
お問い合わせは

セールス	 カスタマー・サポート

0120-110-950	 0120-114-482
平日：A.M.9 :00～P.M.10:00／土日祝：A.M.10:00～P.M.8:00

ライフ・フィットネス・ジャパン株式会社
東京オフィス	 〒107-0062	東京都港区南青山4-17-33
ショールーム	 〒150-0001	東京都渋谷区神宮前3-39-5	Qiz青山3F
大阪オフィス	 〒550-0014	大阪府大阪市西区北堀江1-19-1	八光心斎橋AIRビル	5F
九州オフィス	 〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19	サンライフ第3ビル5階
仙台オフィス	 〒981-1227	宮城県名取市杜せきのした5-4-3

※仕様は変更になる可能性があります。サンプルの色は実際のものとは異なることがあります。
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Why	Cybex？
Cybex（サイベックス）は、エンドユーザーも導入施設も	
いち早くゴールに導きます。
私たちCybexは45年以上にわたり、フィットネスマシンの
プレミアムブランドとして革新的で魅力的なデザイン、	
耐久性に優れた構造、そして生体力学に基づいて設計された
高品質・高性能のフィットネスマシンを造り続けています。
CybexのフィットネスマシンはYMCA、JCC、スポーツ
チーム、教育機関、軍隊施設、オフィス、ホスピタリティ・
フィットネスセンターなど多くの施設に導入されており、	
施設はもちろんエンドユーザーからも信頼を得ています。
健康と幸せを世界中の人々にお届けすることをミッション
にして、Cybexは今後も進化し続けていきます。

エクササイズの科学
すべてのCybex製品は、Cybexリサーチ・インスティチュートにて生体工学に
対する大量な調査結果で確認された科学的事実に基づいて造られています。当社	
のカーディオ・マシンとストレングス・マシンは安全かつ効果的で、あらゆるレベル
の使用者がパフォーマンスの向上を実感できるように設計されています。

ビジネスサポート
Cybexは最初からお客様のパートナーとなり、フィットネスビジネスが成功	
するよう支援します。当社のソリューションは、施設設計やフロアプランから、	
スタッフのトレーニング、継続的なブランド戦略の実施、マーケティング・サポート	
などあらゆる面より対応しております。施設のブランド力を高めるために、
Cybexのマシンはフレームとシートがさまざまなカラーオプションから選べて
カスタマイズができます。
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トレッドミル
Cybexのトレッドミルは生体力学に基づ
く高度なテクノロジーを応用しています。
Cybexトレッドミルには	IS4インテリ
ジェント・サスペンション・システムが搭
載されており、ランディングエリアは柔ら
かく、つま先が当たる部分は強固な造りに
なっているため、初心者からアスリートま
で幅広いトレーニングが可能です。
（6ページ）

アーク・トレーナー
Cybexのアーク・トレーナーは多種多様
なトレーニングが行えます。従来のエリプ
ティカル・マシンに比べ16％多くカロ
リーを消費し、心拍数の上昇・全身の活性
化・筋肉の強化および強いコアの構築を実
現します。同時に関節に与えるストレスを
最小限に抑えるため、強度の高いトレーニ
ングでも安心して行えます。初心者から高
強度ワークアウトを求めるユーザーまで
幅広く対応できるマシンです。
（10ページ）

グループ・トレーニング
SPARC ト レ ー ナ ー と Hydro	Rower	
Proは両方とも、HIITトレーニングを含め
高強度グループトレーニングを行う際に、
ユーザーの心拍数を向上させ、脂肪燃焼、
筋力アップ、新陳代謝の改善など様々な目
的で使用できます。
従来のファンクショナル・トレーニング・
マシンとは一線を画しています。生体力学
に沿った設計により、ユーザーはより安全
で効果的なトレーニングができます。
（12ページ）

バイク
Cybexのアップライトとリカンベント	
バイクは快適な乗り心地で効果もしっか
り期待できるバイクです。フィットネス初
心者からトライアスロンのためにトレー
ニングしているアスリートまで利用して
います。
（8ページ）
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Cybexならあなたの
スタイルに合ったワークアウトが可能
ワークアウトのやり方は人それぞれです。エンターテインメント・オプションを心ゆくまで楽しみたい人もいれば、気軽に	
始めて素早く終わらせたい人もいます。Cybexには、その人に合った2つのコンソールオプションがあります。

70T コンソール 50L コンソール

70T 50L
タッチスクリーン 16インチ表面型静電容量方式LCD LEDディスプレイ
HD ディスプレイ テレビ（解像度1080p） なし（外付けテレビオプションで提供可能）

対応言語 日本語を含む24カ国語 ユニバーサル
携帯充電 あり あり
接続方法 Bluetooth,	NFC QRコード
wifi 接続 あり あり

ワークアウト数 18から21個
カスタムワークアウト作成可能 7個

R シリーズ・コンソール・オプション
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トレッドミル
トレッドミルはあらゆるフィットネス施設で定番ですが、どれも同じように作られているわけではありません。
Cybexトレッドミルは、Cybexリサーチ・インスティチュートが実施したランニングの生体工学に関する多くの	
研究データに基づいて設計されています。あらゆるレベルのユーザーに優れたエクスペリエンスを提供できるような	
様々なテクノロジーが組み込まれています。

TREADMILLS
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70T コンソール 50L コンソール

IS4 インテリジェント・ 
サスペンション・システム
ランニングメカニズムを再現できるようIS4	
インテリジェント・サスペンション・システム
が使用され、ランナーのゴール達成をサポー
トします。トレッドミル前部のランディング・
ゾーンは柔らかく、中間部分は堅く、つま先が
当たる部分は強固な造りになっています。

R シリーズ・コンソール・オプション

R	Series
より速く、より長く、より質の高いランニングを実現しましょう。
Cybexが誇る効果的なカーディオ・マシンでありながら、スタイ
リッシュでモダンな外観と革新的な機能も備えており、特に運動	
効果を重視するユーザーを惹きつけます。
IS4インテリジェント・サスペンション・システムにより、ユーザー
が望むようなランニング・トレーニングが実現できます。インター	
バル・トレーニングを行う際は、手元にあるインターバル・トレー	
ニング・コントロール・パネルで素早く簡単に速度を変更できます。
これら2つの機能を備えたRシリーズのトレッドミルは、高い成果
を求めるユーザーに最適です。

製品番号 70T：	PH-CRTT
50L：	PH-CRTL

寸法（長×幅×高） 212	cm	×	92.7	cm	×	154	cm
マシン重量 197	kg

走行面までの高さ 20	cm
傾斜レベル 0	％	-	15	％

速度 時速	0.8	km	～	23	km
走行面サイズ（長×幅） 152	cm	×	53	cm

最大許容使用者体重 181	kg

（長×幅）152cm × 53cm の走行面

走行面までの高さ 20cm

インターバル・トレーニング・ 
コントロール・パネル

IS4 インテリジェント 
サスペンション システム

7



BIKESバイク
自転車の乗り方は、一度覚えたら忘れないものです。しかも、楽しみながら乗っているうちに、筋肉と持久力が鍛えら
れます。Cybexのインドアバイクはライダーに快適で効果的なライディング体験をより簡単で楽しいものとして提供
しています。
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マウンテン・バイク・ 
クランク

調節が簡単なペダル・
ストラップ

競技用ハンドル・バー 
（デュアル心拍数センサー付き）

片手でのシート調節

R	Series
スタイリッシュでモダンなデザインと運動効果重視の	
設計が一体となった、効果的なエクササイズ・バイクです。
アップライト・バイクと、乗り降りの簡単なリカンベント	
バイクのどちらかを選択できます。25段階の負荷レベル	
から選択できるため、あらゆるフィットネスレベルの
ユーザーで共用できます。

乗り降りを簡単にする 
乗降用ハンドル

オープンなステップ・スルー・ 
デザイン

ラップアラウンド式シート調節

サイド・グリップ 
（心拍数センサー付き）

製品番号 70T：	PH-CRCT
50L：	PH-CRCL

寸法（長×幅×高） 106	cm	×	61	cm	×	151	cm
マシン重量 79	kg
抵抗レンジ 20	～	900	ワット
負荷レベル 26	レベル	（0	-	25）

ペダルサイズ 12.7	cm	×	14	cm
最大許容使用者体重 181	kg

製品番号 70T：	PH-CRRT
50L：	PH-CRRL

寸法（長×幅×高） 170	cm	×	66	cm	×	121	cm
マシン重量 82	kg
抵抗レンジ 20	～	900	ワット
負荷レベル 26	レベル	（0	-	25）

ペダルサイズ 12.7	cm	×	14	cm
最大ユーザー体重 181	kg

70T コンソール 50L コンソール

R シリーズ・コンソール・オプション
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ARC TRAINERSアーク・トレーナー
運動科学に裏打ちされた優れた効率と効果を誇る、人気の高い反復運動カーディオ・ユニットです。3つの機械が1つ
になりました。低い傾斜レベルでは、クロスカントリー・スキーヤーのような滑らかな動きをします。中レベルでは	
エリプティカル・トレーナーのように、高レベルではクライマーのように機能します。アーク・トレーナーは、ウォー	
キングよりも膝に負担がかからず、また、一般的なレベルのユーザーや、手応えのあるHIITワークアウトを求めるユー
ザー、その中間のレベルのユーザーなど、あらゆるレベルのユーザーに最適です。
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R	Series
Rシリーズ・アーク・トレーナーの2つのオプションは、	
異なる運動目的を持つすべてのユーザーに適しています。
トータルボディ・アーク・トレーナーは、可動アームの湾
曲したマルチグリップ・ハンドルにより、あらゆるユー
ザーによる多彩なワークアウトに対応します。
ロアボディ用モデルは、ストレングスとパワーを重点的に	
強化したいユーザーの要望に応えて、固定式ブルホーン
を備えています。両方とも、一般的なレベルのユーザー、
手応えのあるHIITワークアウトを求めるユーザーや	
その中間のレベルのユーザーなど、あらゆるレベルの
ユーザーに最適です。

膝の負担
アーク・トレーナーの動きにより、ウォーキングよりも	
膝に負担がかからないエクササイズが可能です。この	
動きは、Cybex	リサーチ・インスティチュートが開発し
たものです。これによって、アーク・トレーナーは幅広い
ユーザーを惹きつけ続けています。ユーザーは、膝に負
担をかけずに、高レベルのワークアウトを行うことがで
きます。

汎用性
膝にかかる負担が少ないため、アーク・トレーナーは	
リハビリ機器としても使用できます。開始時の負荷が	
少ないため、筋力が低下しているユーザー、エクササイズ
に不慣れなユーザーに最適なロー・インパクトな装置	
です。傾斜レベルを高くすれば、膝に負担をかけずに、	
階段を上る動きを再現できます。また、大きいワット	
出力が可能のため、より高度なワークアウトを求める	
アスリートにも使用できます。

製品番号 70T：	PH-CRATM
50L：	PH-CRATF

寸法（長×幅×高） 194	cm	×	92	cm	×	159	cm
マシン重量 187	kg
負荷レベル 21	レベル（0	-	20）
抵抗レンジ 0	-	900	ワット

ストライド幅 60	cm
最大許容使用者体重 180	kg

トータルボディ・ 
アーク・トレーナー

21 段階の傾斜レベルで、 
さまざまな筋肉群を 

鍛えることが可能

ストライド長 60cm

可動アームの湾曲した 
マルチグリップ・ハンドル

固定式ハンドル

ロアボディ・ 
アーク・トレーナー

製品番号 70T：	PH-CRALM
50L：	PH-CRALF

寸法（長×幅×高） 194	cm	×	92	cm	×	159	cm
マシン重量 187	kg
負荷レベル 21	レベル（0	-	20）
抵抗レンジ 0	-	900	ワット

ストライド幅 60	cm
最大許容使用者体重 180	kg

70T コンソール 50L コンソール

R シリーズ・コンソール・オプション

11



GROUP TRAININGグループ・トレーニング
カーディオを、ファンクショナル・トレーニング、ストレングス・トレーニング、その他のグループ・プログラムと組み	
合わせて、少人数の効果的なグループ・トレーニングを実施することができます。SPARC（スパーク）トレーナーとプレ
ミアム・ローイング・マシンのハイドロ・ローワー・プロは、高強度トレーニングで使用できる2種類のロー・インパクト・
カーディオです。
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SPARC
脂肪燃焼から筋肉の増強、筋力やパワー、
新陳代謝のアップまで、あらゆるトレー
ニングを1台で実現。人間工学的にデザ
インされたSPARC（スパーク）なら、安
全かつゼロインパクトでワークアウトを
行えます。傾斜レベルと強度を選ぶだけ
で、すぐにエクササイズをスタートでき
る直感的なデザインが特徴で、短期間で
の目標達成を可能にします。

製品番号 50A1
寸法（長×幅×高） 180	cm	×	88	cm	×	154	cm

マシン重量 129	kg
傾斜設定 0	％,	6	％,	12	％

ストライド幅 61	cm
最大許容使用者体重 182	kg

さまざまな強度レベルの動作に対応した 
マルチ・ハンド・ポジション

膝の負担を軽減しつつ高強度な 
ワークアウトを実現する、 

ロー・インパクトな円弧軌道

3 段階の傾斜レベルで、 
さまざまな筋肉群を 

鍛えることが可能

トレーニング・ゾーンやグループ・レッスンをパワー・アップ：
SPARCを1台プラスするだけで、機能トレーニングやサスペンション・トレーニングの
幅が大きく広がります。サーキット・トレーニングやクロス・トレーニングなど、各種	
グループレッスンの内容充実にもお勧めです。

高まる HIIT の需要：
2018年にACSMが世界各地で実施した調査では、HIIT（高強度インターバル・トレー	
ニング）がフィットネストレンドの上位にランクインしています。

低負荷、着地の衝撃がない優れた効果を発揮：
特許取得された円弧軌道は、膝関節への負担を軽減するよう人間工学に基づきデザインさ
れています。主観的運動強度が軽減されるため、意欲が高まります。

ハイ・スピード＆パワー・ラン：
SPARCではスプリント式のメカニズムにより、着地の衝撃がないパワーランを実現します。
他のレジスタンス・カーディオ・マシンとは一線を画しています。

メリット

■	複雑な操作は不要。直感的な設定とデザインで、簡単に調節・使用できます。
■	手動式の傾斜レベルは、鍛えたい筋肉群に応じて3つのポジションから選べます。
■	マルチ・ハンド・ポジションにより、さまざまな体格に対応します。
■	追加負荷メカニズムが高強度トレーニングにも対応します。
■	サーキットとインターバル2つの動作モード：

サーキット・モード
通常は1分未満で、強度が高く素早い動作を行います。

インターバル・モード
サーキットよりもワークアウト時間が長く、間に休憩を挟みながら、自分の設定した強度
でワークアウトを行います。

機能・特徴
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製品番号 ROW-01CY
寸法（長×幅×高） 215	cm	×	52cm	×	76	cm

マシン重量（水を含む） 55	kg	（61.2	kg）
負荷レベル 1	～	4	段階まで調整可能

シートの高さ 49	cm
最大許容使用者体重 150	kg

コンソール表示
時間、距離、500	m	所要時間、	
毎分ストローク数、カロリー	/	時、	
ワット数、心拍数＊

＊別途POLARのチェスト・ストラップ型心拍計の購入が必要

Hydro	
Rower	Pro
Cybex	ハイドロ・ローワー・プロにより、	
ロー・インパクトのトータル・ボディ・	
ワークアウトでの効果が促進されます。
可変流体抵抗テクノロジーを使用し、	
流体力学の仕組みを応用して全身エルゴ
メーターの運動機能を高めています。
可変流体抵抗テクノロジーにより、あらゆ
るレベルのエクササイズを瞬時に把握し、
スムーズなストロークを可能にします。	
水動力学および流体力学を利用し、水上	
での自然な漕ぎ方を完全に再現できます。

人間工学に基づくハンドル・バーのデザイン

デュアル・レールにより 
安定した動作が実現

素早く簡単に留め外しできる 
フット・ストラップ
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当社ビジネスパートナーに	
対する強力なサポート
ライフ・フィットネスはお客様のパートナーとなり、フィットネス・ビジネスが成功するよう支援します。当社の
ソリューションは、ジムエリアのプランニング・デザインから、ブランド戦略、マーケティング・サポート、スタッ
フのトレーニング、メンバーとのコミュニケーションなどのあらゆる面に対応しており、施設メンバーの拡大を
支援します。

Cybexのマシン導入や当社と連携することで、既存のスペースを非凡な
フィットネス施設に変えることができます。また、充実したマーケティン
グ資料も用意しておりますので、ぜひご利用していただき施設の認知度
を高め、メンバーのロイヤリティを構築しましょう。

Cybexのマシンを最高の性能に維持させ長くメンバーに愛用されるよ
う当社のカスタマー・サービス・チームがお手伝いします。メンバーはマ
シンを信頼し長く利用することによって、お客様のビジネスも一層発展
できるよう支援します。
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