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ライフ・フィットネスのミッション。

最適な1台が見つかる、カーディオ・シリーズ。

ライフ・フィットネスは50年間にわたり、フィットネス・ソリューションを作り出すことに取り組んで

きました。

私たちが目指すものは、あらゆる人がエクササイズできる環境をつくり、人々がアクティブで健康な

生活を送るためのソリューションを提供していくことです。

ライフ・フィットネスのカーディオ・エクササイズ・マシンには幅広い選択肢があり、年齢、能力、身体

レベルを問わず様々なニーズにこたえることの出来るラインアップになっています。

マシンはいずれも人間工学と生体力学の研究結果に基づいた設計により、快適で効率の高い

トレーニングを実現します。

操作が極めてシンプルなアクティベート・シリーズから、目的に合わせてコンソールが選択できる

インテグリティ・シリーズ、エンターテイメント性も高く充実した機能のエレベーション・シリーズの

他、スモール・グループ・トレーニングにも適したGXシリーズまでライフ・フィットネスのカーディオ・

エクササイズ・マシンは、最高の品質と性能を備えています。

 ELEVATION  INTEGRITY
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POWERMILL CLIMBER
ARC TRAINER CONSOLE OPTIONS



TREADMILL
トレッドミル

ELLIPTICAL 
CROSS-TRAINER
エリプティカル・クロストレーナー

LIFECYCLE
UPRIGHT 
EXERCISE BIKE
ライフサイクル・アップライト
エクササイズ・バイク

LIFECYCLE
RECUMBENT 
EXERCISE BIKE
ライフサイクル・リカンベント
エクササイズ・バイク

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
走行面までの高さ
モーター出力
電源（専用電源）：100V20A / 200V10A

203×94×158cm
201kg
181kg
0.8-23km/時
152×55cm
0-15％
25cm
4-HP（Max 8-HP）

E95TSE3HD

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
負荷レベル
電源 ： 100V3A

111×53×151cm
80kg
181kg
26段階

E95CSE3HD
サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
負荷レベル
電源 ： 100V3A

165×69×135cm
97kg
181kg
26段階

E95RSE3HD

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
ストライド幅（最長）
負荷レベル
電源 ： 100V3A

224×78×165cm
205kg
181kg
51cm
26段階

E95XSE3HD

※写真は実際とは異なる場合がございます。

デジタル・テクノロジーには直観的な操作性が求められます。

ディスカバーSE3 HDでは、あらゆる操作を指先で行うため、ワークアウト中でも簡単に

操作できます。運動記録や進捗状況の表示、エンターテイメント機能など、フィットネス

施設に求められる要素を基準としてディスカバーSE3 HDコンソールは開発されました。

フィットネス施設に求められる要素を基準に
開発されたディスカバーSE3 HDコンソール

フレックスデッキ®衝撃吸収システム
特許フレックスデッキ®衝撃吸収システムにより、走行中に

発生する筋肉や関節への衝撃を、衝撃吸収効果のない地

面を走行する場合と比較して約30%軽減します。耐久性が

極めて高い8つのライフスプリング™衝撃吸収システムが、

快適な走行感をもたらします。

膝への負担を軽減
運動工学の研究に基づく「ニー・オーバー・ペダル・スピンドル

（KOPS）」の考え方を採用。膝への負担を軽減しながら、ロード

バイクの感覚を再現します。

ステップスルー・デザイン
ステップスルー方式のデザインは、乗り降りを楽にし、高齢者

でも安心して使用できます。また、しっかりと身体を支える

コンフォート・カーブ・プラスTMシートは、リラックスした走行

姿勢を可能にします。

自然で流れるような動き
人間工学研究により、自然で流れるような動きを実現し、

ランニングやウォーキングのフォームを再現します。独自の

クワイエット・ドライブTMテクノロジーにより、静かなワーク

アウト環境を提供します。

FLEXSTRIDER 
TRAINER
フレックスストライダー・トレーナー

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
ストライド幅（最大）
負荷レベル
有効設置面 長×幅×高
電源 ： 100V3A

164×80×172cm
256kg
181kg
91cm
26段階
264×86×172cm

E95FSE3HD

自由なストライド
可変式で楕円型の軌道は、ストライド幅（最大91cm）を気に

せずにワーク・アウトが楽しめます。また、低い走行面と大型

のノンスリップ・ペダルにより、足元を気にすることなくワー

クアウトに集中できます。

有効設置面は後方フロア・
マットとプラスチック・フロン
ト・カバーを含むサイズ

エレベーション・シリーズのボディーは、洗練されたスタイリングと高い耐久性を兼ね備えています。

そこに搭載されるディスカバーSE3 HDコンソールは、フルハイビジョン・ディスプレイを採用し、最新のエンターテイメントを提供します。

エレベーション・シリーズのボディーとディスカバーSE3HDコンソールは、世界中のフィットネス・クラブで利用されています。

ハイエンドなカーディオ・マシン、
エレベーション・シリーズ・ディスカバーSE3 HD

ELEVATION SERIES DISCOVER SE3 HD

エレベーション・シリーズの本体カラー・バリエーション

ダイヤモンド・ホワイト
（オプション＊＊）

アークティック・シルバー
（スタンダード）

ブラック・オニキス
（オプション＊＊）

チタニウム・ストーム
（オプション＊＊）

＊＊オプション・カラーは別途料金がかかります。バイク、クロストレーナー、フレックスストライダー

　　も同じカラーからお選びいただけます。

高画質な映像が楽しめるフル・ハイビジョン
のタッチ・スクリーン

傾斜や速度をカスタマイズ可能なHIIT
（高強度インターバル・トレーニング）用の
Performance Run 画面

世界中の景勝地を巡るインタラクティブな
Lifescapeや、仲間と一緒にワークアウトが
できるRunSocialとRideSocial

Apple Watchとコンソールを簡単に接続し、
心拍数、距離、速度などの運動データを
シームレスに同期

DISCOVER SE3 HD CONSOLE

＊インターネット接続、Haloフィットネス・クラウドまたはLFconnectアプリへの登録が必要です。

スクリーン
高画質1080ｐのタッチ・スクリーン

21インチ（トレッドミル以外は16インチ）

ＴＶ 内蔵型、 高画質1080ｐ対応

エンターテイメント・アプリ Netflix、Spotify、YouTube、インターネット・ブラウジングなど*

Bluetooth接続デバイス Apple Watch、イヤホン、チェスト・ストラップ式心拍計など

ワークアウト

Lifescape

RunSocial(トレッドミル専用)、RideSocial(バイク専用)

カスタム・ワークアウト作成可能*

Performance Run 画面*

Haloフィットネス・クラウド
日常業務の効率化と会員との有意義なコミュニケーションを実現させるために、

さまざまなツールを施設に提供できるデジタル・テクノロジー。初期画面やイン

ターネット・ブラウザー、マシン設定のカスタマイズが可能*

LFconnectアプリ
QRコードやNFCによる簡単ログイン

ワークアウトのトラッキングやカスタム・ワークアウトの作成が可能*

 ELEVATION



TREADMILLS

LIFECYCLE EXERCISE BIKES
ライフサイクル・エクササイズ・バイク

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
走行面までの高さ
ハンドレールの長さ
モーター出力
電源（専用電源）：100V20A / 200V10A
DX3TM ベルト＆デッキシステム
サービス・ウィール（オプション）

209×92×142cm
197kg
181kg
0.8-22.5km/時
152×56cm
0-15％
20cm
61cm
4-HP（Max 8-HP）

PH-INTDST
INTDX

PH-INCDST
INCDX

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
走行面までの高さ
ハンドレールの長さ
モーター出力
電源（専用電源）：100V20A / 200V10A
DX3TM ベルト＆デッキシステム
サービス・ウィール（オプション）

209×92×142cm
193kg
181kg
0.8-22.5km/時
152×56cm
0-15％
20cm
41cm
4-HP（Max 8-HP）

INTSC

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
負荷レベル
電源 ： DST／100V3A
DX／セルフパワー（外部電源オプション）
ワイド・ペダル

105×62×138cm
49kg
181kg
25段階

ELLIPTICAL CROSS-TRAINERS
エリプティカル・クロス・トレーナー

PH-INRDST
INRDX

TREADMILLS
トレッドミル

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
負荷レベル
電源 ： セルフパワー（外部電源オプション）
ワイド・ペダル

105×62×138cm
49kg
181kg
25段階

サイズ 長×幅×高
動的長さ
本体重量
最大許容使用者重量
ストライド幅（最長）
負荷レベル
電源 ： セルフパワー（外部電源オプション）
フレックス・フォーム・ペダルTM

218×75×161cm
222cm
135kg
181kg
51cm
25段階

サイズ 長×幅×高
動的長さ
本体重量
最大許容使用者重量
ストライド幅（最長）
負荷レベル
電源 ： DST／100V3A
DX／セルフパワー（外部電源オプション）
フレックス・フォーム・ペダルTM

218×73×163cm
222cm
137kg
181kg
51cm
25段階

INXSC

※写真はイメージで実際とは異なる場合がございます。

INCSC

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
負荷レベル
電源 ： DST／100V3A
DX／セルフパワー（外部電源オプション）
ワイド・ペダル

179×66×131cm
98kg
181kg
25段階                

PH-INXDST
INXDX

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
負荷レベル
電源 ： セルフパワー（外部電源オプション）
ワイド・ペダル

179×66×131cm
96kg
181kg
25段階

INRSC

シンプル、しなやか、現代的なデザイン、そして扱いやすいコンソール。
信頼性はそのままに、インテグリティ・シリーズは生まれ変わりました。

DST、DXとSC、3種類のインテグリティ。

本体フレーム・カラー・バリエーション
移動用のサービス・ウィール（オプション）

コンソールの特徴

*21インチはトレッドミル、16インチはトレッドミル以外。　**WEBブラウザによる閲覧、視聴はできません。 LF connect アプリのログインと施設管理に使用（Cコンソールは施設管理のみ）。

スタンダード・カラー／ダイヤモンド・ホワイト、ブラック・オニキス、チタニウム・ストーム
オプション・カラー／アークティック・シルバー（別途料金がかかります）

スクリーン表示方式 LCDタッチ・スクリーン高画質（1080p）タッチ・スクリーン

外付けオプション内蔵TVTV

WiFi接続** ●●

NFC ●●

Bluetooth® ●●

ST コンソール X コンソール

内蔵TVを備えた21インチ*と16インチ*の高画質
タッチ・スクリーン。初期画面のカスタマイズと
TVチャンネルの設定が可能。

7インチのタッチ・スクリーン。頻繁に使用する
クイック・スタートや速度、傾斜などはボタン調
節のため直感的に操作が可能。

LED

外付けオプション

●

ー

ボディー＋コンソール DXDST SC

ー

C コンソール

大きなLEDとシンプルなディスプレイ。簡単に
エクササイズを始められるシンプルなインター
フェイス。

INTDX

PH-INTDST

PH-INCDST INCDX

PH-INRDST INRDX

PH-INXDST

INXDX

走行デッキの後部にあるレバーを引くと、
デッキ裏側にあるローラーが立ち上がり、
トレッドミルの移動が簡単に行えます。
　

RECUMBENT
LIFECYCLE BIKES
ステップスルー・デザイン
乗り降りが簡単なステップスルー・デザ
インは高齢者でも安心です。

ELLIPTICAL 
CROSS-TRAINERS
自然なストライド
51センチのストライドは、滑らかで流れ
るような動きを実現します。

UPRIGHT
LIFECYCLE BIKES
カラダを安定させる大型シート
しっかりとカラダを支え、安定感のある
大型のシートは、高さ調整も簡単です。

アークティック・
シルバー

ダイヤモンド・
ホワイト

ブラック・
オニキス

チタニウム・
ストーム

DST / DX

スタンダード・カラー／アークティック・シルバー
オプション・カラー／無し

SC

※カラーはイメージです。

ボディーの違い DST / DX SC

トレッドミル

ハンドレールの長さ 61cm 41cm

サイドレール側面／エンドキャップ アルミニウム プラスティック

ストライド・センサー ● ー

リモート・レジスタンス ● ー

ライフサイクル・
アップライト・バイク ハンドルの肘サポート ● ー

ボディ側面の通気構造 ステンレス・スチール プラスティック

ライフサイクル・
リカンベント・バイク

バック・シート（背もたれ）の高さ 51cm 39cm

フロント・アシスト・ハンドル ● ー

エリプティカル・
クロス・トレーナー

ボディ側面の通気構造 ステンレス・スチール プラスティック

マルチ・グリップ・ハンドル ● ー

トレッドミル／バイク／
クロス・トレーナー共通 本体フレーム・カラーのオプション ● ー

ハンドルでの本体操作 ● ー

 INTEGRITY



ローワー・ボディー

トータル・ボディー

コンソールは４種類から選べます。

CONSOLE 
OPTIONS

SE3 HD コンソール ST コンソール C コンソールX コンソール

TV

Lifescapeコース

インターネット視聴・閲覧

Haloフィットネス・クラウドと接続性＊

LFconnectアプリと接続性＊

Bluetooth®とNFC接続＊

Apple Watch と接続＊

適応ボディー

フル・ハイビジョン

●

●

●

●

●

●

エレベーション・シリーズ／
パワーミル・クライマー／
アーク・トレーナー

フル・ハイビジョン

ー

ー

●

●

●

ー

インテグリティー・シリーズ・Dボディー／
パワーミル・クライマー／
アーク・トレーナー

外付けオプション

ー

ー

●

ー

ー

ー

インテグリティー・シリーズ・Sボディー／
パワーミル・クライマー／
アーク・トレーナー

外付けオプション

ー

ー

●

●

●

ー

インテグリティー・シリーズ・Dボディー／
パワーミル・クライマー／
アーク・トレーナー

＊インターネット接続されたマシンのみに適用

信頼性に優れたACモーターによって、スムーズな動作と最大25種類の速度を

実現します。大きなステップ・スペースが足元を安定させ、つま先が挟まれない

設計は、安心してワーク・アウトが行えます。また、マルチ・モジュール・パネル設計

により、メンテナンスも簡単です。

全身用と下半身用、2種類のベース・オプションでトレーニング目標を効率よく

達成できます。また、有酸素のトレーニング以外にも、ストレングス・トレーニング

やパワー・トレーニングも行えます。ゼロ・インパクトな設計により、膝への負担が

極端に少ないため、リハビリ中の方からプロ・アスリートまで幅広く利用できます。

POWERMILL CLIMBER

ARC TRAINER

パワーミル・クライマーLIFE FITNESS

LIFE FITNESS

アーク・トレーナー

カーディオ・エリアに独自性を与えるパワーミルとアーク・トレーナー。
エレベーション・シリーズやインテグリティー・シリーズと同じコンソールを採用することで、
操作性を統一し、カーディオ・マシンの一体感を演出します。

ライフ・フィットネスのカーディオ・シリーズは、
ワークアウトに特化したシンプルなコンソールから、
TVやインターネットなどエンターテイメント機能を搭載したコンソールまで
目的に合わせて選択できます。

ダイヤモンド・ホワイト
（オプション）

アークティック・シルバー
（スタンダード）

ブラック・オニキス
（オプション）

チタニウム・ストーム
（オプション）

本体カラーバリエーションは4色から選べます。

＊カラーはイメージです。オプション・カラーは別途料金がかかります。アーク・トレーナーも同じカラーからお選びいただけます。
＊インテグリティー・シリーズとは、スタンダード・カラーとオプション・カラーの設定が異なりますので、ご注意ください。

LFconnect

LFconnect
www.LFCONNECT.com

App le®、ANDROID TM対応、ワークアウト管理

アプリ「LFconnect」を、Life Fitness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。

日常業務の効率化と会員との有意義なコミュニケーションを実現させるために、

さまざまなツールを施設に提供できるデジタル・テクノロジーです。初期画面や

インターネット・ブラウザー、マシン設定のカスタマイズができます。

Haloフィットネス・クラウド

www.LifeFitness.com/Halo.FitnessCloud
Haloフィットネス・クラウドの導入方法については、下記をご覧ください。

マルチ・モジュール・パネル設計大きなステップ・スペース

膝への衝撃がないゼロ・インパクト設計傾斜角度で鍛える筋肉部位が変化

○ダッシュボードでマシンの状態を瞬時に把握

○画面およびマシンの設定をカスタマイズ
○ソフトウェアの最新情報確認・アップデート
○アフターケアのサービス情報やメンテナンスを予測した情報の提供

クラブ会員のために

POWERMILL CLIMBER
ARC TRAINER

※2.W93cmはトータル・ボディー、W84cmはローワー・ボディー

サイズ 
本体重量
最大許容使用者重量
傾斜レベル
ストライド幅
コンソールの選択
電　源 

W93/84cm※2×L194cm×H159cm
231kg（トータル） / 222kg（ローワー）
181kg
0-21
61cm
SE3HD / ST / X / C
SE3HD / ST は100V3A
X / C はセルフパワー（外部電源オプション）

サイズ 
本体重量
最大許容使用者重量
レベル※1

ステップの広さ
コンソールの選択
電　源

W83cm×L142cm×H209cm
215kg
181kg
25段階（1分間に12ステップから185ステップまで）
53cm×25cm
SE3HD / ST / X / C
100V3A

※1. XとCコンソール装着時は20段階
　　（1分間に20ステップから154ステップまで）

CONSOLE OPTIONS



アクティベートの操作画面はシンプルなので操作が簡単！ 少人数のグループトレーニングに最適！

※写真は米国仕様のため英語表記です。実際は日本語表記です。

アクティベート・シリーズの操作画面は誰でも簡単に操作ができるようシンプルに設計
されています。クイック・スタートでも、その他のプログラムでも直感的な操作が可能
です。ワークアウトの結果も分かりやすく表示されます。　

個人のトレーニングやスモール・グループのトレーニングに適したGXシリーズは、
プログラムを充実させることができ、スモール・グループ・トレーニングのメンバーに
独自のカリキュラムを提供できます。　

TREADMILL
トレッドミル

ELLIPTICAL 
CROSS-TRAINER
エリプティカル・クロストレーナー

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
走行面までの高さ
モーター出力
電源（専用電源）：100V20A / 200V10A

206×82×145cm
148kg
182kg
0.8-19km/時
153×51cm
0-15％
21cm
3-HP（Max 6-HP）

OST トレッドミル

LIFECYCLE
EXERCISE BIKE
ライフサイクル・エクササイズ・バイク

LIFECYCLE
EXERCISE BIKE
ライフサイクル・エクササイズ・バイク

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
ストライド幅（最長）
負荷レベル
電源 ： セルフパワー（外部電源オプション）

209×72×153cm
109kg
159kg
46cm
25段階

OSX クロストレーナー

サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
負荷レベル
電源 ： セルフパワー（外部電源オプション）

112×59×138cm
59kg
182kg
25段階

OSC
サイズ 長×幅×高
本体重量
最大許容使用者重量
負荷レベル
電源 ： セルフパワー（外部電源オプション）

163×69×115cm
91kg
182kg
25段階

サイズ 長×幅×高
本体重量
心拍数監視システム
測定項目

電源仕様

149×82×113.5～145※１cm
71kg （注水後78kg）
心拍数レシーバー（別売り）
負荷レベル、消費カロリー、
毎時カロリー、時間、速度、RPM
ワット数、
心拍数モニタリング（オプション）
単3電池 2 個 ( コンソール用に付属 )

OSRアップライト・
ライフサイクル・バイク

リカンベント・
ライフサイクル・バイク

フレックスデッキ®衝撃吸収システム
特許フレックスデッキ®衝撃吸収システムにより、走行中に発生する筋肉や関節へ

の衝撃を、衝撃吸収効果のない地面を走行する場合と比較して約30%軽減。ライフ・

フィットネス独自の衝撃吸収素材ライフスプリングTMにその秘密がかくされていま

す。極めて快適な走行感をお楽しみください。

クラシック・ストライド・テクノロジー
ストライド幅約46cmのクラシック・ストライド・テクノロジーは、ユニークで人気の

高い動作を実現。徹底した研究に基づいて設計された独自のエリプティカル軌道

が、効率の高いトータルボディ・ワークアウトを提供します。

人間工学的に優れた設計
クランク、ハンドル・バー、シート位置の最適な組み合わせを実現するシンプルな

シート位置調節方式により、ライフサイクルの伝統ともいえる、人間工学的に正し

い運動姿勢を維持することができます。

ステップスルー・デザイン
マシンをまたぐ必要がないため、乗り降りが非常に簡単です。

GROUP-UC-01

※１.高さは、クランク回転軸と地面の間として計測しています。

サイズ 長×幅×高
本体重量
心拍数監視システム
測定項目

電源仕様

195×80×100cm
54kg （注水後61kg）
心拍数レシーバー（別売り）
時間、距離、毎分ストローク数、
500ｍ走破所要時間、
カロリー/時、ワット数、
心拍数モニタリング（オプション）
単1電池 2 個 ( コンソール用に付属 )

GER

アッパーサイクルGXエルゴメーターは、

グループ・トレーニングに理想的な上半身用エルゴメーターです。

ローイング・マシンやバイクと組み合わせることでバランスのとれた

サーキット・トレーニング・プログラムが実現します。

ローGXトレーナーは、

身体に衝撃を与えないトータルボディ・ワークアウトを提供します。

個別のカーディオ・トレーニングはもちろん、HIIT（高強度インターバル・トレーニング）まで、

刺激的なトレーニングを作り出します。

上半身、腕、肩を重点的にトレーニング 自在な前後の回転を実現 16段階のダイヤル式負荷レベル調整 省スペース設計で移動も簡単

UPPERCYCLE GX
アッパーサイクルGXエルゴメーター

ROW GX TRAINER
ローGXトレーナー

GXACTIVATE




