AIR BIKE
AB-1-R
耐久性の高いパドルハンドル
更なる快適性を提供します。

Optional
Bluetooth/ANT+

Optional
Bluetooth/ANT+

コンソール
- 距離、
スピード、ペース、消費カロ
リー、
ワット、ハートレートを表示。
- インターバルトレーニグのカスタ
マイズが可能。
- 距離と運動時間の設定。
仕様
- 重量 : 49.5kg (109 lbs)
- 梱包重量 : 51.5kg (114 lbs)
- 梱包サイズ : 127x28x89 cm
(50x11x35 in)
- 組み立て後サイズ : 122x65x133 cm
(48x26x52 in)
- 最大使用者重量 : 159kg (350 lbs)
- 保証 : 5年（フレーム),
2年（パーツ）

分かりやすい操作端末
様々なワークアウトの進捗やプログラム機能
を表示します。

人間工学に基づいた快適 シート
優れた防水性と肉厚なパッド。

24段階の空気抵抗
高負荷に耐え、チャレンジングな
負荷抵抗を提供します。

シールドベアリング使用
強固な安全性と信頼性。
簡単調整
前後・高さ・傾きの調整が可能。

強固なボールジョイント
より優れた安全性とより強
固な耐久性を実現します。

フット レスト ペグ
大型のフットレストを配
置し安全税を確保します。

キャスター付きで簡単移動
容易に傾き、
スムーズに
移動を行えます。

AIRPLUS PERFORMANCE BIKE
ABMG-3
ユーザーフレンドリーなコンソール
様々なワークアウトの進捗やプ
ログラム機能を表示します。。
握りやすいパッド形状
優れた耐久性と滑りにくい
ハンドルパッド。
Optional
Bluetooth/ANT+

Optional
Bluetooth/ANT+

コンソール
- 距離、
スピード、ペース、消費カロ
リー、
ワット、ハートレートを表示。
- インターバルトレーニグのカスタ
マイズが可能。
- 距離と運動時間の設定。
仕様
- 重量 : 51.9kg (115 lbs)
- 梱包重量 : 53.92kg (119 lbs)
- 梱包サイズ : 127x28x89 cm
(50x11x35 in)
- 組み立て後サイズ : 122x65x133 cm
(48x26x52 in)
- 最大使用者重量 : 159kg (350 lbs)

人間工学に基づいたシート
防水性と肉厚なパッド。

空気圧と磁気で
8段階の強度調整可能

広範囲な負荷抵抗を実現します。

微調整可能
前後・高さ・傾きの調整が可能。

フットレストペグ
大型のフットレストを配置
し安全性っを確保します。
シールドベアリング使用
強固な安全性と信頼性。

キャスター付きで簡単移動
容易に傾きスムーズに移動
を行えます。

強固なボールジョイント
より優れた安全性とより強
固な耐久性を実現します。

AIRPLUS EXPERT BIKE
ABVR-2L
ナチュラルとナローのグリップハンドル
ニュートラルグリップ・ナローグリップ
の選択が可能。
空気圧と磁気で8段階の強度調整可能
広範囲な負荷抵抗を実現します。
Optional
Bluetooth/ANT+

人間工学に基づいたシート
優れた防水性と肉厚なパッド。

Optional
Bluetooth/ANT+

コンソール
- 距離、
スピード、ペース、消費カロ
リー、
ワット、ハートレートを表示。
- インターバルトレーニグのカスタ
マイズが可能。
- 距離と運動時間の設定。

ベルトドライブ
スムーズかつ静かなペダリング。

微調整可能
前後・上下に調整可能。

SPECIFICATIONS
- 重量 : 51.9kg (115 lbs)
- 梱包重量 : 53.92kg (119 lbs)
- 梱包サイズ : 127x28x89 cm
(50x11x35 in)
- 組み立て後サイズ : 122x65x133 cm
(48x26x52 in)
- 最大使用者重量 : 159kg (350 lbs)

高負荷の使用にも耐えられる高性能パーツ
スタンディングでも使用可

85-KGベース
強度の高い運動にも耐える強固なフレーム

使用者の安全性と防錆効果を発揮するカバー
錆びないプラスチックカバー

AIRPLUS RUNNER
ACRT-01

操作性の高いコンソール
- トレーニングをトラッキングし、多様なオリジナルワークアウトを作成。
- バックライトボタン使用

高効率なカロリー消費
約30%の脂肪燃焼効果を実現
選ばれた高品質パーツを使用
日本、
シンガポール、台湾で作られた
ベアリングを使用し高耐久性

コンソール BLUETOOTH/ANT+搭載
- スマートフォンと接続可能。

- 距離、
スピード、ペース、消費カロ
リー、
ワット、ハートレートを表示。

- インターバルトレーニグのカスタマ
イズが可能。
- 距離と運動時間の設定。

仕様
- 重量 : 160kg (353 lbs)
- 梱包重量 : 197kg (434 lbs)
- 梱包サイズ : 185x91x56 cm
(73x36x22 in)
- 組み立て後サイズ : 208.9x88.4x167 cm
(82x35x66 in)
- 最大ランニング者重量: 159 kg
(350 lbs.)

- 最大歩行者重量, 318kg @ 6.4Km/h
(700 lbs.)
- 電源: セルフパワー

最先端のドライブシステム
116個のベアリングがスムーズな
ランニングを提供:
- 112個の精密なベアリング
- 4個のピローブロックベアリング
- 12個のローラーガイド

コンビニエントアクセサリー
ボトル用ホルダー
スマホ用ホルダー

磁気で強度調整
8段階で調整可能

最適なパフォーマンスを呼び起こす
横ブレの少ないベルトにより
安定したランニングが可能

簡単移動
キャスター付き

高いグリップ力
滑りの少ないベルトを
搭載

ショック アブゾーバー
10mmの厚いベルトが
衝撃を緩和

テンション アジャスター
張力を適切に調整できます

ピローブロックベアリング

RUNNER
ACTT-03

操作性の高いコンソール
- トレーニングをトラッキングし、
多様なオリジナルワークアウトを作成。
- バックライトボタン使用。
高効率なカロリー消費
約30%の脂肪燃焼効果を実現します。
選ばれた高品質パーツを使用
日本、
シンガポール、
台湾で作られた
ベアリングを使用し高耐久性。

コンソール BLUETOOTH/ANT+搭載
- スマートフォンと接続可能。

- 距離、
スピード、ペース、消費カロ
リー、
ワット、ハートレートを表示。

- インターバルトレーニグのカスタマ
イズが可能。

最先端のドライブシステム
116個のベアリングがスムーズな
ランニングを提供。
- 112個の精密なベアリング
- 4個のピローブロックベアリング
- 12個のローラーガイド

コンビニエントアクセサリー
ボトル用ホルダー
スマホ用ホルダー

- 距離と運動時間の設定。

仕様
- 重量 : 148kg (326 lbs)
- 梱包重量 : 180kg (397 lbs)
- 梱包サイズ : 185x91x56 cm
(73x36x22 in)
- 組み立て後サイズ : 179.7x88.4x152.5
cm (71x35x60 in)
- 最大ランニング者重量: 159 kg
(350 lbs.)

- 最大歩行者重量, 318kg @ 6.4Km/h
(700 lbs.)
- 電源: セルフパワー

簡単移動
キャスター付き

高いグリップ力
滑りを少ないベルトを搭載。

ピローブロックベアリング

ショック アブゾーバー
10mmの厚いベルトが
衝撃を緩和します。

最適なパフォーマンスを呼び起こす
横ブレの少ないベルトにより
安定したランニングが可能です。

AIRPLUS CYCLE
AMSB-02
空気圧と磁気のダブルテクノロジー
空気圧10段階、磁気8段階で強度調整可能

微調整可能なシート
サドル前後調整：38.1
サドルアングル：30°
サドル高さ：29.6cm (30段階)
コンソール前後調整
操作のしやすい位置に
固定できます。

PATENT PENDING
コンソール
- Bluetooth.ANT+
- RPM、距離、
スピード、ペース、消
費カロリー、
ワット、ハートレート
を表示
- インターバルトレーニグのカスタ
マイズが可能
- 距離と運動時間の設定。
- 運動強度による色表記。

コンソール高さ調整
コンソール高さ : 29.6cm (30段階)
コンソール角度：270°

仕様
- 重量 : 57.6kg
- 梱包重量 : 66kg (145.5 lbs)
- 梱包サイズ : 137x42x110cm
ストラップ付きペダル
しっかりと足を固定し、高速回転の
ペダリングでもぐらつきません。

キャスター付きで簡単移動
容易に傾きスムーズに移動
を行えます。

AIR ROWER 2.0
AR-2

ユーザーフレンドリーコンソール
バックリット HRモニター
プレセットプログラム
カスタマイズプログラム
負荷調整
水の抵抗に近い負荷抵抗により幅広い
レベルのユーザーに合わせた調整が可能。

Optional
Bluetooth/ANT+

人間工学に基づいたシート
身体にフィットした形状。

140CMのモノレール
スムーズな動きを実現するアングル。

CONSOLE

- 距離、
スピード、ペース、消費カロ
リー、
ワット、ハートレートを表示。

- インターバルトレーニグのカスタマ
イズが可能。
- 距離と運動時間の設定。

ROWER SPECIFICATIONS
- 重量 : 42.1kg (93 lbs)
- 梱包重量 : 50.8kg (112 lbs)
- 梱包サイズ : 146x66x38 cm
(58x26x15 in)
- 組み立て後サイズ : 251x50.6x115 cm
(99x20x45 in)
- 使用者最大重量 : 227 kg (500 lbs)

53.3CMのハイベース
素早いポジショニン
グを実現します。

パッド付きハンドル
軽量かつ滑りにくい快適なグリップ。

調整可能なフットペダル
簡単かつ効率的な調整が可能。

キャスター付きで簡単移動
容易に傾きスムーズに移
動を行えます。

AIR ROWER 3.0
AR-3GL

ユーザーフレンドリーコンソール
バックリット HRモニター
プレセットプログラム
カスタマイズプログラム

Optional
Bluetooth/ANT+

コンソール
- 自家発電バックライト

140CMのモノレール
スムーズな動きを実現するアングル。

負荷調整
水の抵抗に近い負荷抵抗により幅広い
レベルのユーザーに合わせた調整が可能。

人間工学に基づいたシート
身体にフィットした形状。

- 距離、
スピード、ペース、消費カロ
リー、
ワット、ハートレートを表示。

- インターバルトレーニグのカスタマ
イズが可能。
- 距離と運動時間の設定。

仕様
- 重量 : 46kg (101 lbs)
- 梱包重量 : 50.8kg (112 lbs)
- 梱包サイズ: 146x70x33 cm
(58x28x13 in)
- 組み立て後サイズ : 245x61x107 cm
(97x24x42 in)
- 最大使用者重量 : 227kg (500 lbs)

53.3CMのハイシート
素早いポジショニングを
実現します。
調整可能なフットペダル
簡単かつ効率的なポジ
ショニングが可能。

パッド付きハンドル
竹を用いた素材で、軽量かつ
滑りにくい快適なグリップ。

キャスター付きで簡単移動
容易に傾きスムーズに移動
を行えます。

SKI TRAINER
ASK-2
コンフォートグリップハンドル
強度と安全性を備えたラバ
ーハンドル。

コンソール

- 距離、
スピード、ペース、消費カロ
リー、
ワット、ハートレートを表示。
- インターバルトレーニグのカスタ
マイズが可能。
- 距離と運動時間の設定。

仕様
- 重量 : 38.92kg (86 lbs)
- 梱包重量 : 47.58kg (105 lbs)
- 梱包サイズ : 151x74x37.3 cm
(60x29x15 in)
- 組み立て後サイズ（壁付け）:
53.5x203x32.5 cm (21x80x13 in)
- 組み立て後サイズ（自立）
75x208x126 cm (30x82x50 in)

ユーザーフレンドリーモニター
ワークアウトの進捗や様々な
パーフォーマンスメトニクスを
表示します。

マルチプログラムコンソール
クイックスタート、
カスタム、インター
バルなど多様なプログラムを搭載。

HIITにも耐えられる強固なフレーム
高強度ワークアウトにも安定性を
確保します。

空気圧と磁気の負荷調整システム
挑戦的かつ効果的なワークアウ
トを実現します。

キャスター付きで簡単移動
容易に傾きスムーズに移動を
行えます。

CLIMBER
CBR-01
Climber Stepper Rail

ハンドレールを搭載すること
で、腕の運動を抑え、下半身の
みのエクササイズを行うことが
可能。

Climber Cross Crawl Attachment

上肢、下肢の運動タイミングをずらし、オルタナティブな
エクササイズが可能。

Climber Extender Arms

高身長の使用者にも対応したエクステンションアーム。
2254mm → 2380mm (+276cm)

Climber Neutral Handles

ランニングライクなハンドルポジション。

CLIMBER
CBR-01

4段階で調整可能なハンドルバー
ビルトインスマホ用ホルダー

バックリットコンソール
76.2CMのストライド幅を確保

CONSOLE W/ BLUETOOTH/ANT+

- 距離、
スピード、ペース、消費カロ
リー、
ワット、ハートレートを表示。

- インターバルトレーニグのカスタマ
イズが可能。- 距離と運動時間の設定
- プレセッティングされたヒートトレー
ニングとクロストレーニングプログラ
ム

16段階の負荷調整
重厚なベース
（91.5KG）
で安定した自立を実現
50.8CMのスライド幅を確保

仕様
- 重量 : 91.5 kg (202 lbs)
- 梱包重量: 105 kg (232 lbs)
- 梱包サイズ : 232x76x33 cm
(91x30x13 in)
- 組み立て後サイズ : 108.7x100.2x225.4
cm (43x40x89 in)
- 最大使用者重量 : 159kg (350 lbs)
- 電源 : セルフパワー
- 保証 : 5年（フレーム）/ 2年（パーツ）

キャスター付きで簡単移動

電源不要のセルフパワー

CLIMBER
CBR-01

アジャスタブルハンドル
四段階で調整可能なハンドルバーで、様
々な身長のユーザーに対応。
ビルトインスマホ用ホルダー

76.2CMのストライド幅を確保
広範囲な動作を実現します。

CONSOLE W/ BLUETOOTH/ANT+

- 距離、
スピード、ペース、消費カロ
リー、
ワット、ハートレートを表示。

- インターバルトレーニグのカスタマ
イズが可能。

- 距離と運動時間の設定
- プレセッティングされたヒートトレー
ニングとクロストレーニングプログラ
ム
仕様
- 重量 : 91.5 kg (202 lbs)
- 梱包重量: 105 kg (232 lbs)
- 梱包サイズ : 232x76x33 cm
(91x30x13 in)
- 組み立て後サイズ : 108.7x100.2x225.4
cm (43x40x89 in)
- 最大使用者重量 : 159kg (350 lbs)
- 電源 : セルフパワー
- 保証 : 5年（フレーム）/ 2年（パーツ）

16段階の負荷調整
様々なユーザーの体力レベルに
対応。

バックリットコンソール
あらゆるHIIT、
クロストレーニングプログラ
ム、Bluetoothも搭載。

重厚なベース
（91.5KG）
で安定した自立を実現
強度の高い運動にも耐えられる強固なフレーム。

50.8CMのスライド幅を確保
広範囲な動作を実現します。

キャスター付きで簡単移動
容易に傾きスムーズに移動を行
えます。

電源不要のセルフパワー
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