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H i s t o r y

世界中すべての人々に、健康的で活動的な人生を。

ライフ・フィットネスは50年以上にわたり、人々がアクティブで健康な生活を送るための

フィットネス・ソリューションを創造してきました。

フィットネスはここ数十年で劇的な変化を遂げています。

私たちは時代とともに進化し、すべての人々の活動的な人生をサポートします。
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世界初のコンピューター制御による
エクササイズ・バイク 「ライフサイクル」
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ライフ・フィットネスのショールームにて、　
実際のトレーニング・マシンをご覧いただけます。
ぜひご利用ください。
※詳しくはホームページをご覧ください。事前にお電話でのご予約が
必要です。展示のマシンは一部のため、ご覧になりたい製品の有無を
ご確認ください。
ご予約・お問い合わせは 01 2 0 - 1 1 0 - 9 5 0

S how r oo m

※ショールーム設備は予告なく変更となる事があります。東京ショールーム 大阪ショールーム

ライフ・フィットネスが提供する家庭用エクササイズ・マシンは、

最上級のフィットネス・クラブや体育施設で使用される  

信頼性と効果に優れたライフ・フィットネスのマシンをもとにつくられています。

ご自宅でのフィットネスの目標達成に、不可欠なツールです。

Ho me  F i t n e s s



CONSOLE DESIGN

目的に応じてコンソールが選択可能です。

すべてのトレッドミルに、フレックス・デッキ衝撃吸収システムを搭載。
走行性の衝撃を吸収し負担を軽減して、あらゆるレベルの
ユーザーに適した効果的なワークアウトを実現します。

走行時の衝撃を吸収し、負担を軽減するフレックス・デッキ衝撃吸収システムを搭載。

走行面の硬さを、お好みに合わせて3段階に設定できるなど、

ユーザーに合わせたワークアウト・プログラムのカスタマイズも可能です。

GOコンソール

トラック・コネクト  ¥ 704,000 （本体価格 ¥640,000）
GOコンソール ¥ 649,000 （本体価格 ¥590,000） 

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
速度

204×81×150cm
154kg
181kg
0.8 -19 km/時

有効走行面
傾斜率
電源 ※15A 昇圧トランス 標準装備（専用電源推奨）

153×56cm
0 -15％

120V(50/60Hz)

トラック・コネクト

T5TREADMILL

設置イメージ
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堅さ調整が可能な走行面

TREADMILLS



GOコンソールトラック・コネクト

最高品質のパーツだけを使用し、抜群の耐久性を実現。

ワークアウトの快適性にもこだわりました。

コンパクトに折りたためるため、狭いスペースにも収納できます。

トラック・コネクト ¥ 638,000 （本体価格 ¥580,000） 
GOコンソール¥583,000 （本体価格 ¥530,000）       

ライフ・フィットネスならではの高機能で、無理なくワークアウトができる 

初めての方におすすめのエントリータイプ。

耐久性や快適さを損なうことなく、折りたたんで収納することができます。

F1 SMART専用コンソール  ¥495,000 （本体価格 ¥450,000）

F1 SMART
TREADMILL

F3
TREADMILL
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設置イメージ 折り畳んでコンパクトに収納が可能 設置イメージ 折り畳んでコンパクトに収納が可能

サイズ 長×幅×高
収納時 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
速度
有効走行面
傾斜率
電源※15A 昇圧トランス 標準装備（専用電源推奨）

199×88×149cm
86×88×193cm
120kg
159kg
0.8 -16km/時
140×51cm
0 -12％
120V(50/60Hz)

サイズ 長×幅×高
収納時 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
速度
有効走行面
傾斜率
電源※15A 昇圧トランス 標準装備（専用電源推奨）

196×86×150cm
89×86×191cm
117kg
136 kg
0.8 -16km/時
140×51cm
0 -12％
120V(50/60Hz)

CONSOLE DESIGN

F1 SMART専用コンソール

CONSOLE DESIGN

目的に応じてコンソールが
変更可能です。



多目的に使用できるので、家庭でのワークアウトが常に新鮮で魅力的なものになり、

フィットネスの目標達成に役立ちます。ボタンでストライドの幅が調整でき、

マルチ・グリップ・ハンドルで複数のエクササイズ動作が可能です。

E5ELL I PTI CAL CROSS-TRAI NER
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CONSOLE DESIGN

目的に応じてコンソールが変更可能です。

トラック・コネクト 
¥ 770,000 （本体価格 ¥700,000）

設置イメージ スライド幅は自動調節が可能

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
スライド幅
電源

213×86×168cm
114kg
181kg
46- 61cm
100V(50/60Hz)5A 

科学的視点から生まれた、スムーズで心地よい動きと静かな動作音が特長。
飽きずに楽しめる機能性の高さもエリプティカル・クロス・トレーナーの魅力です。

ELLIPTICAL CROSS-TRAINER

トラック・コネクト



負荷調整機能付きマルチ・グリップ・ハンドル、

快適なクッション付きペダルなど、家庭でのワークアウトの

モチベーションを高める多彩な機能を搭載。

コーチ・ゾーンによってさまざまな筋肉群のトレーニングを容易に行えます。

トラック・コネクト 
¥ 550,000 （本体価格 ¥500,000）　　

トラック・コネクト ¥ 418,000 （本体価格 ¥380,000）
GOコンソール ¥ 385,000 （本体価格 ¥350,000）       

標準的なハンド・グリップを装備。

滑らかで自然な動きが効果的なカーディオ・ワークアウトを実現。

あらゆるエクササイズのためのプログラムが用意されています。E1
ELL I PTI CAL CROSS-TRAI NER

E3
ELL I PTI CAL CROSS-TRAI NER

設置イメージ 乗降が楽な低ポジション設計のペダル

設置イメージ 手を離さなくても負荷調整が可能
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GOコンソールトラック・コネクト

CONSOLE DESIGN

目的に応じてコンソールが変更可能です。

トラック・コネクト

CONSOLE DESIGN

目的に応じてコンソールが変更可能です。

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
スライド幅
電源

208×86×155cm
101kg
181kg
51cm
100V(50/60Hz)5A 

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
スライド幅
電源

208×76×150cm
96kg
181kg
51cm
100V(50/60Hz)5A ※
※GOコンソールは電源不要



ご家庭での設置に配慮した高級感のあるデザインはそのままに、

ストライド幅の調整可能なFS4の上位モデルです。

より高度なカスタマイズ機能で、さらに快適なエクササイズを実現します。

ご家庭のインテリアとも調和する、コンパクトで高級感のあるデザインと、

３つのエクササイズが楽しめる高機能が融合した革新的モデル。

多様なユーザーの体型にもしっかり適応します。FS4
ELL I PTI CAL CROSS-TRAI NER

FS6
ELL I PTI CAL CROSS-TRAI NER

13 14

設置イメージ QuickGrip™ エルゴノミクス・ハンドル

チタニウム（写真） 
￥834,900 （本体価格 ¥759,000）
ダーク・ウォルナット 
￥863,500 （本体価格 ¥785,000）

チタニウム

選べる本体カラー

ダーク・ウォルナット

CONSOLE DESIGN

FSシリーズ専用コンソール

チタニウム

選べる本体カラー

ダーク・ウォルナット

CONSOLE DESIGN

FSシリーズ専用コンソール

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
スライド幅
電源

128（180※）×81×164cm
159 kg
181kg
46 - 66 cm
外部電源使用 （主な電圧に対応）

※ステップが最大稼働した時の長さ※ ステップが最大稼働した時の長さ

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
スライド幅
電源

128（180※）×81×164cm
159 kg
181kg
56cm
外部電源使用 （主な電圧に対応）

チタニウム 　　　　 　　　
￥621,500 （本体価格 ¥565,000）  
ダーク・ウォルナット（写真） 
 ￥650,100 （本体価格 ¥591,000）

設置イメージ 自然な動作軌道を描く大きなペダル



ロード・サイクリング、トライアスロンなど
アスレチック・パフォーマンス・トレーニングの
動きからヒントを得た I CGのインドア・サイクル。
現代的なデザインと、最新かつ幅広い機能を兼備しています。

IC8 
¥ 704,000 （本体価格 ¥640,000）

ドロップハンドル、フード、タイムトライ
アル型の腕置きが備わった
「プロ・パフォーマンス・バー」

ペダリング技術を視覚的に表現する
IC8だけの機能「レッグ・パワー・ビュー」

測定速度+/-1％を実現した
「ダイレクト・パワー・メーター」

あらゆるサイクリストとアスリートに向けたインドア・パワー・トレーナー。

詳細かつ正確性の高いパフォーマンス・データが得られます。

乗りごたえと操作性を兼ね備えた高性能インドア・トレーニング・バイクです。

IC8INDOOR CYCLE
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CONSOLE DESIGN

WATTRATE® TFTコンピューター2.0

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
シート調節
電源

144×52×103cm
54kg
150kg
スライド式
セルフパワー（外部電源不要） 

INDOOR CYCLING



CONSOLE DESIGN

WATTRATE® TFT
コンピューター2.0
操作性と互換性が向上
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スムーズなペダル・ストロークと精度の高いパワー測定技術。

質の高いパフォーマンスを求めるユーザーのために、

充実したトレーニングを実現します。

MyRide Personal(オプション)
映像を観ながらトレーニングが可能

IC7 ¥ 605,000 （本体価格 ¥550,000）
IC6 ¥ 528,000 （本体価格 ¥480,000）
IC5 ¥ 473,000 （本体価格 ¥430,000）　　
IC4 ¥ 341,000 （本体価格 ¥310,000）
MyRide Personal 
      ¥ 275,000 （本体価格 ¥250,000）

IC7
INDOOR CYCLE

電源不要で設置場所を選ばない
「セルフパワー方式」

高回転を実現する
「2段階式ドライブ・トレーン」
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サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
シート調節
電源

132×52×102cm
54kg
150kg
スライド式
セルフパワー（外部電源不要） 

LIFECYCLE  EXERCISE  BIKES
フィットネス・クラブやジムなどで人気のエクササイズ・バイクの
ホームユース版。快適性を高めた設計で、
日々のエクササイズのモチベーションを高めます。



CONSOLE DESIGN

目的に応じてコンソールが
変更可能です。

CONSOLE DESIGN

目的に応じてコンソールが
変更可能です。
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設置イメージ

腰への負担が少ない背もたれ付きタイプ。

体力に自信のない方も、ご家庭でのワークアウトに安心してお使いいただける

ライフサイクル・リカンベント・バイクです。RS3
LIFECYCLE EXERCISE BIKE

トラック・コネクト ¥ 462,000 （本体価格 ¥420,000）
GOコンソール ¥ 407,000 （本体価格 ¥370,000） 

トラック・コネクト GOコンソール

自分のためのワークアウト・プログラムを自身で作成できるため、

あらゆるレベルのユーザーに対応可能。

ご家庭でのワークアウトにおすすめのタイプです。 C3

トラック・コネクト ¥ 385,000 （本体価格 ¥350,000）
GOコンソール ¥ 330,000 （本体価格 ¥300,000）

LIFECYCLE EXERCISE BIKE

トラック・コネクト GOコンソール

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
シート調節
電源

164×68×131cm
70kg
181kg
13段階
セルフパワー

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
シート調節
電源

114×69×142cm
53 kg
181kg
14段階
セルフパワー



タブレットやスマートフォンなどのデバイスと、インタラクティブに接続することで、
エンターテインメントに溢れた魅力的なワークアウトを実現。
ご家庭でのエクササイズのモチベーションを高めます。

Console Design

B l u e t o o t h接続で、様々なフィットネス・アプリや

ウェアラブル端末と、ワイヤレスで

同期が可能です。また、タッチ・パネルの採用で、

より直感的な操作性を楽しめます。

TRACK  CONNECT
トラック・コネクト

モチベーションを高めるバラエティーに

富んだプログラムを搭載。

2名分のカスタム・ワークアウトが保存できます。

GO CONSOLE
ゴー・コンソール
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独自の流体力学テクノロジーに基づいた、なめらかで自然な操作感覚。

ロウ・インパクトの全身運動は、ご家族全員でお使いいただけます。

ストレージ・スタンド※を使うと縦置き可能、収納スペースをとりません。

ROW HXGX SERIES

ロウGXトレーナー 
¥ 363,000 （本体価格 ¥330,000）

流体力学テクノロジーによる16段階の負荷システムを搭載。

適度な負荷で効率の良いワークアウトが行えます。

本体を立てて片付けることができるので、収納時に場所をとりません。

ROW GXGX SERIES

スポーツ・クラブのマシンと変わらないクオリティを、ご家庭で。
人間工学や流体力学など、先進のテクノロジーがいきています。

GX SERIES
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コンソール・デザイン設置イメージ 簡単なレバー操作で
16段階の負荷調整

大きな数値表示の
コンソール

なめらかで自然な
操作感覚

ダイヤルを回すだけ
4段階負荷調整

ロウHXトレーナー 
¥ 253,000 （本体価格 ¥230,000）　
※ストレージ・スタンド 
¥47,300 （本体価格   ¥43,000）

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
電源

195×80×100cm
54.4kg （注水後： 61.2 kg）
150kg
不要（単3電池2個付属）

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
電源

213×52×56cm
32.2 kg （注水後： ４９kg）
150 kg
不要（単3電池2個付属）



インターネットやテレビ、楽しいフィットネス・アプリがあれば、

長距離を歩いたり走ったりすることが、もっと楽しくなるでしょう。

そのすべてが利用できる、エンターテインメント機能の高いシリーズです。

PLATINUM CLUB 
SERIES
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最先端技術を駆使して完成した、究極ともいえる家庭用マシン。

指先で簡単に操作が行える負荷調整機能を搭載し、

ペダル・ストラップなど、各種設定も簡単に行えます。

PCSCE アップライト・ライフサイクル・
エクササイズ・バイク
¥1,325,500 （本体価格 ¥1,205,000）

家庭で行うフィットネスの概念を大きく変えるマシン。

最先端のテクノロジーと使いやすい設計を同時に実現しました。

多彩なオプションも充実し、日々のモチベーションを高めます。

PCSTE  トレッドミル 
¥ 2,054,800 （本体価格 ¥1,868,000）

PCSTE

設置イメージ LifespringTM衝撃吸収システム 多段階の調節で快適な乗り心地を実現

PLATINUM CLUB SERIES

PCSCE
PLATINUM CLUB SERIES
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ご使用頂く場合は、必ず100VAC , 
20Aの専用電源に接続してください。　 

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
速度
有効走行面
傾斜率
電源

203×94×158cm
201kg
181kg
0.8 -19km/時
152×55cm
0 -15% 

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
電源

110×53×151cm
79 kg
181kg
100V～240V 5A(50/60Hz) 



CONSOLE DESIGN

21インチ※の大型タッチ・スクリーン。内蔵型テレビ、インター
ネット接続、ライフスケープ™、LFコネクト™をはじめ、
iPhone®やANDROID™のアプリとも連動。豊富なエンター
テインメント・オプションを搭載しています。

※トレッドミルの場合（その他の機種は16インチ）。ご使用には、インター
ネットへの接続が必要です。

疲れにくい背もたれ付きシートなので、

長い時間でも、無理なくトレーニングを続けることができます。

シンプル操作の負荷調整機能も搭載し、

充実したフィットネス体験へと導きます。

PCSRE リカンベント・ライフサイクル・エクササイズ・バイク
¥1,394,800 （本体価格 ¥1,268,000）

エンターテインメント性の高いプレミアム・コンソールを標準

装備。最高峰のフィットネス体験をご家庭でも。

PCSRE
PLATINUM CLUB SERIES
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ランソーシャル（トレッドミルのみ）
ライドソーシャル（バイクのみ）

大型のタッチスクリーン TVをはじめ多彩なエンターテイメント 豊富なワークアウトプログラム

Discover SE3HD ディスカバーSE3HDコンソール

乗り降りが簡単な設計

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
電源

165×69×135 cm
97 kg
181kg
100V～240V 5A(50/60Hz) 



HOME GYM
ケーブル・モーションを利用したホーム・ジム。

ご家庭でのワークアウト・ルーティンが無限に膨らみ、

チャレンジに満ちたストレングス・トレーニングは格別の時間となるでしょう。
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G7
GYM SYSTEM

調節可能なプーリーが２つあり、ご家庭でのエクササイズは、ほぼ無限。

平衡感覚と安定性、パワーを養うケーブル・モーションを採用しています。

付属のビデオ・ガイダンスとエクササイズ・ガイドで、

初めてでも簡単に操作できます。

G7 ¥ 704,000 （本体価格 ¥640,000）

本体サイズ 長×幅×高
ベンチ・サイズ
本体+ベンチ・オプション設置時
本体重量
ベンチ重量
ウエイト・スタック

123×177×211cm
134×54×42cm
174×177×211cm
326 kg
35 kg
73kg×2

付属品/エルゴノミック・ハンドル(3種)、フット・ストラップ、
サイ・ストラップ、ストレート・バー、エクササイズ・ボール、
トレーニングDVD(英語版)、エクササイズ・マニュアル

G7用 オプション・ベンチ 
¥ 117,700 （本体価格 ¥107,000）

軌道を固定したケーブル・モーション・マシンです。

ピボット・ペック/リバーズ・アーム、ミッド・プーリーなど 

充実の機能で多様なエクササイズが可能。

オプションが充実しているので、日々のモチベーションが大きくアップします。

G5 ¥ 627,000 （本体価格 ¥570,000）

ワークアウト・イメージ ベンチは取り外し可能

G5
GYM SYSTEM

サイズ 長×幅×高
本体重量
ウエイト・スタック

226×137×210cm
262kg
73 kg

付属品/マルチ・ポジション・ベンチ、
トラディショナル・ハンドル・アダプター・バー＆グリップ、
エルゴノミック・ハンドル(3種)、フット・ストラップ、サイ・ストラップ、
トレーニングDVD(英語版)
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 「トレーニング・ルームを作りたくて、ライフ・フィットネスのジム・システムを導入。
 自宅の内装にもマッチする、高いデザイン性にも満足しています。」 T様邸

「トレーニングをしたいのに、忙しくてジムへ通えない。
 だからこそ、いつでもトレーニングできる理想の環境を自宅につくりました。」 F様邸

導入事例GYM SYSTEM



LFコネクト　
www.LFCONNECT.com
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ご家庭でのトレーニングを快適にする、各種アクセサリーを豊富に取り揃えています。

ACCESSORIES
スマートフォン・アプリをインストールすれば、さらに機能的なワークアウトが実現します。

APPLICATION

スタビリティー・ボール 
55cm／レッド      
¥8,800 （本体価格  ¥8,000）
65cm／ブルー　 
¥9,900 （本体価格  ¥9,000）
75cm／グレー   
¥11,000 （本体価格 ¥10,000）

トレッドミル専用マット　グレー　
サイズ 長×幅 : 280×122cm　¥12,100 （本体価格 ¥11,000）

スタジオ・ダンベル 
1kg／ウレタン／イエロー　¥3,630 （本体価格 ¥3,300）
2kg／ウレタン／グリーン　¥4,620 （本体価格 ¥4,200）
3kg／ウレタン／オレンジ　¥6,930 （本体価格 ¥6,300）
4kg／ウレタン／レッド　  　¥8,030 （本体価格 ¥7,300）
5kg／ウレタン／ブルー   ¥10,450 （本体価格 ¥9,500）
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フォーム・ローラー
ロング／ソフト／ブルー　サイズ 長×幅 : 915×150mm
¥13,200 （本体価格 ¥12,000）
ショート／ハード／グリーン　サイズ 長×幅 : 460×140mm
¥ 12,100 （本体価格 ¥11,000）

ヨガ・マット 　
ブラック　
サイズ 長×幅×厚 : 
1830×610×4mm
¥8,800 （本体価格 ¥8,000）

A p p l e ®、A N D R O I D™対応、ワークアウト管 理アプリ

「 LFコネクト」を、ライフ・フィットネスの各種機器と連動させ

ることで、毎日のフィットネス体験がさらに充実したものに

なります。


