ブランドの歴史

パーソナルタッチ
ストレングスマシンのフレームカラー、
シートカラーを施設のイメージに
カスタマイズすることができます、また
施設のロゴを入れることも可能です。

フリーランナー、
NEW コンセプト
トレッドミル
を開発。

2019

グルートプレス

モデル IPGM3

インスピレーション

重量 331 kg
ウエイト重量 - 109 kg
幅 114 cm
長さ 191 cm
高さ 163 cm

チェストプレス

モデル IPVP3

・ ３つの伸展動作 - 股関節の伸展、

・ ラップアラウンドガスアシストシー

・ 胴体を支える安定バー
幅広いユーザーにも
・ 傾斜調節ができ、

・ ユニラテラル動作
・ コンバージング軌道
・ プレストレッチスタート位置
・ 曲線のあるシートで腰部支持
・ Lock N Loadウェイト選択システム
・ LNLアドオン補助ウエイトシステム

膝の伸展、足首の足底屈

ト調節

対応

・ Lock N Loadウェイト選択システム
・ LNLアドオン補助ウエイトシステム

Lock N Load®
ウエイト選択システム

(2.2 kg)

・ レンチキュラー（立体）プラカード

シリーズ、は統一されたワー
を含めデザインを見直され、

カスタマイズ可能な
シャープなタワーデザイン

ラットプルダウン

モデル IPPD3

その第一印象は” パワフル”

な外観です。自然な動きを追
究し、Lock N Load ウエイ

ています。

重量 558 kg
ウエイト重量 - 181 kg
幅 137 cm
長さ 187 cm
高さ 163 cm

レッグエクステンション

モデル IPLE3

フォーム

・ プラットフォーム下側はカーフト
レーニング用に角度付け

重量 331 kg
ウエイト重量 - 109 kg
幅 122 cm
長さ 135 cm
高さ 163 cm

・ 滑らかで静かな操作性
・ ラップアラウンドシート調節
・ 曲線のあるシートで腰部を支持
・ Lock N Loadウェイト選択システム
・ LNLアドオン補助ウエイトシステム

(2.2 kg)

・ レンチキュラー（立体）プラカード

(2.2 kg)

・ガスアシストシート調節
・プッシュボタン可動域調節
・大腿部支持パッドで快適な安定性
・曲線のあるシートで腰部を支持
・Lock N Loadウェイト選択システム
・LNLアドオン補助ウエイトシステム
(2.2 kg)

・レンチキュラー（立体）プラカード
・目立つ回転軸で正しい位置決め

ペックフライ/リアデルト

モデル IPPF3

重量 401 kg
ウエイト重量 - 109 kg
幅 147 cm
長さ 117cm
高さ 203 cm

ショルダープレス

モデル IPSP3

・ガスアシストシート調節
・プッシュボタン可動域調節
・下腿調節ローラーパッド
・曲線のあるシートで腰部を支持
・Lock N Loadウェイト選択システム
・LNLアドオン補助ウエイトシステム

アブダクション/アダクション

モデル IPAA3

重量 380 kg
ウエイト重量 - 91 kg
幅 140 cm
長さ 142 cm
高さ 163 cm
・ シート直下の可動域調節ハンドル

・ 回転する（インナー/アウター用）
大腿部パッド

・ 安 全 ハ ンドル 付 きプライバシー
シールド

・ 曲線のあるシートで腰部を支持
・ Lock N Loadウェイト選択システム
・ LNLアドオン補助ウエイトシステム
(2.2 kg)

・ レンチキュラー（立体）プラカード

重量 352 kg
ウエイト重量 - 91 kg
幅 147cm
長さ 152 cm
高さ 163 cm
・ ラップアラウンドガスアシストシー

・ デュアルエクササイズオプション
・ ユニラテラル/バイラテラル動作
回内グリップオプション
・ 回外、
・ Lock N Loadウェイト選択システム
・ LNLアドオン補助ウエイトシステム

ト調節

・ ユニラテラル動作
・ コンバージング軌道
・ 回外、
回内グリップオプション
・ プレストレッチスタート位置
・ Lock N Loadウェイト選択システム
・ LNLアドオン補助ウエイトシステム

(2.2 kg)

・ レンチキュラー（立体）プラカード

(2.2 kg)

・ レンチキュラー（立体）プラカード

重量 371 kg
ウエイト重量 - 109 kg
幅 117 cm
長さ 163 cm
高さ 163 cm

重量 331 kg
ウエイト重量 - 109 kg
幅 122 cm
長さ 135 cm
高さ 163 cm

(2.2 kg)

・レンチキュラー（立体）プラカード
・目立つ回転軸で正しい位置決め

(2.2 kg)

モデル IPLC3

ト調節

・ ユニラテラル動作
・ ダイバージング軌道
・ 3 つのハンドグリップポジション
・ Lock N Loadウェイト選択システム
・ LNLアドオン補助ウエイトシステム

・ レンチキュラー（立体）プラカード

・ 特別大きなノンスリッププラット

シーテッドレッグカール

重量 375 kg
ウエイト重量 - 109 kg
幅 127 cm
長さ 114 cm
高さ 196 cm
・ ラップアラウンドガスアシストシー

・ ユニラテラル動作
・ ダイバージング軌道
回内グリップオプション
・ 回外、
・ 調節可能な大腿部安定パッド
・ Lock N Loadウェイト選択システム
・ LNLアドオン補助ウエイトシステム

D プラカード等の機能を備え

モデル IPLC3

バーティカルロウ

モデル IPVR3

ト調節

ガスアシストシート調節、３
カスタマイズ可能な
フレームおよびシートカラー

重量 396 kg
ウエイト重量 - 109 kg
幅 140 cm
長さ 140 cm
高さ 196 cm
・ ラップアラウンドガスアシストシー

ト選択システム、ワンタッチ

シーテッドレッグプレス

(2.2 kg)

・ レンチキュラー（立体）プラカード

第三世代インスピレーション

モデル IPLP3

重量 399 kg
ウエイト重量 - 109 kg
幅 150 cm
長さ 109 cm
高さ 193 cm

・ レンチキュラー（立体）プラカード

デルトイドレイズ

モデル IPDR3

重量 314 kg
ウエイト重量 - 91 kg
幅 132 cm
長さ 119 cm
高さ 163 cm

バイセップカール

モデル IPBC3

重量 314 kg
ウエイト重量 - 91 kg
幅 142 cm
長さ 114 cm
高さ 163 cm

・ラップアラウンドガスアシストシー

・ラップアラウンドガスアシストシー

・ユニラテラル動作
・快適なアームローラーパッド
・フローティングアームでハンドルポジ

・ユニラテラル動作
・快適なアームサポートパッド
・Lock N Loadウェイト選択システム
・LNLアドオン補助ウエイトシステム

ト調節

ションをサポート

・調節可能な胴体安定パッド

・Lock N Loadウェイト選択システム
・LNLアドオン補助ウエイトシステム
(2.2 kg)

ト調節

(2.2 kg)

・レンチキュラー（立体）プラカード
・目立つ回転軸で正しい位置決め

・レンチキュラー（立体）プラカード
・目立つ回転軸で正しい位置決め
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バイラテラルアームカール

モデル IPBA3

重量 314 kg
ウエイト重量 - 91 kg
幅 142 cm
長さ 114 cm
高さ 163 cm

トライセップディップ

モデル IPTD3

ト調節

または狭いハンドグリップ対応

・バイラテラルの安定した動作
・快適なアームサポートパッド
・自動調整マルチグリップハンドル
・Lock N Loadウェイト選択システム
・LNLアドオン補助ウエイトシステム

・４バーリンケージプレッシンング

アームが動作中の自然な手首の姿
勢を確保

・調節可能な大腿部安定パッド
・Lock N Loadウェイト選択システム
・LNLアドオン補助ウエイトシステム

(2.2 kg)

・レンチキュラー（立体）プラカード
・目立つ回転軸で正しい位置決め

トライセップエクステンション

重量 314 kg
ウエイト重量 - 91 kg
幅 142 cm
長さ 109 cm
高さ 163 cm

(2.2 kg)

・レンチキュラー（立体）プラカード

アブドミナルクランチ

モデル IPAC3

・ラップアラウンドガスアシストシー
・バイラテラルの安定した動作
・快適なアームサポートパッド
・自動調整マルチグリップハンドル
・Lock N Loadウェイト選択システム
・LNLアドオン補助ウエイトシステム

ケージが組み込まれ、脊中の胸部

・回りを回転する動作軸を提供
・ラップアラウンドガスアシストシー
ト調節

・Lock N Loadウェイト選択システム
・LNLアドオン補助ウエイトシステム

(2.2 kg)

重量 255 kg
ウエイト重量 - 91 kg
幅 130cm
長さ 127 cm
高さ 163 cm
・調節可能なバックパッドローラー
で幅広い人にも対応

・調節可能な可動域
・足をしっかりと固定するフットバー
・曲線の付いたバックパッドで快適
な伸展動作

・Lock N Loadウェイト選択システム
・LNLアドオン補助ウエイトシステム
(2.2 kg)

・レンチキュラー（立体）プラカード
・目立つ回転軸で正しい位置決め

プルオーバー

モデル IPPO3

重量 318 kg
ウエイト重量 - 91 kg
幅 147 cm
長さ 147 cm
高さ 163 cm
・ノーチラスプルオーバー動作
・250 の肩の回転可動域
・広背筋、大胸筋、腹筋に関与
・Lock N Loadウェイト選択システム
・LNLアドオン補助ウエイトシステム
(2.2 kg)

・レンチキュラー（立体）プラカード

インパクトストレングスシリーズは、
ウエイトトレーニングを次の段階へ
と 進 歩 し 続 け ま す 。生 体 力 学 や 、
ユーザーからのフィードバックをも
とに従 来 からの 機 能を改善し 、プ
ラチナ・ストレングスラインの位置
を 築 きました 。ヘビー ウエイトス
タックを標準装備していて、初心者
からプロのアスリートまで 幅 広い
層で支 持されています 。ユーザー
の細かなニーズに対応する充実し
たラインアップ を揃え たスタート
ラックのストレングスシリーズです。
インパクトストレングスシリーズは
特許取得済みのLock N Loadウ
エイト選 択システムを標 準 装 備し
ています。

Lock N Load®
ウエイト選択システム

ラチェット式シート
調節

(2.2 kg)

・レンチキュラー（立体）プラカード
・目立つ回転軸で正しい位置決め

バックエクステンション

重量 310 kg
ウエイト重量 - 91 kg
幅 132 cm
長さ 130 cm
高さ 163cm
・正しいアブドミナルのクランチ動作
・上部可動域アームには４バーリン

ト調節

モデル IPBE3

インパクト

・ユニラテラル動作
・コンバージングアームで幅の広い

・ラップアラウンドガスアシストシー

モデル IPTE3

重量 412 kg
ウエイト重量 - 109 kg
幅 135 cm
長さ 137 cm
高さ 163 cm

・レンチキュラー（立体）プラカード
・目立つ回転軸で正しい位置決め

デュアルアジャスタブルプーリー

モデル IPDA3

重量 654 kg
ウエイト重量 - 2 x 181 kg
手元負荷 2 x 45 kg
幅 157 cm
長さ 117 cm
高さ 231 cm

ポップピンによる
可動域調節

シーテッドレッグプレス

モデル LA-S1305

・無限なハイローケーブルの位置決

重量 374kg
ウエイト重量 - 180 kg
幅 119 cm
長さ 187 cm
高さ 165 cm

重量 241kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 97 cm
長さ 145 cm
高さ 152 cm

め

・簡単なウエイトスタック選択

・簡単なウエイトスタック選択

可能

・可動域調節大きなフットプレート
で多彩な足位置調節

・ラチェット式背もたれ調節

・スチール製プーリーは片手で調節
・Lock N Loadウェイト選択システム
・4 : 1 持ち上げ比率で低慣性動作
・長いケーブルの移動距離

・直観的エクササイズプラカードに

は 12 の基本的な目標エクササイ
ズを表示

シーテッドレッグカール

モデル LA-S1313 w/ROM
LA-S1314 w/oROM

・安定した動作のためのサイドハンドル

・アクセスし易い中央にあるレッグ
パッド位置調節

・Lock N Loadウェイト選択システム

・膝伸展の可動域調節

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・Lock N Loadウェイト選択システム

重量 286 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 99 cm
長さ 178 cm
高さ 152 cm

・簡単なウエイトスタック選択
・ラチェット式背もたれ調節
・レッグパッド位置調節
・5段階の可動域調節（レンジリミッター）
・調節可能大腿部パッドで安定した動作
・Lock N Loadウェイト選択システム
・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

04

レッグエクステンション

モデル LA-S1312

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

レッグカール

モデル LA-S1301

重量 200 kg
ウエイト重量 - 90 kg
幅 97 cm
長さ 180 cm
高さ 152 cm
・簡単なウエイトスタック選択
・調節可能足首パッド
・膝屈曲の可動域調節
・人間工学による肘パッドと手の置
き位置で上半身をサポート
・角度のある胴 体 部 パッドで腰 部
（脊椎）の安定性を強化
・Lock N Loadウェイト選択システム
・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム
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ニーリングレッグカール

モデル LA-S1311

重量 164 kg
ウエイト重量 - 65 kg
幅 112 cm
長さ 130 cm
高さ 152 cm

スタンディングカーフ

モデル LA-S1309

・簡単なウエイトスタック選択

・可動域調節

・調節可能な回転式膝パッドで反対
側の足をトレーニング

・勾配を付けたノンスリップフット
プラットフォーム

・人間工学による肘パッドと手の置
き位置で上半身をサポート

kg
90 kg
cm
cm
cm

アブダクター

モデル LA-S1307

インクラインプレス

モデル LA-S2301

重量 259 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 130 cm
長さ 191 cm
高さ 152 cm

・水平方 向と垂 直 方 向の グリップ
オプション

・プレストレッチ可動域調節
・

・プレストレッチ可動域調節

・
・Lock N Loadウェイト選択システム

・Lock N Loadウェイト選択システム

・
・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
・ システム

・ユニラテラルまたはバイラテラル動作
・デュアルエクササイズのための可動域コン
トロール：ペクトラルフライとリアデルト
・Lock N Loadウェイト選択システム
・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

ショルダープレス

モデル LA-S4307

フィックスドラットプルダウン

モデル LA- S3303

重量 318 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 109 cm
長さ 163 cm
高さ 203 cm

・簡単なウエイトスタック選択
・調節可能な膝固定パッド
・生体力学に基づくダイバージング
動作軌道
・Lock N Loadウェイト選択システム
・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

重量 241 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 135 cm
長さ 163 cm
高さ 152 cm

・簡単なウエイトスタック選択

・簡単なウエイトスタック選択

・角度のあるフットサポートパッド

・ラチェット式シート調節

・Lock N Loadウエイト選択システム

・水平方 向と垂 直 方 向の グリップ
オプション
・Lock N Loadウエイト選択システム
・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

デルトイドレイズ

モデル LA-S4302

重力アシストポジショニング

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・水 平 方 向と 垂 直 方 向 の グ リップ
オプション

重量 266 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 72 cm
長さ 119 cm
高さ 218 cm

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・簡単なウエイトスタック選択
・
・ラチェット式シート調節
・

・ラチェット式シート調節

・簡単なウエイトスタック選択

・プレストレッチ可動域調節

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・簡単なウエイトスタック選択

重量 205 kg
ウエイト重量 - 110 kg
幅 76 cm
長さ 127 cm
高さ 201 cm

ローロウ

モデル LA-S3306

・Lock N Loadウェイト選択システム

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム
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kg
90 kg
cm
cm
cm

・安定した動作のためのサイドハンドル

・Lock N Loadウェイト選択システム

デルトイドフライ

・水平方 向と垂 直 方 向の グリップ
オプション

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・フットレストのある二つのポジション

・安定した動作のためのサイドハンドル

モデル LA-S4304

・ラチェット式シート調節

・Lock N Loadウエイト選択システム

・Lock N Loadウエイト選択システム

・可動域調節

・フットレストのある二つのポジション

重量 248 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 132 cm
長さ 127 cm
高さ 152 cm

・簡単なウエイトスタック選択

・調節可能な膝固定パッド

・角度のあるフットサポートパッド

・簡単なウエイトスタック選択

・可動域調節

チェストプレス

重量 195
ウエイト重量 幅 122
長さ 147
高さ 152

重量 261 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 114 cm
長さ 157 cm
高さ 152 cm

・簡単なウエイトスタック選択

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・簡単なウエイトスタック選択

モデル LA-S4301

バーティカルロウ

モデル LA-S3301

・Lock N Loadウェイト選択システム

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

重量 195
ウエイト重量 幅 122
長さ 147
高さ 152

重量 197 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 140 cm
長さ 119 cm
高さ 249 cm

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・安定した動作のためのサイドハンドル

・Lock N Loadウェイト選択システム

アダクター

ラットプルダウン

モデル LA-S3305

・簡単なウエイトスタック選択

・片足を分離するポジショニング

モデル LA-S1308

重量 220 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 124 cm
長さ 104 cm
高さ 151 cm

重量 195 kg
ウエイト重量 - 65 kg
幅 117 cm
長さ 130 cm
高さ 152 cm

バイセップカール

モデル LA-S5301

・簡単なウエイトスタック選択

・簡単なウエイトスタック選択

・ラチェット式シート調節

・ラチェット式シート調節

・ユニラテラルまたはバイラテラル動作

・水平方 向と垂 直 方 向の グリップ
オプション

・腕の安定性を高める回転式ハンドル

・Lock N Loadウエイト選択システム

・Lock N Loadウエイト選択システム

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

トライセップエクステンション

モデル LA-S5302

重量 209 kg
ウエイト重量 - 90 kg
幅 117 cm
長さ 147 cm
高さ 152 cm

重量 209 kg
ウエイト重量 - 90 kg
幅 117 cm
長さ 119 cm
高さ 152 cm

ディップマシン

モデル LA-S5303

重量 297 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 107 cm
長さ 140 cm
高さ 165 cm

・簡単なウエイトスタック選択

・簡単なウエイトスタック選択

・ラチェット式シート調節

・ラチェット式シート調節

・人間工学に基づくグリップ
・Lock N Loadウエイト選択システム

・色々なユーザーのサイズ、好みに
フィットする回転式ハンドル

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・Lock N Loadウエイト選択システム

・クッション入り足固定パッド
・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム
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チンディップアシスト

モデル LA-S6334

重量 295 kg
ウエイト重量 - 100 kg
幅 152 cm
長さ 127 cm
高さ 231 cm

ローバック

重量 308 kg
ウエイト重量 - 130 kg
幅 117 cm
長さ 135 cm
高さ 152 cm

モデル LA- S3302

レッグエクステンション

モデル IL-S1010

重量 198 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 94 cm
長さ 104 cm
高さ 140 cm

レッグカール

モデル IL-S1011

重量 213 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 94 cm
長さ 140 cm
高さ 140 cm

・膝 ウエイトアシストシステム は 、
プルアップ や ディップの 動 作 を
効果的にアシスト

・簡単なウエイトスタック選択

・マ ル チ グ リ ップ ハ ン ド ル 付 き
プルアップバー

・簡単明瞭なプラカード

・簡単明瞭なプラカード

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・取り外し可能なウェアスリーブ

・取り外し可能なウェアスリーブ

・最適にフィットする回転式ディップ
ハンドル

・可動域調節

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能な背もたれ

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能な背もたれ

・ガスアシスト付き下まで下げられる
膝 サ ポ ー トで ボ デ ィ ウ エ イ ト
（自重）トレーニング

・下肢部の長さ調節可能なフットレスト

・調節可能な下腿/足首パッドで正確に
フィット

・調節可能な下腿/足首パッドで正確に
フィット

・Lock N Loadウエイト選択システム

・床を傷つけないラバーフィート

・調節可能な大腿部サポート安定パッド

・快適な背下部ローラーパッド

・床を傷つけないラバーフィート

・Lock N Loadウエイト選択システム
・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

アブドミナル

モデル LA- S6301

デュアル レッグプレス/
カーフレイズ

重量 166 kg
ウエイト重量 - 65 kg
幅 109 cm
長さ 150 cm
高さ 152 cm

モデル IL-D1013

重量 313 kg
ウエイト重量 - 107 kg
幅 99 cm
長さ 188 cm
高さ 140 cm

デュアル レッグエクステンション /
レッグカール

モデル IL-D1014

重量 220 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 94 cm
長さ 142 cm
高さ 140 cm
・簡単明瞭なプラカード

・簡単なウエイトスタック選択

・簡単明瞭なプラカード

・5 lb (2.2 kg) アドオン補助ウエイト
システム

・取り外し可能なウェアスリーブ

・取り外し可能なウェアスリーブ

・ラチェット式シート調節

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能な背もたれ

・重力アシストポジショニング

・マルチポジションフットプレートで
デュアル対応：
レッグプレス/カーフレイズ

・Lock N Loadウエイト選択システム

・床を傷つけないラバーフィート

・ウォークスルーエントリー デザイン

・丸みを帯びた腰部伸展パッド

・調節可能な下腿/足首パッドで正確に
フィット
・デュアルエクササイズオプション
の可動域コントロール：
レッグエクステンション / シーテッド
レッグカール
・床を傷つけないラバーフィート

デュアル インナー/アウターサイ

モデル IL-D1015

インスティンクト

重量 226 kg
ウエイト重量 - 68 kg
幅 69 cm
長さ 145 cm
高さ 140 cm
・簡単明瞭なプラカード

・簡単明瞭なプラカード

・取り外し可能なウェアスリーブ

・取り外し可能なウェアスリーブ

・ウォークスルーエントリー デザイン
利用者手前のウエイトスタックで
プライバシー保護

・調 節 可 能 な “フリップ オーバー”
フットプラットフォーム

初心 者だけではなく、インスティンクトストレングスシ
リーズはサーキットトレーニングにも最適なマシンを揃
えており、30分のサーキットトレーニングや他のファン
クショナルトレーニングと組み合わせたプログラムを作
ることができます。さらにスペース効率にも優れており、
デュアル機能のマシンを組み合わせることで、施設のス
ペースの問題を解決してくれます。

・回 転 式 大 腿 部 パ ッドと可 動 域
コントロールでデュアル対応：
アブダクター/アダクター

・リニア（直線）グルートプレス動作

透明なウエイトカバーで
可視性アップ

ケブラーベルトを使用し
簡単に交換できます。

・スタンディング仕様
・床を傷つけないラバーフィート

・床を傷つけないラバーフィート

チェストプレス

モデル IL-S2100

重量 217 kg
ウエイト重量 - 107 kg
幅 71 cm
長さ 124 cm
高さ 140 cm

デュアル マルチプレス

モデル IL-D2120

重量 244 kg
ウエイト重量 - 107 kg
幅 140 cm
長さ 188 cm
高さ 140 cm

・簡単明瞭なプラカード

・簡単明瞭なプラカード

・取り外し可能なウェアスリーブ

・取り外し可能なウェアスリーブ

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能なシート

・マルチポジション シートとバック
パッドを一緒に調節し、
色々なプレス
動作が可能

・床を傷つけないラバーフィート

08

重量 161 kg
ウエイト重量 - 55 kg
幅 94 cm
長さ 170 cm
高さ 140 cm

簡単な操作で、複雑で面倒な操作の必要のないインス
ティンクトストレングスシリーズは、初心者、アクティブ
エイジ層の人達には最適なマシンです。

・マルチポジションハンドグリップ

Lock N Load®
ウエイト選択システム

グルートプレス

モデル IL-S1012

・エクササイズ：フラットチェストプレス、
イ ン ク ラ イ ン チ ェ ス トプ レ ス 、
ショルダープレス
・床を傷つけないラバーフィート
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ラットプルダウン

モデル IL-S3310

ショルダープレス

モデル IL-S4100

重量 252 kg
ウエイト重量 - 107 kg
幅 119 cm
長さ 152 cm
高さ 185 cm

バーティカルロウ

モデル IL-S3320

重量 209 kg
ウエイト重量 - 107 kg
幅 117 cm
長さ 122 cm
高さ 140 cm

・簡単明瞭なプラカード

・簡単明瞭なプラカード

・取り外し可能なウェアスリーブ

・取り外し可能なウェアスリーブ

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能なシート

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能なシートと胸パッド

・床を傷つけないラバーフィート

・マルチポジションハンドグリップ

・寿命の長いケブラーベルトを使用し、
簡単な交換作業

・床を傷つけないラバーフィート

・マルチポジションハンドグリップ

・寿命の長いケブラーベルトを使用し、
簡単な交換作業

・特許取得済 Lock N Loadウエイト
選択システム搭載

・特許取得済 Lock N Loadウエイト
選択システム搭載

重量 209 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 135 cm
長さ 147 cm
高さ 140 cm

デュアル ペクトラルフライ/
リアデルト

モデル IL-D2110

重量 215 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 127 cm
長さ 137 cm
高さ 201 cm

デュアル アブドミナル/ ローバック

モデル IL-D6330

・調節可能な胸 / バックパッド
・デュアルエクササイズオプション：
アブドミナルクランチ/
バックエクステンション
・床を傷つけないラバーフィート
・寿命の長いケブラーベルトを使用し、
簡単な交換作業
・特許取得済 Lock N Loadウエイト選
択システム搭載

マルチアジャスタブルベンチ

モデル IN-B7501

・床を傷つけないラバーフィート

・寿命の長いケブラーベルトを使用し、
簡単な交換作業

・特許取得済 Lock N Loadウエイト
選択システム搭載

バイセップカール

重量 189 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 99 cm
長さ 102 cm
高さ 140 cm

・特許取得済 Lock N Loadウエイト
選択システム搭載

トライセップエクステンション

モデル IL-S5110

・簡単明瞭なプラカード

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能なシート

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能なシート

・マルチポジションハンドグリップ

・床を傷つけないラバーフィート

・ウォークスルーエントリー デザイン

・寿命の長いケブラーベルトを使用し、
簡単な交換作業

重量 192 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 97 cm
長さ 99 cm
高さ 140 cm
・簡単明瞭なプラカード

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能なシート

・調節可能な肩安定パッド

・マルチポジションハンドグリップ

・快適な動作のための輪郭のあるすね
パッド

・床を傷つけないラバーフィート
・寿命の長いケブラーベルトを使用し、
簡単な交換作業
・特許取得済 Lock N Loadウエイト選
択システム搭載
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ロータリートーソ

モデル IL-S6300

・簡単明瞭なプラカード

・デュアルエクササイズオプション：
バイセップカール/
トライセップエクステンション

重量
幅
長さ
高さ

-

36 kg
64 cm
135 cm
86 cm

・取り外し可能なウェアスリーブ
・固定式すねあて安定パッド
・床を傷つけないラバーフィート

・床を傷つけないラバーフィート

アブベンチ

モデル IN-B7505

・背下部の安全を考慮した膝立ち動作

・マルチポジションハンドグリップ
・床を傷つけないラバーフィート
・寿命の長いケブラーベルトを使用し、
簡単な交換作業
・特許取得済 Lock N Loadウエイト選
択システム搭載

重量
幅
長さ
高さ

-

36 kg
64 cm
135 cm
86 cm

45º バックエクステンション

モデル IN-B7502

重量
幅
長さ
高さ

-

46 kg
81 cm
137 cm
99 cm

・ 45 のスタートアングル

・ハンドグリップで安定した動作

・ ハンドグリップで上半身を固定

・床を傷つけないラバーフィート

・ 調節可能なヒップパッド
・ 固定式カーフパッド
・ 床を傷つけないラバーフィート

ダンベルラック（2 段 10 ペア）

モデル IN-R8001

重量
幅
長さ
高さ

-

121 kg
74 cm
267 cm
94 cm

ダンベルラック（3 段 10 ペア）

モデル IN-R8002

オリンピックフラットベンチ

重量 幅 長さ 高さ -

97 kg
155 cm
160 cm
137 cm

・取り外し可能なウェアスリーブ
・デュアルバーキャッチ
・エンドキャップ付プレートストレージ (6)
・床を傷つけないラバーフィート

-

124 kg
74 cm
175 cm
127 cm

・ゴム製ダンベルサドル

・床を傷つけないラバーフィート

モデル IN-B7503

重量
幅
長さ
高さ

・コンパクトな設置面積

・ゴム製ダンベルサドル

・特許取得済 Lock N Loadウエイト
選択システム搭載

モデル IL-D5120

Model IN-B7200

・ベンチを楽に移動するためのローラー
とハンドグリップ

・特許取得済 Lock N Loadウエイト
選択システム搭載

・寿命の長いケブラーベルトを使用し、
簡単な交換作業

重量 193 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 99 cm
長さ 132 cm
高さ 140 cm

アジャスタブルアブドミナル
デクラインベンチ

・シートとバックパッドの調節で正確な
ポジショニング

重量 189 kg
ウエイト重量 - 86 kg
幅 99 cm
長さ 102 cm
高さ 140 cm

・簡単明瞭なプラカード

・床を傷つけないラバーフィート

デュアル バイセップカール/
トライセップエクステンション

40 kg
69 cm
135 cm
46 cm

・床を傷つけないラバーフィート

・寿命の長いケブラーベルトを使用し、
簡単な交換作業

モデル IL-S5100

-

・取り外し可能なウェアスリーブ

・デュアルエクササイズオプションの
可動域コントロール：
ペクトラルフライ/リアデルト

・マルチポジションハンドグリップ

重量
幅
長さ
高さ

重量 406 kg
ウエイト重量 - 2 x 100 kg
幅 91 cm
長さ 168 cm
高さ 207 cm
・利用者側最大負荷 50 kg
・簡単明瞭なプラカード
・多彩なハイ-ローポジションの組み合わせ
・マルチポジションプルアップ バー
・リフティング比率 2 : 1
・プーリーアタッチメント用アクセサリーラック：
- スターラップ
（あぶみ）
グリップ (2)
- アンクルストラップ
- ロングバー
- トライセップ/バイセップカールバー
・ケーブル移動距離 2 m
・2 kg 単位の増減（利用者側）
・床を傷つけないラバーフィート
・特許取得済 Lock N Loadウエイト選
択システム搭載
・車いすでの利用可能

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能なシート

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能なシート

・“イージーアップ ”ラチェット調 節、
調節可能なシートと胸パッド

モデル IL-D2002

・ウォークスルーエントリーデザイン

・取り外し可能なウェアスリーブ

・取り外し可能なウェアスリーブ

デュアル アジャスタブルプーリー

・簡単明瞭なプラカード

・簡単明瞭なプラカード
・簡単明瞭なプラカード

重量 168 kg
ウエイト重量 - 54 kg
幅 102 cm
長さ 114 cm
高さ 140 cm

・床を傷つけないラバーフィート

オリンピックインクラインベンチ

モデル IN-B7201

重量 幅 長さ 高さ -

158
155
160
175

kg
cm
cm
cm

・取り外し可能なウェアスリーブ
・調節可能なシートパッド
・デュアルバーキャッチ
・エンドキャップ付プレートストレージ (6)
・ラバーコートスポッター（補助者）
・プラットフォーム
・床を傷つけないラバーフィート
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チルトシートカーフ

PLATE LOADED

モデル IP-L1110

プレートローデット

プレートロードマシンを使ってのトレーニングは、ストレング
スおよびコンディショニングに優れた効果があることはよく
知られています。スタートラックプレートロードシリーズは、業
界標準デザインのレッグプレスやハックスクワットだけではな
く、安全性と運動効率を考えた角度の付けられたスミスマシ
ンやパワーラックの運動の多様性とスミスマシンの安全性を
兼ね備え、3Dの動作を可能にする特許取得済みのフリーダム
ラックなどを揃えています。

重量 幅 長さ 高さ -

97 kg
86 cm
183 cm
124 cm

・多くの利用者に対応する調節可能な
大腿部パッド

・安全で簡単に使用できる低い荷重
ポイント

・手の届く位置で簡単に操作できる
セーフティストップ

・エクサ サイズの 変 化に対 応 する
2 つのハンドグリップポジション

・安全で簡単に使用できる低い荷重
ポイント

・スタート負荷 15.8 kg

・最大許容荷重 142 kg

・表面を保護する上り框（ステップ
アップ）のウエアーガード

MULTI-STATIONS

・最大許容荷重 142 kg

・床を傷つけないラバーフィート

ケーブルクロスオーバー

モデル IP-M9201

マルチステーション

モデル NP-L1131

上半身ピボットベンチは
背中全体を安定させ
サポートします。

92 kg
153 cm
158 cm
89 cm

幅広いサイズの人に対応できる
大きな角度の付いた
フットプラットフォーム

モデル I P-L8507

インクラインレバーロウ

モデル IP-L3140

・床を傷つけないラバーフィート

グルートドライブ

フリーダムラック

83 kg
69 cm
147 cm
94 cm

・表面を保護する上り框（ステップ
アップ）のウエアーガード

NEW
重量 幅 長さ 高さ -

重量 幅 長さ 高さ -

重量 幅 長さ 高さ -

435 kg
191 cm
211 cm
229 cm

スミスマシン

モデル I P-L8500

・垂直方向と水平方向の同時動作
（3D）
が可能な
バーの動き

スペースは限られているが 、
そのスペースを最 大限に生
かし、フルコマーシャルユー
スのマシンで多くのトレーニ
ングが できるマシンを望 ん
で い る施 設 には 、スタート
ラックマル チステ ーション
はまさにぴったりの選 択 肢
です。

肩より下にあるピボット
ポイントで適切な生体力学を
サポート。

装填可能最大重量 160 kg
片側 4 x 20 kg

重量 幅 長さ 高さ -

重量 458 kg
ウエイト重量 - 2 x 52.2 kg
幅 78 cm
長さ 401 cm
高さ 228 cm
・ 完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
・ バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
・ Lock N Loadウエイト選択システム

＊組み合わせ変更の際に必
要になるオプションパーツ
は別途ご相談ください。

309 kg
226 cm
170 cm
208 cm

・ 床を傷つけないラバーフィート
・ 2.2 kg アドオン補助プレート
・ プルアップステーション搭載
・ 車いすで利用可能

・オリンピックハンドルが回転し、バーの簡単で
安全なリリースとリセットが可能

・パワーラックのエクササイズの多様性とスミス
マシンの安全性を可能にする比類のないデザイン

スクワット
・生体力学の最大限の効果を引き出す、
とプレス動作のための7 の傾斜（角度）

・安全性を高める多くのバーラックセーフティ
キャッチがあり、前方、後 方、低い位置での
ラッキングが可能

5 ステーション

・全てのレベルを考慮した 7 kg のテイクオフ
重量のカウンターバランス - オリンピックバー

・特注の回転するオリンピックバー 20 kg

9 ステーション

モデル IP-M9605

モデル IP-M9619

重量 1,066 kg
ウエイト重量 - 135 kg ラットプルダウン / ラットロウ
105 kg トライセッププレス
2 x 2 x 52.2 kg ケーブルクロスオーバー
幅 371 cm
長さ 508 cm
高さ 239 cm

重量 1,673 kg
ウエイト重量 - 2 x 135 kg ラットプルダウン / ラットロウ
2 x 105 kg トライセッププレス
2 x 2 x 52.2 kg ケーブルクロスオーバー
幅 371 cm
長さ 609 cm
高さ 239 cm

14 ステーション

モデル IP-M9620

・全てのエクササイズを安全に行うための調節
可能な赤いセーフティキャッチ

・前 方 向 からのウォー クス ル ー デ ザイン で 、
異なったベンチの使用が可能

・ウエイト別に対応するマークの付いた片側
６ヵ所のウエイトストレージペグ

・オリンピックプレートストレージ付
・最大ユーザー許容荷重 227 kg

・床を傷つけないラバーフィート

・床を傷つけないラバーフィート
・ウエイトプレート別売り

アングルドレッグプレス

モデル I P-L1141

重量 幅 長さ 高さ -

257 kg
182 cm
229 cm
147cm

モデル IP-L1130

重量 幅 長さ 高さ -

204 kg
182 cm
236 cm
119 cm

・角度の調節が可能なバックサポート

・本体に組み込まれたプレートストレージ

・本体に組み込まれたプレートストレージ

・セーフティキャッチスタートオプション
の 2 つのポジション

・可 動 域 を調 節 するため の 2 つの
スタートオプション
・手の届く位置で簡単に操作できる
セーフティストップ
・安全な乗り降りのためのユーザー
セーフティハンドル

・エクサ サイズの 変 化 に対 応 する
大きなフットプレート
・手の届く位置で簡単に操作できる
セーフティストップ
・35 に設定されたマシンの角度

・45 に設定されたマシンの角度

・36 kg のキャリッジ重量

・45 kg のキャリッジ重量

・最大ユーザー許容荷重 409 kg

・最大ユーザー許容荷重 409 kg

・床を傷つけないラバーフィート

・床を傷つけないラバーフィート
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ハックスクワット

・
・
・
・
・
・
・
・
・

スイベル（回転）プーリー付ラットプルダウン
スイベルプーリー付トライセッププレス
スイベルプーリー付ローロウ
完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
床を傷つけないラバーフィート
2.2 kg アドオン補助プレート
Lock N Loadウエイト選択システム
プルアップステーション搭載

・2 x スイベルプーリー付ラットプルダウン
・2 x スイベルプーリー付トライセッププレス
・2 x スイベルプーリー付ローロウ
・完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
・バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
・床を傷つけないラバーフィート
・2.2 kg アドオン補助プレート
・Lock N Loadウエイト選択システム
・プルアップステーション搭載

重量 2,524 kg
ウエイト重量 - 3 x 135 kg ラットプルダウン / ラットロウ
2 x 105 kg トライセッププレス
2 x (2 x 52.2 kg) ケーブルクロスオーバー
幅 371 cm
長さ 1,003 cm
高さ 239 cm
・ 3 x スイベルプーリー付ラットプルダウン
・ 2 x スイベルプーリー付トライセッププレス
・ 3 x スイベルプーリー付ローロウ
・ 2 x 完全に調節可能なケーブルクロスオーバーシステム
・ 2 x プルアップステーション搭載
・ 2.2 kg アドオン補助プレート
・ Lock N Loadウエイト選択システム
・ バランスとコントロールを確保する安定ハンドル
・ 床を傷つけないラバーフィート
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アジャスタブルアブドミナルベンチ

BENCHES & RACKS

モデル IP-B7510

ベンチ&ラック類

フリーウエイトは施設のトレー
ニングルームには欠かせないア
イテムの一つです。これらのベ
ンチ 、ラック類は他のスタート
ラックストレングスシリーズと
ファミリールックで、他のシリー
ズとの組み合わせてもトレーニ
ングエリアの中で一体感を生み
出します。業界 標準のデ ザイン
を備えたシリーズです。

重量 幅 長さ 高さ -

77 kg
89 cm
146 cm
114 cm

シーテッドプリーチャーカール

モデル IP-B7509

・多くの利用者に対応する調節可能な
補助パッド付シート

・エクササイズの変化に対応する 0 から
- 30 のマイナス傾斜段階調節

・簡単に交換できるパッドウェアーカバー

・表面を保護するクロスバーレッグの
ウェアーガード

スタンディングプリーチャーカール

モデル IP-B7515

内蔵のグリップと車輪で
簡単に移動

重量 幅 長さ 高さ -

86 kg
76 cm
99 cm
114 cm

85 kg
76 cm
109 cm
102 cm

・多くの利用者に対応するためのダブル
バーホルダー

・ガスアシスト付テレスコーピング
パッド調節で多くの利用者に対応

静かで安全に置ける
ウレタン成型バーキャッチ

重量 幅 長さ 高さ -

・表面を保護するクロスバーレッグの
ウェアーガード

ディップステーション

モデル IP-B7518

重量 幅 長さ 高さ -

76 kg
74 cm
114 cm
122 cm

２つの異なる角度でエクサ
・両サイド、
サイズが可能

・色々なグリップ幅オプションが可能な
ダイバージングディップバー

・ガスアシスト付テレスコーピング
パッド調節で多くの利用者に対応

・表面を保護するクロスバーレッグの
ウェアーガード

・簡単に交換できるパッドウェアーカバー

床を傷から守る
ラバーフィート

プルアップ / ディップ / レッグレイズ

マルチアジャスタブルベンチ

モデル IP-B7506

重量 幅 長さ 高さ -

58 kg
69 cm
140 cm
51 cm

フラットベンチ

モデル IP-B7507

・- 10 から直立の 80 の範囲で10 間隔
で調節

重量 幅 長さ 高さ -

55 kg
69 cm
140 cm
51 cm

モデル IP-B7511

・床を傷つけないラバーフィート

ベンチプレス

アジャスタブルインクラインベンチ

重量 幅 長さ 高さ -

57 kg
69 cm
142 cm
99 cm

アジャスタブルデクラインベンチ

モデル IP-B7508

・組み込まれているグリップと車輪で
簡単に移動

・組み込まれているグリップと車輪で
簡単に移動

・床を傷つけないラバーフィート

・床を傷つけないラバーフィート

モデル IP-B7516

36
69
86
97

kg
cm
cm
cm

アジャスタブルバックエクステンション

モデル IP-B7514

重量 幅 長さ 高さ -

83 kg
86 cm
135 cm
79 cm

写真オリンピックバーは別売り

デクラインベンチプレス

モデル IP-B7204

・エクサ サイズの変 化に対応 する
35 から55 の範囲で 5 段階調節

・ガスアシスト付テレスコーピング
パッド調節で多くの利用者に対応

・表面を保護するクロスバーレッグの
ウエアーガード

・大きな大腿部安定パッドでさらなる
快適さが向上

・組み込まれているグリップと車輪で
簡単に移動

・利用者が安全に使えるための安定用
グリップ

・床を傷つけないラバーフィート
・組み込まれているグリップと車輪で
簡単に移動
・床を傷つけないラバーフィート
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・負荷を追加する小さなプレートを
置けるウエイトプレートペグ付き

・表面を保護するクロスバーレッグ
のウェアーガード

・表 面 を 保 護 するステップ アップ
レッグのウェアーガード

110 kg
165 cm
185 cm
124 cm

インクラインベンチプレス

モデル IP-B7203

・多くの利用者に対応するためのダブル
バーホルダー

・表面を保護するクロスバーレッグの
ウエアーガード

・表面を保護するクロスバーレッグの
ウエアーガード

重量 幅 長さ 高さ -

83 kg
86 cm
135 cm
79 cm

・エクササイズの変化に対応する7 段階
調節、
0 から -30 までのマイナス傾斜

・30 の傾斜から直立の 80 までの
範囲で調節

ユーティリティベンチ

重量 幅 長さ 高さ -

重量 幅 長さ 高さ -

写真オリンピックバーは別売り

・効果的で安全なスポッティング（補
助）
を行うためのオープンフレームデザ
イン
・写真はオプションの追加オリンピッ
クバー
・ストレージ付、片側６個のペグでウ
エイトプレート別に対応
(モデル 4 0 0 - 0 4 07 ウエイトスト
レージは別売り）

重量 幅 長さ 高さ -

129
165
124
124

kg
cm
cm
cm

・多くの利用者に対応するためのダブル
バーホルダー
・多くの利用者に対応する調節可能
補助シート
・効 果 的 で 安 全なスポッティング
（補助）
を行うためのオープンフレーム
・デザイン
写真はオプションの追加オリンピック
プレート
・ストレージ付、片側６個のペグで
ウエイトプレート別に対応
(モデル 400-0407 ウエイトスト
レージは別売り）

136 kg
71 cm
155 cm
168 cm

・腹筋トレーニングのための肘および
バックパッド

・腹筋トレーニングのための肘および
バックパッド

モデル IP-B7202

重量 幅 長さ 高さ -

・色々なグリップ幅オプションが可能な
ダイバージングディップバー

・表 面 を 保 護 するステップ アップ
レッグのウェアーガード

・床を傷つけないラバーフィート

モデル IP-B7523

レッグレイズ/ディップ

モデル IP-B7517

・色々なグリップ幅オプションが可能な
ダイバージングディップバー

・組み込まれているグリップと車輪で
簡単に移動

・組み込まれているグリップと車輪で
簡単に移動

167 kg
122 cm
155 cm
229 cm

・エクササイズの変化に対応するマルチ
プル - アップグリップポジション

・表面を保護するクロスバーレッグの
ウエアーガード

・表面を保護するクロスバーレッグの
ウエアーガード

重量 幅 長さ 高さ -

写真オリンピックバーは別売り

ミリタリープレス

モデル IP-B7205

写真オリンピックバーは別売り

重量 幅 長さ 高さ -

139
165
178
150

kg
cm
cm
cm

・多くの利用者に対応するためのダブル
バーホルダー
・多くの利用者に対応する調節可能
補助シート
・効 果 的 で 安 全なスポッティング
（補助）
を行うためのオープンフレーム
デザイン
・写真はオプションの追加オリンピック
プレート
・ストレージ付、片側６個のペグで
ウエイトプレート別に対応
(モデル 400-0407 ウエイトスト
レージは別売り）

重量 幅 長さ 高さ -

138
188
165
152

kg
cm
cm
cm

・多くの利用者に対応するためのダブル
バーホルダー
・安全のためのドロップ防止クロス
バー 付 、前 側と後 側 に あ る バー
キャッチ
・効 果 的 で 安 全なスポッティング
（補助）を行うための高い
・位置のプラットフォーム付オープン
フレームデザイン
・写真はオプションの追加オリンピック
プレート
・ストレージ付、片側６個のペグで
ウエイトプレート別に対応
(モデル 400-0407 ウエイトストレージ
は別売り)
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スクワットラック

207
203
180
201

重量 幅 長さ 高さ -

モデル IP-R8008

kg
cm
cm
cm

パワーケージ

モデル IP-R8005

重量 幅 長さ 高さ -

435 kg
160 cm
188 cm
226 cm

グルートハム

モデル IP-B7522

・調 節 可能 な バーキャッチおよび
セーフティサポートバー

・複数のバーキャッチホルダーがあり
色々なエクササイズの変化と多くの
利用者に対応

ストール

モデル IP-B7521

重量 幅 長さ 高さ -

22
79
68
44

kg
cm
cm
cm

・軽量でコンパクトな設計

・二つに分かれた上部がフラットな
パッドで快適な動作

・マルチ - グリップ プルアップ ステーション

・安定感を増すよう長めに設計され
たベース部

・オリンピックプレートストレージ
標 準 装 備 、片 側 6 個 の ペグ で
ウェートプレート別に対応

・オリンピックプレートストレージ
標準装備、
片側６個のペグでウエイト
プレート別に対応

101 kg
110 cm
182 cm
121 cm

・ハ ムストリングと大 臀 筋の強 化 、
胴体ミッドラインの安定強化のた
めの包括的ツール

・前方からのウォークスルーデザインで、
異なったベンチの使用が可能

・エクササイズの変化に対応し、
安全
のため の 調 節 可 能 な セーフティ
キャッチシステム

重量 幅 長さ 高さ -

・最大許容荷重 408 kg

写真オリンピックバーは別売り

シングルダンベルラック

モデル IP-R8009

重量 幅 長さ 高さ -

99 kg
229 cm
71 cm
66 cm

ダブルダンベルラック

モデル IP-R8010

・成形ウレタンクレイドルで静かで
安全なダンベルの出し入れ

重量 幅 長さ 高さ -

207 kg
229 cm
97 cm
99 cm

LEVERAGE
レバレッジ

・床を傷つけないラバーフィート

・5 ペアー（10本）収納

トリプルダンベルラック

142 kg
229 cm
71 cm
66 cm

・成形ウレタンクレイドルで静かで
安全なダンベルの出し入れ

・床を傷つけないラバーフィート

モデル IP-R8011

重量 幅 長さ 高さ -

・10 ペアー（20本）収納

ビューティベルラック

モデル IP-R8014

重量 幅 長さ 高さ -

64 kg
102 cm
81 cm
102 cm

・成形ウレタンクレイドルで静かで
安全なダンベルの出し入れ

・成形ウレタンクレイドルで静かで
安全なダンベルの出し入れ

・床を傷つけないラバーフィート

・床を傷つけないラバーフィート

・15 ペアー（30本）収納

・12 ペアー（24本）収納

安全で楽に使える
低い荷重位置

生体力学に基づいた
レバーと回転軸

バーベルラック

モデル IP-R8012

重量 幅 長さ 高さ -

64 kg
91 cm
97 cm
135 cm

アクセサリーラック

モデル IP-R8013

重量 幅 長さ 高さ -

74 kg
71 cm
89 cm
130 cm

・ウレタンで保護された表面

・ウレタンで保護された表面

・標準および EZ カールバーベル
システム対応

・多くのハンドルおよびアクセサリー
バーに対応
・ラバーの敷かれたトップトレーで
小物収納

簡単なガスアシストシート
調節

チェストプレス

モデル IP-L2002

2-サイドオリンピックウェイトツリー

モデル IP-R7512

重量 幅 長さ 高さ -

49 kg
69 cm
89 cm
102 cm

・クロスバーボトム表面を保護する
摩耗防止ガード
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4-サイドオリンピックウェイトツリー

モデル IP-R7513

重量 幅 長さ 高さ -

69 kg
71 cm
71 cm
117 cm

・オリンピックバー収納

レバ レ ー ジ シリーズ 、プ レ ート
ロ ード は 伝 統 的 な 今 ま で のプ
レートロードマシンとは違います。
レバレージに採 用されているグ
リップはチェッカリング（ ギザギ
ザ）加工されたステンレススチー
ル製で手をしっかりとグリップし
ます。シートにはガスアシストを
付け楽に調節でき、レバーとカム
を組み合わせ 、スムースなプル/
プレスの動 作 で人本来の動きに
沿った可動域を作り出します。流
線 型のデ ザインと本体側 面に取
付けられ、一 体化したウエイトス
トレージは便利で施設にアピール
する一つの要素となります。

重量 幅 長さ 高さ -

273 kg
150 cm
180 cm
147 cm

・ステンレス スチ ール 製 チェッカ
リング加工グリップ
・最大重量 123 kg / アーム片側
・スタート負荷 8 kg / アーム片側
・ユニラテラル左右独立したアーム
動作
プレストレッチ
・コンバージング軌道、
調節で最適なスタートポジション
設定

インクラインプレス

モデル IP-L2003

重量 幅 長さ 高さ -

241
130
193
130

kg
cm
cm
cm

・ステンレス スチ ール 製 チェッカ
リング加工グリップ
・最大重量 123 kg / アーム片側
・スタート負荷 7 kg / アーム片側
・ユニラテラル左右独立したアーム
動作
・コンバージング軌道、
プレストレッチ
調節で最適なスタートポジション
設定
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デクラインプレス

モデル IP-L2004

重量 幅 長さ 高さ -

280 kg
147 cm
206 cm
124 cm

ラットプルダウン

モデル IP-L3003

ハイロウ

重量 幅 長さ 高さ -

261
130
218
185

kg
cm
cm
cm

241 kg
130 cm
206 cm
203 cm

・ステンレス スチ ール 製 チェッカ
リング加工グリップ
・最大重量 123 kg / アーム片側
・スタート負荷 2 kg / アーム片側
・ユニラテラル左右独立したアーム
動作
・コンバージング軌道、
プレストレッチ
調節で最適なスタートポジション
設定

・ステンレス スチ ール 製 チェッカ
リング加工グリップ
・最大重量 123 kg / アーム片側
・スタート負荷 5 kg / アーム片側
・ユニラテラル左右独立したアーム
動作
・コンバージング軌道、
プレストレッチ
調節で最適なスタートポジション
設定

モデル IP-L3005

重量 幅 長さ 高さ -

ローロウ

モデル IP-L3004

・ステンレス スチ ール 製 チェッカ
リング加工グリップ
・最大重量 123 kg / アーム片側
・スタート負荷 3 kg / アーム片側
・ユニラテラル左右独立したアーム
動作
・コンバージング軌道、
プレストレッチ
調節で最適なスタートポジション
設定

重量 幅 長さ 高さ -

250 kg
130 cm
201 cm
117 cm

HUMANSPORT
ヒューマンスポート

ヒューマンスポート
ファンクショナルトレーニング
ナチュラルで機能的な動作からヒン
トを得てデザインされたヒューマン
スポートは、デュアルファンクショ
ンケーブルを搭載した６種類のマシ
ンで、12 のワークアウトステーショ
ンとして機能します。デュアルウエ
イトスタックで幅広いトータルボ
ディワークアウトを可能にします。

・ステンレス スチ ール 製 チェッカ
リング加工グリップ
・最大重量 123 kg / アーム片側
・スタート負荷 8 kg / アーム片側
・ユニラテラル左右独立したアーム
動作
・コンバージング軌道、
プレストレッチ
調節で最適なスタートポジション
設定

ショルダープレス

重量 幅 長さ 高さ -

245 kg
130 cm
180 cm
147 cm

・ステンレス スチ ール 製 チェッカ
リング加工グリップ
・最大重量 123 kg / アーム片側
・スタート負荷 7 kg / アーム片側
・ユニラテラル左右独立したアーム
動作
・コンバージング軌道、
プレストレッチ
調節で最適なスタートポジション
設定

バイセップカール

モデル IP-L5002

重量 幅 長さ 高さ -

261
157
155
104

kg
cm
cm
cm

・ステンレス スチ ール 製 チェッカ
リング加工グリップ
・最大重量 82 kg / アーム片側
・スタート負荷 5 kg / アーム片側
・ユニラテラル左右独立したアーム
動作
・コンバージング軌道、
プレストレッチ
調節で最適なスタートポジション
設定

アブクランチ

HSSC3

品番

HSLP3

重量

298 kg

重量

298 kg

ウエイト重量

209 kg
156 cm
157 cm
156 cm

より効果的なアブクランチ動作に
改良されたアブクランチを
レバレッジラインに追加

ウエイト重量

2 x 40 kg

160 cm

幅

147 cm

長さ

114 cm

長さ

147 cm

高さ

163 cm

高さ

211 cm

アームクランチ

プルリフト

品番

HSAC3

品番

HSPL3

重量

298 kg

重量

341 kg

2 x 40 kg
99 cm

ウエイト重量
幅

2 x 40 kg
99 cm

長さ

109 cm

長さ

198 cm

高さ

173 cm

高さ

241 cm

トータルデルト

トータルレッグ

品番

HSTD3

品番

HSTL3

重量

273 kg

重量

314 kg

ウエイト重量
幅

18

2 x 40 kg

幅

幅
重量 幅 長さ 高さ -

ラットプーリー

品番

ウエイト重量

モデル IP-L5003

複数のトレーニングを可能にする
２つのウエイトスタック

幅広い異なるトレーニングが
可能

ショルダーチェスト
モデル IP-L4002

Lock N Load®
ウエイト選択システム

2 x 40 kg
74 cm

ウエイト重量
幅

2 x 40 kg
99 cm

長さ

198 cm

長さ

163 cm

高さ

163 cm

高さ

165 cm
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STAR TRAC は世界中の各施設に導入されています

BOX MASTER
ボックスマスター

ボックスマスター
トレーニング

ボックスマスター
シングル

ボクシングの色々なパンチングスタイルに対応
するように 12 箇所のパンチングパッドを配置

品番

BM-9403

重量

240 kg

効果的に少人数のグループエクササイズを可能
にする 4 タワー

幅

179 cm

長さ

210 cm

高さ

208 cm

特許取得スプリングアームにより、パンチの効
果を高めると同時にケガ予防のための打撃によ
る衝撃を吸収
タワーの高さを調節でき、身長が 152cm から
208cm の人まで対応
30 分のセッションで 7 ラウンドを基本とした
全身の運動（トータルボディコンディショニン
グ）
パッドをターゲットにしたトレーニングプロト
コルで、一人のインストラクターで複数のメン
バーに対応可能

日本国内の導入例

カラーバリエーションも豊富に揃えています

ボックスマスター
クワッド
品番

BM-9404

重量

593 kg

幅

185 cm

長さ

183 cm

高さ

208 cm

トータルレッグ

別売
731-5674
キックパッド
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MULTI-STATIONS

INSPIRATION

BENCHES & RACKS
IMPACT

STRENGTH CATALOG

INSTINCT

LEVERAGE

GLUTE DRIVE TRAINING

HUMANSPORT
GLUTE DRIVE
PLATE LOADED

2019 PRODUCT CATALOG
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