
・体力テスト
・減量トレーニング
・フリートレーニング

・一般トレーニング
・脈拍設定トレーニング
・ランダムトレーニング

６

エアロバイク EZ101 エアロバイク ai/ai-ex

￥94,800
￥99,800 （腹筋バー付きモデル） 

メーカー希望小売価格 (税抜 )

本体質量

使用者身長 /体重 ( 目安 )

プログラム数

駆動音

負荷装置

本体寸法 (幅×奥行×高 )

電源 /定格消費電力

商品名称 /商品画像

￥139,800

AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ約 2m/30W

38.5 kg27.5 kg/29.5 kg( 腹筋バー付きモデル )

52.8cm×77.2cm×125.9cm
52.8cm×88.1cm×125.9cm( 腹筋バー付きモデル )

49.2cm×92.5cm×109.7cm

10～ 200W相当 (1～ 20段階 内部 185段階制御 )
( ペダル回転速度60回転 /分 )

10 ～ 200W相当 (1～ 20段階 )
( ペダル回転速度60回転 /分 )

140～ 180cm/100kg 以下 140～ 185cm/135kg 以下

55dB

AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ約 2m/30W

45dB

電磁力式ブレーキ 電磁力式ブレーキ

誰でも使いやすくプログラム数が豊富 静音設計で時間を選ばず運動可能

負荷範囲

４

・体力テスト
・脈拍設定トレーニング

・減量トレーニング
・フリートレーニング

(ai-ex はエクササイズ値の【EX】表示機能追加モデル )

＊写真は腹筋バー付きモデル ＊写真は ai-ex アイボリーホワイト

メーカー希望小売価格 (税抜 )

本体質量

使用者身長 /体重 ( 目安 )

プログラム数

駆動音

負荷装置

本体寸法 (幅×奥行×高 )

電源 /定格消費電力

商品名称 /商品画像

エアロバイク 75XLⅢ エアロバイク 2100Rエアロバイク 900U-ex

￥348,000 ￥398,000
￥458,000(USB端子付きモデル )

発電式 /コードレス
AC100V(50Hz/60Hz)/11W［充電時］

約52 kg約 50 kg

49.1cm×97.8cm×131cm 55.8cm×98.4cm×130.7cm

10～ 400W相当
(ペダル回転速度60回転 /分 )

15 ～ 200W相当
(ペダル回転速度60回転 /分 )

140 ～ 185cm/135kg 以下 140～ 185cm/135kg 以下

60dB

AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ約 2m/55W

60dB

￥530,000
￥550,000（グリップセンサー付きモデル）

約78 kg

61cm×182.6cm×110.9cm

20～ 250W相当
(ペダル回転速度60回転 /分 )

140cm以上 /100kg 以下

発電式 /コードレスAC100V(50Hz/60Hz)
20W［充電時］

60dB

電磁力式ブレーキ電磁力式ブレーキ電磁力式ブレーキ

高負荷発生装置を搭載した医療向け高精度モデル 日本人の体型に合わせたリカンベントバイク使いやすさと機能性を追及した自己発電モデル

負荷範囲

４ ５ ６

・体力テスト
・脈拍設定トレーニング

・減量トレーニング
・フリートレーニング

・体力テスト
・フリートレーニング
・外部接続プログラム

・脈拍設定トレーニング
・オリジナルトレーニング

・体力テスト
・減量トレーニング
・パターントレーニング

・一般トレーニング
・脈拍設定トレーニング
・簡単スタート

＊写真は標準モデル ＊写真は標準モデル

メーカー希望小売価格 (税抜 )

本体質量

使用者身長 /体重 ( 目安 )

負荷範囲

プログラム数

駆動音

負荷装置

本体寸法 (幅×奥行×高 )

電源 /定格消費電力

商品名称 /商品画像

エアロバイク POWER MAX V3 エアロバイク POWER MAX V3 Pro

￥480,000
￥540,000(USB端子付きモデル )

￥680,000

約 60 kg約 50 kg

59.2cm×92cm×119.4cm 59.2cm×104.8cm×108.2cm

最大 12.0KP (0.1KP 単位で制御可能 )最大 12.0KP (0.1KP 単位で制御可能 )

140～ 190cm/130kg 以下

60dB 60dB

AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ約 2m/55W

140～ 190cm/130kg 以下

AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ約 2m/55W

電磁力式ブレーキ 電磁力式ブレーキ

アスリートのためのパワートレーニングマシン カスタム機能つきシリーズ最上級モデル

・無酸素パワーテスト
・インターミッテントテスト
・ミドルパワートレーニング
・オリジナルトレーニング

・ウィンゲートテスト
・ハイパワートレーニング
・マニュアルトレーニング

７ ７
・無酸素パワーテスト
・インターミッテントテスト
・ミドルパワートレーニング
・オリジナルトレーニング

・ウィンゲートテスト
・ハイパワートレーニング
・マニュアルトレーニング

＊写真はUSB端子付きモデル

メーカー希望小売価格 (税抜 )

本体質量

使用者身長 /体重 ( 目安 )

負荷範囲

プログラム数

駆動音

負荷装置

本体寸法 (幅×奥行×高 )

電源 /定格消費電力

商品名称 /商品画像

エアロバイク TYPEeGG エアロバイク S-BODY

￥49,800 ￥49,800

単三電池×4本 発電式 /電源不要

約 25 kg約 17 kg

51cm×76cm×88cm 45cm×84cm×83cm

30～ 70W相当（1～ 16段階）
(ペダル回転速度40回転 /分 )

25 ～ 54W相当 (1～ 16段階 )
( ペダル回転速度60回転 /分 )

135 ～ 180cm/100kg 以下 140cm以上 /100kg 以下

45dB 55dB

磁力式ブレーキ磁力式ブレーキ

コンパクトに収納可能な軽量モデル ハンズフリーで体幹運動が可能

・フリーモード ・ダイエットモード

２

・減量トレーニング
・フリートレーニング

・脈拍設定トレーニング

３

カロリDiet
対応

カロリDiet
対応

＊写真はピンクステッカー
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