODUCT
PRODUCT CATALOG
CATALOG
2018

STAR TRAC CARDIO S シリーズ
トレッドミル

品番

重量
242 kg

S-TRc

幅
81 cm

• 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロール

メッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar®

長さ
206 cm

遠隔測定、ボトルアクセサリーホルダー
• Soft Trac トリプルセルクッションシステム
• 5 馬力交流モーター

PVS

• デュアルパーソナルファン
• 54.6 cm ランニングデッキ幅

高さ
147 cm
走行面
152 x 54.6 cm
高さ ( 床からデッキ )
17.8ｃｍ
最大使用者体重
227 kg

S-CTx

クロストレーナー

重量
219 kg

• 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロール

遠隔測定、ボトルアクセサリーホルダー

PVS

高さ
183 cm
ステップアップ高
18ｃｍ

• Soft Trac ペダルで最大限の衝撃吸収

最大使用者体重
159 kg

アップライトバイク

重量
71 kg

• 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロール

幅
58 cm

メッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar®
遠隔測定、ボトルアクセサリーホルダー

長さ
117 cm

• ラチェットストラップ付きデュアルプラットフォーム

ストラップフリーのワークアウトを選択可能

PVS

高さ
145 cm
最大使用者体重
159 kg

• 簡単なシートの高さ調節
• デュアルパーソナルファン
• モールステーパボトムブラケットとペダルシステムで

S-RBx

重量
96 kg

• 使い易いコンソールとキーパッド、大きなスクロール

幅
66 cm

メッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar®
遠隔測定、ボトルアクセサリーホルダー

長さ
168 cm

• ラチェットストラップ付きデュアルプラットフォーム

ペダルは足をしっかりと固定したワークアウトまたは
ストラップフリーのワークアウトを選択可能

• ウォークスルー設計、簡単なシート調節

• アームレストが肩へのテンションを和らげ、リラックス

した姿勢でワークアウトが可能

• デュアルパーソナルファン

• モールステーパボトムブラケットとペダルシステムで

大きな耐久性

傾斜
スピード
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備
プログラム

品番

レジスタンス
スピード
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備

プログラム

PVS

高さ
135 cm
最大使用者体重
159 kg

認証
色
レジスタンス
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備
プログラム

8-TR

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
走行面（ランニングエリア）
床から走行面までの高さ
フレーム
ドライブモーター
電源

211 L x 91 W x 211 H cm
326 kg
159 kg
(132 L x 23 W cm) x 2
31 cm
パウダーコートスチール
交流 (AC) 5 馬力
220 V 専用回線、15 amp、プラグ NEMA 6-15
110 V 専用回線、20 amp、プラグ NEMA 5-20
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
9 cm 密封軸受（ベアリング）
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
強度：5 段階
0.8 〜 9.7 km/h、0.1 km/h 刻み
Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
スピード、傾斜（レベル）、時間、ペース、距離
垂直距離、カロリー、カロリー / 時間、ワット
メッツ、ハートレート、ラップ数、ワークアウト
プロフィール、モチベーショントラック
ブルートゥ―スペアリング、クイックスタート
数字キーパッド、ファンボタン、アップ / ダウンボタン
プログラム選択ボタン
Hot Bar® コントロール、デュアルパーソナルファン
USB チャージングポート、HDMI ポート
緊急停止ボタン、安全ランヤード
ボトル / アクセサリーホルダー
時間目標、距離目標、カロリー目標、インターバル
ローリングヒル、トレーニングツール
（ダイナミック / コンスタント HR コントロール）

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
ステップアップ高
ストライド幅
フレーム
電源

193 L x 76 W x 182 H cm
207 kg
181 kg
18 cm
2.5 - 36 cm
26 - 174 ステップ / 分
パウダーコートアルミ
セルフパワー
オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
強度：20 段階
Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
ステップ数 / 分（SPM）、レベル、時間、距離、ペース
カロリー、カロリー / 時間、ワット、メッツ
ハートレート、ワークアウトプロフィール
モチベーショントラック
ブルートゥ―スペアリング、クイックスタート
数字キーパッド、ファンボタン、アップ / ダウンボタン
プログラム選択ボタン
パーソナルファン、タッチスクリーン（8-CTe）
USB チャージングポート、HDMI ポート
ボトル / アクセサリーホルダー
マニュアル、オートパイロット、ウォームアップ
ランダムヒル、アルペンパス、トレーニングツール
（ハートレートトレーニング、フィットネステスト）

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
ステップアップ高
ストライド幅
フレーム
電源

認証
サスペンション
ランニングデッキ
ローラー
色
傾斜
スピード
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備
プログラム

品番

8-CT

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
ステップアップ高
ステップ幅
ステップ数
フレーム
電源

品番

215 L x 91 W x 152 H cm
203 kg
227 kg
152 L x 54.6 W cm
25.4 cm
パウダーコートアルミ
交流 (AC) 5 馬力
220 V 専用回線、15 amp、プラグ NEMA 6-15
110 V 専用回線、20 amp、プラグ NEMA 5-20
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
SoftTrac® トリプルセルネオプレンゴム
リーバーシブル 2.5 cm、複合ファイバーボード
ワックシング不要
9 cm 密封軸受（ベアリング）
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
0 〜 20%、0.5% 刻み
0.8 〜 24 km/h、0.1 km/h 刻み
Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
スピード、傾斜、時間、ペース、距離、垂直距離
カロリー、カロリー / 時間、ワット、メッツ
ハートレート、ラップ数、ワークアウトプロフィール
モチベーショントラック
ブルートゥ―スペアリング、クイックスタート
数字キーパッド、ファンボタン、アップ / ダウンボタン
クイックキー（8-TRx）、プログラム選択ボタン
Hot Bar® コントロール、タッチスクリーン (8-TRxe)
デュアルパーソナルファン、USB チャージングポート
HDMI ポート、緊急停止ボタン、安全ランヤード
マニュアル、5K ループ、フィットネステスト（US
消防士テスト、米国海兵隊 3 マイルラン、米国陸軍 2
マイルラン、米国海軍 1.5 マイルラン、米国空軍 1.5
マイルラン、2.4KM フィットネステスト）、
ランダムヒル、アルペンパス、トレーニングツール
（ダイナミック / コンスタント HR コントロール）

8-TH

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
走行面（ランニングエリア）
床から走行面までの高さ
フレーム
ドライブモーター
電源

品番

大きな耐久性

リカンベントバイク

ローラー
色

認証
ローラー
色

S-UBx

ペダルは足をしっかりと固定したワークアウトまたは

認証
サスペンション
ランニングデッキ

長さ
193 cm

• 効率の良い設置面積、低い位置にあり全方向からアクセス
• デュアルパーソナルファン

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
走行面（ランニングエリア）
床から走行面までの高さ
フレーム
ドライブモーター
電源

幅
76 cm

メッセージ画面、専用 HR ディスプレイ、Polar®

できる安定したペダルプラットフォーム

8-TRxe / 8-TRx

8-VS

認証
色
レジスタンス
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備
プログラム

品番

206 L x 81 W x 152 H cm
261 kg
227 kg
152 L x 54.6 W cm
25.4 cm
パウダーコートスチール
交流 (AC) 5 馬力
220 V 専用回線、15 amp、プラグ NEMA 6-15
110 V 専用回線、20 amp、プラグ NEMA 5-20
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
SoftTrac® トリプルセルネオプレンゴム
リーバーシブル 2.5 cm、複合ファイバーボード
ワックシング不要
9 cm 密封軸受（ベアリング）
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
0 〜 15%、0.5% 刻み
0.8 〜 20 km/h、0.1 km/h 刻み
Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
スピード、傾斜、時間、ペース、距離、垂直距離
カロリー、カロリー / 時間、ワット、メッツ
ハートレート、ラップ数、ワークアウトプロフィール
モチベーショントラック
ブルートゥ―スペアリング、クイックスタート
数字キーパッド、ファンボタン、アップ / ダウンボタン
プログラム選択ボタン
Hot Bar® コントロール、デュアルパーソナルファン
USB チャージングポート、HDMI ポート、緊急停止ボタン
安全ランヤード、ボトル / アクセサリーホルダー
マニュアル、5K ループ、フィットネステスト（US
消防士テスト、米国海兵隊 3 マイルラン、米国陸軍 2
マイルラン、米国海軍 1.5 マイルラン、米国空軍 1.5
マイルラン、2.4KM フィットネステスト）、
ランダムヒル、アルペンパス、トレーニングツール
（ダイナミック / コンスタント HR コントロール）

226 L x 89 W x 175 H cm
315 kg
181 kg
25 - 81 cm
パウダーコートスチール
セルフパワー
オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
強度：
Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
ステップ数 / 分（SPM）、レベル、時間、距離、ペース
カロリー、カロリー / 時間、ワット、メッツ
ハートレート、MyStride インジケーター
ワークアウトプロフィール、モチベーショントラック
ブルートゥ―スペアリング、クイックスタート
数字キーパッド、ファンボタン、アップ / ダウンボタン
プログラム選択ボタン
パーソナルファン、USB チャージングポート
HDMI ポート、タッチスクリーン（8-VSe）
ボトル / アクセサリーホルダー
マニュアル、オートパイロット、ウォームアップ
ランダムヒル、アルペンパス、トレーニングツール
（ハートレートトレーニング、フィットネステスト）

8-RDE

認証
色
レジスタンス
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備
プログラム

218 L x 91 W x 185 H cm
172 kg
181 kg
46 cm
パウダーコートスチール
セルフパワー
オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
強度：20 段階
Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
ステップ数 / 分（SPM）、レベル、時間、距離、ペース
カロリー、カロリー / 時間、ワット、メッツ、
ハートレート、ワークアウトプロフィール
モチベーショントラック
ブルートゥ―スペアリング、クイックスタート
数字キーパッド、ファンボタン、アップ / ダウンボタン
プログラム選択ボタン
パーソナルファン、タッチスクリーン（8-RDEe）
USB チャージングポート、HDMI ポート、
ボトルアクセサリーホルダー
マニュアル、オートパイロット、ウォームアップ
ランダムヒル、アルペンパス、トレーニングツール
（ハートレートトレーニング、フィットネステスト）
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品番

8-UB

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
ペダル / クランク
フレーム
電源
認証
色
レジスタンス
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備
プログラム

品番

認証
ローラー
サスペンション
ランニングデッキ
色
傾斜
スピード
ハートレートモニター
表示測定値
コンソールボタン機能
標準装備
プログラム

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
ペダル / クランク

206 L x 81 W x 147 H cm
242 kg
227 kg
152 L x 54.6 W cm
17.8 cm
パウダーコートスチール
交流 (AC) 5 馬力
220 V 専用回線、15 amp、プラグ NEMA 6-15
110 V 専用回線、20 amp、プラグ NEMA 5-20
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
9 cm 密封軸受（ベアリング）
SoftTrac® トリプルセルネオプレンゴム
リーバーシブル 2.5 cm、複合ファイバーボード
ワックシング不要
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
0 〜 15%、0.5% 刻み
0.8 〜 20 km/h、0.1 km/h 刻み
Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
スピード、傾斜、時間、距離、カロリー
カロリー / 時間、ワット、メッツ、ハートレート
ワークアウトプロフィール、モチベーショントラック
クイックスタート、停止 / 一時停止、数字キーパッド
ファンボタン、スピードおよび傾斜アップ / ダウンボタン
プログラム選択ボタン
デュアルパーソナルファン、緊急停止ボタン
安全ランヤード、ボトル / アクセサリーホルダー
マニュアル、カロリー消費、持久力強化
トレーニングツール（コンスタント / ダイナミック
ハートレートコントロール、脂肪燃焼プログラム
フィットネステスト、消防士フィットネステスト
目標ワークアウト

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
ステップアップ高
ストライド幅
フレーム
電源

193 L x 76 W x 183 H cm
219 kg
159 kg
18 cm
cm
パウダーコートスチール
セルフパワー

認証
色

UL/CSA、CE、FCC、CISPR
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
強度：20 段階

フレーム
電源
認証
色
レジスタンス
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備
プログラム

フレーム
電源
認証
色
レジスタンス
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備

カロリー、カロリー / 時間、ワット、メッツ
ハートレート、ワークアウトプロフィール
モチベーショントラック
ブルートゥ―スペアリング、クイックスタート
数字
プログラム選択ボタン

ランダムヒル、アルペンパス
フィットネステスト）

S-CTx

レジスタンス
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備
プログラム

品番
117 L x 58 W x 145 H cm
71 kg
159 kg
ラチェットストラップ付きデュアルペダル
モールステーパーボトムブラケット
パウダーコートスチール
セルフパワー
オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
強度：20 段階
Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
ペダル回転数 / 分（RPM）、レベル、時間、距離
カロリー、カロリー / 時間、ワット、メッツ
ハートレート、ワークアウトプロフィール
モチベーショントラック
クイックスタート、数字キーパッド、ファンボタン
アップ / ダウンボタン、プログラム選択ボタン
パーソナルファン、ボトル / アクセサリーホルダー
マニュアル、カロリー消費、持久力強化
トレーニングツール（ハートレートトレーニング
脂肪燃焼プログラム、フィットネステスト
目標ワークアウト、オートパイロット）

167 L x 71 W x 132 H cm
86 kg
159 kg
ラチェットストラップ付きデュアルペダル
モールステーパーボトムブラケット
パウダーコートアルミ
セルフパワー
オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
強度：20 段階

（8-RBe）、

プログラム

品番

S-UBx

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
ペダル / クランク

8-RB

130 L x 64 W x 147 H cm
69 kg
159 kg
ラチェットストラップ付きデュアルペダル
モールステーパーボトムブラケット
パウダーコートアルミ
セルフパワー
オプション外部電源 12 V/5 Amp AC アダプター
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
強度：20 段階
Polar® 遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
ペダル回転数（RPM）、レベル、時間、ペース、距離
カロリー、カロリー / 時間、ワット、メッツ
ハートレート、ワークアウトプロフィール
モチベーショントラック
ブルートゥ―スペアリング、クイックスタート
数字キーパッド、ファンボタン、アップ / ダウンボタン
プログラム選択ボタン
タッチスクリーン（8-UBe）、パーソナルファン
USB チャージングポート、HDMI ポート
ボトル / アクセサリーホルダー
マニュアル、オートパイロット、ウォームアップ
ランダムヒル、アルペンパス
トレーニングツール（ハートレートトレーニング /
フィットネステスト）

S-TRc

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
走行面（ランニングエリア）
床から走行面までの高さ
フレーム
ドライブモーター
電源

品番

品番

ステップ数 / 分（SPM）、レベル、時間、距離
カロリー、カロリー / 時間、ワット、メッツ
ハートレート、ワークアウトプロフィール
モチベーショントラック
キーパッド、ファンボタン
クイックスタート、数字キーパッド、ファンボタン
アップ / ダウンボタン、プログラム選択ボタン
パーソナルファン、ボトル / アクセサーホルダー
SoftTrac® ペダル
マニュアル、カロリー消費、持久力強化
トレーニングツール（ハートレートトレーニング、
脂肪燃焼プログラム、フィットネステスト
目標ワークアウト、オートパイロット）

S-RBx

マシンサイズ
マシン重量
最大使用者体重
ペダル / クランク
フレーム
電源
認証
色
レジスタンス
ハートレートモニター
表示測定値

コンソールボタン機能
標準装備
プログラム

168 L x 66 W x 135 H cm
96 kg
159 kg
ラチェットストラップ付きデュアルペダル
モールステーパーボトムブラケット
パウダーコートスチール
セルフパワー
UL/CSA、CE、FCC、CISPR
フレーム：スタートラックシルバー
カバー：スレートグレー
強度：20 段階
ペダル回転数 / 分（RPM）
モチベーショントラック
クイックスタート、数字
アップ / ダウンボタン、
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