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GYM SYSTEMS

フィットネスクラブの品質をご家庭で！
ライフ・フィットネスは、世界初のコンピュータ制御によるエクササイズバイクを40年以上前に造り出した
ブランドです。その実績と品質の高さから、世界中のフィットネス愛好者、トレーナー、プロ・アスリート
から高い評価をいただいています。ご家庭用マシンも、その信頼の高さは揺らぐことがありません。
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GO コンソール

3段階で走行面の固さ調節
が可能なアジャスタブル・
フレックスデッキ®セレクト
衝撃吸収システム

GO コンソール

TRACK＋コンソール　
￥626,400（本体価格￥580,000）

GO コンソール　
￥572,400（本体価格￥530,000）

TRACK＋コンソール　
￥691,200（本体価格￥640,000）

GO コンソール　
￥637,200（本体価格￥590,000）

￥486,000（本体価格￥450,000）

サイズ : 長×幅×高 199 x 88 x 149 cm

収納時 : 長×幅×高 86 x 88 x 193 cm

本体重量 120 kg

最大許容使用者重量 159 kg

速度 0.8 - 16 km/ 時

モーター・システム 3.0 HP CD

有効走行面 140 x 51 cm

サイズ : 長×幅×高 204 x 81 x 150 cm

本体重量 154 kg

最大許容使用者重量 181 kg

速度 0.8 - 19 km/ 時

モーター・システム 3.0 HP CD

有効走行面 153 x 56 cm

サイズ : 長×幅×高 196 x 86 x 150 cm

収納時 : 長×幅×高 89 x 86 x 191 cm

本体重量 117 kg

最大許容使用者重量 136 kg

速度 0.8 - 16 km/ 時

モーター・システム 2.5 HP CD

有効走行面 140 x 51 cm

傾斜率 0 - 12%

ワークアウト数 Track 14 Go 13

カスタムワークアウト Track 12 Go 2

ユーザープロファイル Track 4 Go 2

心拍数測定 : ワイヤレス・チェストストラップ
（付属）、ハンドセンサー

電源仕様 : 120V（50/60Hz）15A  昇圧トランス
標準装備（専用電源推奨）

傾斜率 0 - 15%

ワークアウト数 Track 16 Go 13

カスタムワークアウト Track 12 Go 2

ユーザープロファイル Track 4 Go 2

心拍数測定 : ワイヤレス・チェストストラップ
（付属）、ハンドセンサー

電源仕様 : 115V（50/60Hz）15A  昇圧トランス
標準装備（専用電源推奨）

傾斜率 0 - 12%

ワークアウト数 6

心拍数測定 : ワイヤレス・チェストストラップ
（付属）、ハンドセンサー

電源仕様 : 120V（50/60Hz）15A  昇圧トランス
標準装備（専用電源推奨）

ご家庭で初めてトレッドミルを使われる方にぴったりのエントリー・レベルのラン

ニングマシンです。直感で操作できるので、どなたでもすぐにお使いいただけま

す。さらに、膝への負担を軽減するフレックスデッキ衝撃吸収システムやiPod®や

iPhone®との接続および充電機能、実用的エコシステムのエネルギー・セーバーな

ど、ライフ・フィットネスが誇る高機能を搭載しています。収納時には、折りたたんで

おけるので、場所を取りません。

折りたたみ式でありながら優れた品質を誇る、これまでにないマシンです。最高品

質の構成パーツだけを使用し、抜群の耐久性を実現しました。シンプルで直感的

な操作が可能なGOコンソールと、エンターテインメント性やカスタム機能、履歴の

保存機能を備えたTRACK＋コンソールの2種類をご用意いたしました。

走行面の固さ調節やワークアウト・プログラムのカスタマイズなど、ユーザーの好

みに合わせてトレーニングを細かく設定できます。スッキリしたデザイン性、静かな

動作音、シンプルな操作性など、ご家庭向けに特別に設計されています。ウォーク、

ジョグ、ランモードや事前に設定したカスタム・プログラムは、1回のボタン操作でス

タートします。GOまたはTRACK＋コンソールをお選びいただけます。

トレッドミル
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TRACK＋ コンソール

GO コンソール

TRACK＋コンソール　
￥410,400（本体価格￥380,000）

GO コンソール　
￥367,200（本体価格￥340,000）

TRACK＋コンソール　
￥712,800（本体価格￥660,000）

Go コンソール　
￥658,800（本体価格￥610,000）

衝 撃 吸 収フレックスペダ ル
クッション性 の 高 い ペダ ル により、トレ ーニン
グ 中 の 衝 撃を吸 収し、より快 適 に お 使 い い た
だけます。

ウィスパー・e ストライド・テクノロジー
トレーニング中でもストライド幅を18ｲﾝﾁ（約45.7cm）
から24ｲﾝﾁ（約61.0cm）まで、1ｲﾝﾁ（約2.5cm）刻みで
電動で調節可能。作動音も静かです。

アクティビティ・ゾーン
稼働している筋肉群を表示する小型LCDモニター
とストライド幅の調節ボタンを、手元ハンドル部分
に装備。トレーニング中の確認、変更が容易です。

サイズ : 長×幅×高 206 x 76 x 150 cm

本体重量 98 kg

最大許容使用者重量 158 kg

ストライド幅 51 cm

負荷レベル 20

サイズ : 長×幅×高 211 x 66 x 160 cm

本体重量 113 kg

最大許容使用者重量 181 kg

ストライド幅 46 cm − 61 cm

負荷レベル 20

ワークアウト数 Track 14 Go 13

カスタムワークアウト Track 12 Go 2

ユーザープロファイル Track 4 Go 2

心拍数測定 : ワイヤレス・チェストストラップ
（付属）、ハンドセンサー

電源 : 100V（50/60Hz）5A  

ワークアウト数 Track 14 Go 13

カスタムワークアウト Track 12 Go 2

ユーザープロファイル Track 4 Go 2

心拍数測定 : ワイヤレス・チェストストラップ
（付属）、ハンドセンサー

電源 : 100V（50/60Hz）5A  

上半身と下半身をシンクロさせたモーションのトータルボディワークアウトで、効果的

にバランスよく全身のトレーニングができるエリプティカル・クロストレーナー。ウィス

パー・ストライド™テクノロジーにより極めて静かで滑らかなモーションを実現。ご家庭

でのご使用に最適です。ペダルの高さが低い（17cm）ので、初めての方でも安心して

安全にお使いいただけます。GOまたはTRACK＋コンソールをお選びいただけます。

ご家庭用エリプティカル・クロストレーナーの最高峰。滑らかな動作で最高のエクサ

サイズ感覚を実現します。ストライド幅を電動方式で自由に調整できるため、目的に

合わせて下半身の筋肉群を強化することが可能です。２分ごとにストライド幅を5cm

ずつ自動的に調節するレッグ・スカルプチャー™モードも搭載しています。GOまたは

TRACK＋コンソールをお選びいただけます。

卓越した製品開発力と品質管理
ライフ・フィットネスの社内には、機械、電気、ソフトウェア、バイオメカニクス、これら技術のインテグレーション、
そして試験実施の研究所があり、数百万ドルを投資しています。世界中の施設で使用できる最高のマシンを開
発するというライフ・フィットネスの取り組みを実証しています。

社内研究所があることで、より迅速に開発が進められます。独自で試験が実施されるため、より多くの新製品開
発が可能です。新機能が開発された場合、単独での試験とともに、既存の優れた機能との統合性試験を実施し
ます。このような投資をすることで、より迅速にアイデアを広げ、ソリューションを見つけることができます。

エリプティカル・クロストレーナー
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LIFE CYCLE GX

C3

RS3

GO コンソール

GO コンソール

TRACK＋コンソール　
￥378,000（本体価格￥350,000）

GO コンソール　
￥324,000（本体価格￥300,000）

TRACK＋コンソール　
￥453,600（本体価格￥420,000）

Go コンソール　
￥399,600（本体価格￥370,000）

￥356,400（本体価格￥330,000）

NEW!

サイズ : 長×幅×高 114 x 69 x 142 cm

本体重量 53 kg

最大許容使用者重量 181 kg

負荷レベル 20

シート調節 14 段階

サイズ : 長×幅×高 164 x 68 x 131 cm

本体重量 70s kg

最大許容使用者重量 181 kg

負荷レベル 20

シート調節 13 段階

サイズ : 長×幅×高 139 x 58 x 100 cm

本体重量 50.5 kg

最大許容使用者重量 135 kg

負荷レベル 20

心拍数測定 : ワイヤレス・チェストストラップ
（別売）

電源 : 不要（単 1 電池 2 個付属）

ワークアウト数 Track14 Go13

カスタムワークアウト Track12 Go2

ユーザープロファイル Track 4 Go 2

心拍数測定 : ワイヤレス・チェストストラップ
（付属）、ハンドセンサー

電源 : セルフパワー※ iPod 接続時は要電源

ワークアウト数 Track14 Go13

カスタムワークアウト Track12 Go2

ユーザープロファイル Track4 Go2

心拍数測定 : ワイヤレス・チェストストラップ
（付属）、ハンドセンサー

電源 : セルフパワー※ iPod 接続時は要電源

人間工学に基づく設計により、とても自然なポジションを実現。クッション性の高いシー

トやハンドルバー形状は、長時間の使用でも疲れにくく、エクササイズ意欲を高めま

す。ワイヤレス方式心拍数監視システムを搭載。もちろんハンドルにはライフパルス™

デジタル方式心拍数監視システムも装備しています。セルフパワー方式で電源が不要

なため（GOコンソールのみ）設置場所を選びません。GOまたはTRACK＋コンソール

をお選びいただけます。

腰への負担が少なく体力に自信のない方でも安心してお使いいただけるリカンベ

ント・バイクが、マシンに、より簡単により安全に乗り降りできるステップスルー方式

に改良されました。前方のソフトパッド仕上げのデュアル・ハンドルがさらに乗り降

りの安定性をサポートします。バックパッドは、通気性に優れたメッシュ生地を採用

、20度のリクライニング機能を装備しています。セルフパワー方式で電源が不要な

ため（GOコンソールのみ）、家中どこにでも設置できます。GOまたはTRACK＋コン

ソールをお選びいただけます。

細部の調整が可能なシートやハンドル設計、ペダリング感覚が、まるでロードバイク

でサイクリングをしているような感覚を提供します。赤いホイールがアクセントのスタ

イリッシュなデザインが、インテリアとしても存在感をアピールします。多くのフィット

ネスクラブが導入しているプロモデルです。高度の使用頻度でもメンテナンスは最小

限で高い耐久性を発揮します。

ライフサイクル・エクササイズ・バイク
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快適な操作を実現したコンソールデザイン
TRACK+ CONSOLE

トラック・プラス・コンソール

PERSONALIZE 
YOUR WORKOUT 
EXPERIENCE

GO CONSOLE
ゴー・コンソール

無駄のない美しさ 
GOコンソールはシンプルながらも、基本を押さえた優れたエクササイズ効
果とエクスペリエンスを追求される方に最適です。

エナジー・セーバー 電源がONの状態でマシンを使用していない場合、最
大90％電力消費を削減。

ハンズ・オン / オフ 心拍数の管理は、ワイヤレスでもハンドセンサー
でも可能。

モチベーションを高めるバラエティ 全13種類：基本的なクラシッ
ク・プログラム（3種）、アドバンス・プログラム（2種）、ゴールプログラム

（3種）、ハートレート・プログラム（5種）

デュアル・フィットネス ユーザー・プロファイルを2名、各ユーザーに
1つのカスタム・ワークアウトを保存可能。速やかにエクササイズを始め
られます。

最先端のトレーニング・エクスペリエンス
APPLE®または ANDROID ™端末と接続し、LFコネクトやお好みのフィット
ネスアプリと連動させて、ご自身に最適なトレーニング環境をお楽しみい
ただけます。

最新のシステム USBポートから最新のソフトウェアへのアップグレード
が可能。常に最先端のシステムでワークアウト。

最新のアプリ LFオープン™で開発される最新のアプリと常に連動。

LFコネクト™との連動 LFコネクト・ウェブサイトとアプリ（弊社オリジ
ナルの無料トレーニング管理ソフト）と接続し、カスタムメイドのプログラム
の使用、トレーニング記録を保存。

エンターテインメント・ラック スマートフォンやタブレット端末を安定
させ、エクササイズ中でも簡単に指先で操作。

エナジー・セーバー 電源がONの状態でマシンを使用していない場
合、最大90％電力消費を削減。

心拍数の管理 ワイヤレスまたはハンドセンサーで心拍数を測定
しながらトレーニング。５種類の心拍数連動プログラムを搭載。

Custom
Workouts

Apps Music

コンソール
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www.LFCONNECT.com
WEBSITE

ワークアウトの履歴

ワークアウトプログラムの作成

ワークアウトのスケジュール管理

あなた仕様のワークアウトを
体験してください。
LFコネクト<www.lfconnect.com>のパーソナル機能を活用すれば、
ワークアウト体験を完全にコントロールしながら
トレーニングが可能になります。
LFコネクトのアカウントで、継続時間、レベル、
速度、インターバルなどを設定して
パーソナルなワークアウトを作成することができます。
エクササイズの楽しみがますます広がります。

ワークアウト中に目的達成に集中できるようプログラム設定などのプロセスを簡素化するほか、モ
バイル端末を活用した結果の記録やパーソナル設定のマシンへの素早い表示、あるいは目標を達
成するためにワークアウトをスケジュール管理するなど、トレーニングモチベーションを高める機
能を満載しています。

すべてのカーディオ
とストレングス・ワ
ークアウトを記録で
きます。アウトドアの
ワークアウトもGPS
対応機能で自動的
に記録します。

結果が自動的にサ
イトに同期化される
ため、履歴の管理も
簡単です。ワークア
ウト目標を管理する
こともできます。

オリジナルで 設 定
したワークアウト・
プログラムにアクセ
ス。フェイスブック
で仲間と結果を共
有 することも可 能
です。

APPLEおよびANDROIDTMモバイル端末に対応したLFコネクト
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G4

G5

G7

￥534,600（本体価格￥495,000）

￥615,600（本体価格￥570,000）

￥691,200（本体価格￥640,000）

サイズ : 奥×幅×高 174 x 177 x 211 cm※1

本体重量 326 kg

ウェイトスタック 73 kg x 2

サイズ : 奥×幅×高 226 x 137 x 210 cm

本体重量 262 kg

ウェイトスタック 73 kg

サイズ : 奥×幅×高 204 x 135 x 214 cm

本体重量 227 kg

ウェイトスタック 73 kg

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

オプション ベンチ（35 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）

付属品／
リボルビング・ラット・バー、リボルビング・
ロー・ロー・バー、アブ／トライセップス・ス
トラップ、アンクル・ストラップ

G4のプレス・ステーションでは、7種類のプレス・アングルを装備。人間工学に基

づく設計により、ストレスを感じることなく効果的なエクササイズが可能です。ス

ペース効率にも優れています。操作が簡単で安全に多彩なエクササイズにチャレ

ンジすることができるので、モチベーションを保ち続けることができます。

ユーザーが自由に軌道を作るケーブル・モーション・タイプのホームジム。３つの

固定されたプーリー・ゾーンにより、豊富なトータル・ボディー・エクササイズを提

供します。アジャスタブル・ベンチでのシーテッド・エクササイズはもちろん、取り

外せば、スタンディング・エクササイズやバランスボールを使用したエクササイズ

も可能です。

人 気の高いフィットネスクラブ用モデルからインスピレーションを得て、デザイ

ンされたG7デュアル・アジャスタブル・プーリー・ホーム・ジムは、無限のエクサ

サイズの可能性を提供します。付属のエクササイズブックとワークアウトDVDで

ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズのトレーニングプランを作ることも

可能です。初心者から上級者まであらゆるレベルの方が無理なくチャレンジし、

モチベーションを保ち続けることができます。

◯写真のベンチはオプション（別売）です

※1. ベンチ（オプション）設置時。本体のみ（奥×幅×高)
123×177×211cm

ジム・システム
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BENCH ￥115,560
（本体価格￥107,000）

サイズ : 長×幅×高 134 x 54 x 42 cm

本体重量 35 kg

フィットネス業界最大級のバイオメカニク

ス専門チームが、可動域や重心など運動

の科学に加え、エクササイズ時のユーザー

の動き方を研究し、より多くのユーザーの

方にとって使いやすく調節の少ない製品

を開発しています。同じ動きを何度も繰り

返すトレーニングでは、細部のこだわりが

大きな成果をもたらします。

マルチ・ポジション・ベンチ

G７（デュアル・アジャスタブル・プーリー・

ホーム・ジム）のオプション・ベンチ

考え抜かれたマシン設計
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トレーニング・アクセサリー・シリーズ。
エクササイズのバラエティーと楽しさを広げるために
欠かすことのできない必須アイテムです。
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55 cm ジムボール ／ レッド　￥7,560（本体価格￥7,000）

65 cm ジムボール ／ グレー　￥8,640（本体価格￥8,000）

75 cm ジムボール ／ ブラック　￥10,800（本体価格￥10,000）

ライト ／ レッド　￥4,320（本体価格￥4,000）

ミディアム ／ グレー　￥4,860（本体価格￥4,500）

ヘビー ／ ブルー　￥5,400（本体価格￥5,000）

１kg ／ レッド ￥3,240（本体価格￥3,000）

２kg ／ グレー ￥5,400（本体価格￥5,000）

３kg ／ ブルー ￥6,480（本体価格￥6,000）

４kg ／ ブラック ￥8,640（本体価格￥8,000）

５kg ／ レッド ￥9,720（本体価格￥9,000）

ロング（L92 x W15cm） ／ ブルー
￥10,584（本体価格￥9,800）

ショート（L46 x W15cm）  ／ レッド
￥7,344（本体価格￥6,800）

ブラック（L183 x W61 x H0.4cm） 

￥5,400（本体価格￥5,000）

グレー（L280 x W122 cm） 

￥11,880（本体価格￥11,000）

耐久性に優れフィットネスクラブでも使用されてい
るアイテムです。姿勢とコア、インナーマッスルのト
レーニングに最適です。

使い心地のよさを追求した、フォーム・ローラーです。ストレッチ、マッサージ、バラ
ンストレーニング、ファンクショナルトレーニングなど多様にお使いいただけます。

使い方を工夫することで無限の筋力トレーニングが可能です。
強度は3種類をご用意しました。

Life Fitness ジムボール

Life Fitness フォーム・ローラー

Life Fitness
アジャスタブル・レジスタンス・チューブ

床の保護はもちろん、トレッドミル内部
への埃の侵入を防ぐ効果があります。

Life Fitness ロゴ入り 
トレッドミル専用マット

グリップ力とクッション性を兼ね備えたヨガ・
マットです。

Life Fitness ヨガ・マット

どなたにでも気軽にお使いいただけるよう１kgから
ご用意しました。軽度の負荷をかけながら有酸素運
動を行えば、効率のよい脂肪燃焼も可能です。

Life Fitness ハンドウェイト

アクセサリー・シリーズ



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　　　　　　　
TEL:03.5770.5057　FAX:03.5770.5059
大阪オフィス　
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町1-38 西谷東急ビル4F　
TEL:06.6337.1883　FAX:06.6337.1894

sales.LFJ@lifefitness.com

ライフ・フィットネス製品やサービスに関するお問い合せは、
お気軽に上記までご連絡ください。

0120 -110 - 950
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