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多機能・複合タイプ /  総合診断

脳年齢・血管年齢・健美痩ナビゲーション 
らくらくウエルネス
これ１台で脳年齢・血管年齢・健美痩チェックができるオールインワンマシン

現在及び将来の動脈硬化リスクを簡単チェック
早い測定速度 18秒で血管年齢を測定
血管年齢、血管点数（スコア）を自動表示

健康・美容・ダイエットの3つの充実コンテンツ
わかりやすく詳細な結果をプリントアウト
出力される「お薦め栄養素」はカスタマイズ可能

脳年齢・ストレス度を測定！
指先で非侵襲的に血管年齢を１８秒測定
健康・美容・ダイエット 誰でも気軽にセルフチェック

血管
年齢

健美痩
チェック

1から25までの数字にタッチするだけの簡単入力で脳年齢をチェック
疲労による脳のストレスチェックも可能
20～90歳までの幅広い年齢に対応 約5分程度で測定

【A4プリント】

脳年齢
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外形サイズ
356(W)×352(H)×208(D)mm

重量
9kg

標準価格（税別）
Aタイプ 脳年齢測定のみ
Cタイプ 脳年齢＋血管年齢測定
Dタイプ 脳年齢＋健美痩ナビ
Eタイプ 脳年齢＋血管年齢＋健美痩ナビ

￥690,000
￥890,000
￥780,000
￥980,000

（全タイプ プリンター別）

血圧・血行動態(HMC-20)・心電
体成分・SpO2の５つの測定を可能
にした複合機

血圧、体成分、心電図などの健康指標の
測定と、日々の食事バランスや
ストレス度のチェック、記憶力を鍛える
ゲームなどが可能な1台

Self-Health Care ECBO〈エクボ〉
生体信号測定器HMC-20/HMC-10
[管理医療機器(クラスⅡ)]

多機能健康管理システム ヘルスステーション3
[管理医療機器(クラスⅡ)]

インセンティブ連動型 健康管理支援サービス

健康・ダイエット・運動・食事のチェックに加え、
健康管理・健康情報・カウンセリング機能を搭載

健康支援システム ウエルナビⅡ

外形サイズ
416(W)×249(H)×440(D)mm
重量
約13kg

外形サイズ
302(W)×42(H)×115(D)mm
重量  
900g

外形サイズ
680(W)×1，110(H)×500(D)mm
重量
45kg

標準価格（税別）　オープン価格

標準価格（税別）　￥1,403,900～

標準価格（税別）　お問合わせください

標準価格（税別） HMC-20
HMC-10

￥980,000　
￥350,000～

健康関心に基づく店
頭活性化をめざして
生活者との日常的な
接点を拡大し、継続
来店を図ります

血圧

心電

体成分

ヘモグロビン
推定値

歩数管理

体 重

内臓脂肪

歩数

血 圧

脈 拍

脈 圧

体脂肪

BMI

健康管理支援サービス

来 店
店 舗 個人認証

測 定

測定データ

結果確認

店頭タブレット

個人スマホ・PC 健康管理支援プラットフォーム
（データ管理）

結果表示

結果表示結果表示

結果閲覧

顧 客

最大3年分のデータが溜まり、経年観察
することで体調の変化に気づくことが
でき、受診勧奨にもつながる。

血圧・体脂肪・骨密度の測定データを時系列に管理・評価
顧客管理・マスタ管理機能を活用し健康指導と情報提供が可能
わかりやすく詳細な診断レポートや健康情報をプリントアウト



器
機
定
測
康
健

脳年齢・脳の健康

あなたの脳活動を手軽に確認 前頭前野をチェック

チェック時間は約３分
前頭前野の脳活動をセルフチェック
シニアの方にもわかりやすい画面構成。
プリンターは、A４カラーと
サーマルプリンターの選べる２タイプ 
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タッチパネルの数字を順番にタッチしていくことで、脳の機能年齢を判定します。
Ａ４サイズで詳細な結果をプリントアウト

前頭前野で測る 脳活動測定器 NeUup

外形サイズ
240(W)×７(H)×170(D)mm
重量
約3.5kg

標準価格（税別）  ￥790,000
（プリンター別）

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

レンタル対象商品

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

★

３位

同年代で、あなたの脳活動レベルが100人中何位に相当するかを
表します。脳活動が高いほど順位が高くなります。
同年代で、あなたの脳活動レベルが100人中何位に相当するかを
表します。脳活動が高いほど順位が高くなります。

測定結果（A4カラータイプ）測定結果（レシートタイプ）と見方

※デザインは変更することがあります

ＤＥ

ランキング

同年代と比較して、あなたの脳活動レベルを評価します。
A 評価：脳活動はとても高いレベルです。
B評価：脳活動は高いレベルです。
C評価：脳活動は平均的レベルです。
D評価：脳活動は少し低いレベルです。
E 評価：脳活動はとても低いレベルです。

同年代と比較して、あなたの脳活動レベルを評価します。
A 評価：脳活動はとても高いレベルです。
B評価：脳活動は高いレベルです。
C評価：脳活動は平均的レベルです。
D評価：脳活動は少し低いレベルです。
E 評価：脳活動はとても低いレベルです。

評価

各チェックをしたときの脳活動（縦軸）と回答スコア（横軸）の
結果から、得点を表します。
脳活動が高く、回答スコアが高いと、得点も高くなります。

各チェックをしたときの脳活動（縦軸）と回答スコア（横軸）の
結果から、得点を表します。
脳活動が高く、回答スコアが高いと、得点も高くなります。

各脳力の結果

各チェックの結果から27のタイプに分類します。各チェックの結果から27のタイプに分類します。

あなたの脳タイプ

監修“「脳トレ」生みの親”
川島隆太教授

「記憶力」「注意力」
「頭の回転」チェック
「脳の年代別ランキング」
「脳のタイプ」がわかる

外形サイズ
288(W)×183(H)×27(D)mm
重量
約2．0kg

タッチパネルを押しながら、ゲーム感覚で脳の機能年齢をチェック！

アルツハイマー型認知症 早期発見の第一歩に

認知症早期発見の第一歩に
質問項目が少なく低ストレスでテスト
データの保存、検索、一覧印刷などにも対応

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

脳年齢計 ATMT（らくらくウエルネスAタイプ）

外形サイズ
356(W)×352(H)×208(D)mm
重量
9kg

レンタル対象商品

レンタル対象商品物忘れ相談プログラム MSP-1100

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

標準価格（税別）　￥690,000
（プリンター別）

標準価格（税別）
TDASプログラム
ものトレプログラム

￥580,000
￥70,000
￥120,000
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3Dセンサ（キネクト）に向かって歩くだけ
歩行姿勢だけでなく歩行年齢も測定

姿勢分析・身体の歪み・バランスチェック

31 
 

NEC Solution Innovators, Ltd. 

（音声が流れます） 
1日レンタル　  ￥55，000
3日レンタル　  ￥60，000
7日レンタル　  ￥70，000

カメラから骨格情報を得ることで、姿勢のゆがみを簡単に計測・分析することのできるシステム

カメラから骨格情報を得
ることで、姿勢のゆがみ
や体のねじれを簡単に
計測・分析
専門知識がなくても使用
する事が可能で、難しい
操作や面倒な準備はいり
ません

足圧分布、膝関節画像分析、人体筋骨格ひずみ分布、
姿勢バランス評価など様々な表示機能
測定の解析結果から作られた３D画像は360°
さまざまな確度から表示

歩行姿勢測定システム

外形サイズ(PC本体) 
374(W)×24.7(H)×258.5(D)mm
重量
約2．2kg

標準価格（税別）  オープン価格

標準価格（税別）　オープン価格

標準価格（税別）　PA200　　 ￥2，500,000
　　　　　　　　PA200LE　￥2，000,000
　　　　　　　　PA200P　 ￥1，000,000

ShiseiCam（姿勢計測システム）

姿勢測定器PA200/PA200LE/PA200P
姿勢のひずみをカンタン操作で数値化し、
誰でも見やすい分析結果を出力します

（PC・プリンター・三脚別）

レンタル対象商品 レンタル対象商品

3Dセンサによる
歩行時衝撃分析システム
歩行状態を評価・分析 
測定時間は1分
セーフティウォーキングで
元気に、美しく！

歩行時衝撃分析システム
「セーフティウォークナビ」

1日レンタル　  ￥55，000
3日レンタル　  ￥60，000
7日レンタル　  ￥70，000

外形サイズ(PC本体) 
374(W)×24.7(H)×258.5(D)mm
重量
約2．2kg

￥120，000
（PC・プリンター別）

標準価格（税別）

静止・歩行・平衡の３つの測定を１台に集約！
歩き方・立ち方・姿勢教室などの集客イベント、
靴・インソールの製作や販売促進にも最適！

足底圧分析システム
トゥルーフィート

外形サイズ
500(W)×45(H)×700(D)mm
重量
5．3kg

標準価格（税別）　￥1,280，000
（PC・プリンター別）

足底圧センサー Foot Checker

静止・歩行の測定を1台で可能に
静止立体時の重心移動軌跡の
動画再生や圧力分布を３D・立体
での表示が可能です

足裏から得られる情報をビジュアル化 足圧測定・分析を手軽に実現

外形サイズ
595(W)×55(H)×520(D)mm
重量
5．0kg

￥600，000
（PC・プリンター別）

標準価格（税別）
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体脂肪・体組成計・メタボチェック

InBody 470 InBody 570 InBody 770 InBody S10

InBody 270
※270のみ

※測定には測定用パッドが必要です

※DF-851のみ

外形サイズ(DF860) 
365(W)×880(H)×685(D)mm
重量
18kg10
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内臓脂肪計 EW-FA90
[管理医療機器(クラスⅡ)]
腹部にベルトを巻き、手軽に内臓脂肪面積を測定！

レンタル対象商品

手軽に測定
X線CTとの相関係数：0 . 8以上
生活習慣の現状と変化を内臓脂肪面積で「見える化」
かんたん操作
腹部生体インピーダンス（B IA）法

外形サイズ 
260(W)×65(H)×152(D)mm
重量
0．7kg

部位別筋肉、部位別体脂肪、ウエスト周り、
内臓脂肪レベルなどを表示

利便性を考慮した設計
様々な測定項目
14kgの軽量なので、
持ち運びが簡単

外形サイズ
272.4(W)×216.2(H)×67.2(D)mm
重量
3.5kg

超音波画像計測装置
BFI Measure（ビーエフアイ メジャー）
皮下脂肪・筋肉・セルフィット・骨が目で見え、
精度の高い体組成分析

脂肪・筋肉・セルフィットを自動測定
やせた未来の姿をシミュレーション
理想の体重をいれるだけでカロリー削減プランを簡単算出

標準価格（税別）
測定用パッド 150枚

￥980,000
￥90,000

1日レンタル　  ￥55，000
3日レンタル　  ￥60，000
7日レンタル　  ￥70，000

標準価格（税別）  ￥1，580，000
（PC・プリンター別）

「内臓脂肪断面積指数」「筋肉量」
など高精度な体組成データを測定
８電極全身測定方式採用
部位別測定
計測データを専用アプリで
管理可能！（DF-870）

「内臓脂肪断面積指数」「筋肉量」
など高精度な体組成データを測定
８電極全身測定方式採用
部位別測定
計測データを専用アプリで
管理可能！（DF-870）

８電極全身測定方式を採用し、部位別測定が可能
多周派測定方式で、より精度の高い測定を実現！

1日レンタル（DF-851）　￥45，000
3日レンタル（DF-851）　￥50，000
7日レンタル（DF-851）　￥60，000

1日レンタル（270）　  ￥50，000
3日レンタル（270）　  ￥60，000
7日レンタル（270）　  ￥80，000

デュアル周波数体組成計 DC-13C

外形サイズ 
394(W)×1027(H)×603(D)mm
重量
約12kg

外形サイズ(270) 
356(W)×995(H)×796(D)mm
重量
14kg

体成分分析装置 InBody（インボディ）

高精度型体組成計 DFseries

標準価格（税別）　￥285,000

全身の体組成を約10秒で
測定可能
両手間のインピーダンスから
全身の体組成を評価
測定結果は内臓プリンターから
印刷可能

レンタル対象商品

レンタル対象商品

標準価格（税別）
（270）　 ￥750,000
（470） ￥1，250,000

（570） ￥1，550,000
（770） ￥2，450,000
（S10） ￥2，250,000

DF-870DF-870DF-851DF-851

標準価格（税別） DF-870　￥400,000

簡単・速い！靴のまま体組成を測定可能
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血圧計に求め
られる機能を
ギュッと凝縮！

血圧・血行動態 /  血流観測

血圧・血管年齢・動脈の弾力性・心拍出量・末梢血管抵抗などが
測定可能な多機能血圧計！

高性能卓上・ハンディ兼用の血流スコープ

両腕同時測定
リバロッチ・コロトコフ法による測定方法

軽量・コンパクトを追求した、
設置場所を選ばない省スペース型

ハートステーションS MPV-5500
[管理医療機器(クラスⅡ)]

全自動血圧計TM-2657　診之助Slim
[管理医療機器(クラスⅡ)]

脈波・コロトコフ音記録計 nico PS-501
[管理医療機器(クラスⅡ)]

レンタル対象商品

レンタル対象商品

血流スコープ TOKU Capillaro

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

指先の血流観察はもちろんのこと、
専用台から取り外しハンディー操作が可能
接続はUSB一本だけ
レンズを替えず130倍～510倍

血圧に加えて脈圧や心負担などの各種生体情報の測定が可能

豊富な生体情報　血圧値・コロトコフ音図・脈圧・心負担
リバロッチ法（聴診法）による測定方法

血行動態表示付・全自動血圧計
UDEX-Twin Type-ⅡM [管理医療機器(クラスⅡ)]

レンタル対象商品

レンタル対象商品

オシロメトリック法による測定方法
自然な姿勢で左右どちらの腕でも測定可能 グラフ＆コメント印字 ガイドライン印字

全自動血圧計 UDEX-i/UDEX-i2
[管理医療機器(クラスⅡ)]
設置場所や左右の腕を選ばないスマートなデザインと機能性

音声ガイド・イラスト表示で測定をサポート
リバロッチ法+オシロメトリック法による測定方法
音声ガイド・イラスト表示で測定をサポート
リバロッチ法+オシロメトリック法による測定方法

血流動態に関する様々な生体情報が得られる血圧計の進化型

１台で血圧測定と血液循環測定が可能
血管の血液循環状態を７段階で判定

血行動態観察システム搭載 全自動血圧計 FT-1100/db/an
[管理医療機器(クラスⅡ)]

IHB（不規則脈波）検出機能

外形サイズ  
241(W)×324(H)×478(D)mm
重量
約5．5kg

外形サイズ
465(W)×278(H)×325(D)mm
重量
12．5ｋg

外形サイズ（UDEX-i2）
242(W)×338(H)×534(D)mm
重量（プリンタ機能付き）
約5．0kg

外形サイズ
566(W)×340(H)×333(D)mm
重量
約4.5ｋg

外形サイズ
241(W)×324(H)×390(D)mm
重量
5．5kg

外形サイズ
78(W)×229(H)×38(D)mm
重量
370g

外形サイズ
170(W)×283(H)×201(D)mm
重量
約4．8ｋｇ

外形サイズ（スコープ）
30(φ)×90(W)mm
重量
110ｇ

確定診断エコーから一次判断エコーへ

無線なので訪問診療時にも使えます
あらかじめ7つの検査項目がプリセット

超音波画像診断装置SONON 300L
[管理医療機器(クラスⅡ)]

標準価格（税別）
プリンタ付き
音声ガイド・プリンタ付き

￥298,000
￥320,000
￥350,000

標準価格（税別）
プリンタ付き

￥278,000
￥325,000

標準価格（税別）　販売終了

標準価格（税別） FT-1100　　￥1,380,000
FT-1100db　￥1,480,000
FT-1100an　￥1,580,000

標準価格（税別）　￥1,550,000

標準価格（税別）　オープン価格 標準価格（税別）　￥360,000
（PC別）

1日レンタル　  ￥25，000
3日レンタル　  ￥30，000
7日レンタル　  ￥40，000

1日レンタル　  ￥25，000
3日レンタル　  ￥30，000
7日レンタル　  ￥40，000

標準価格（税別）　音声ガイド・プリンタ付き ￥350,000

1日レンタル　  ￥25，000
3日レンタル　  ￥30，000
7日レンタル　  ￥40，000

※UDEX-iのみ
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ストレス・自律神経・血管年齢

1日レンタル　  ￥40，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥70，000

東洋人モードと西洋人モード
選択でより正確に測定
コンパクトで持ち運びが可能
ストレス分析・血管健康
分析をより細かく分析

リラックス度がわかり、手軽で簡単に約60秒で測定が可能

コンパクトな卓上サイズ
心と身体のバランス、リラックス度の表示
コインシューター取り付け可。新たな収益の確保

血管年齢、血管健康度（A～E）、脈拍数、
ワンポイントアドバイスの表示
コインシューター取り付け可。新たな収益の確保

レンタル対象商品

１台で血管年齢とストレス度
を同時に測定
性別・年齢を入力し、左手人差し指にセンサーを装着するだけ！
15インチのカラーTFT液晶タッチスクリーンで簡単操作

１台で血管年齢とストレス度
を同時に測定
性別・年齢を入力し、左手人差し指にセンサーを装着するだけ！
15インチのカラーTFT液晶タッチスクリーンで簡単操作

レンタル対象商品

約1分で簡単ストレス測定！
心と身体のバランスチェックに

心と身体のバランス測定器
マインドチェッカー SM30

ストレス測定器
マインドバランス

自律神経＆血管健康度測定 Max Pulse
[一般医療機器(クラスⅠ)]

レンタル対象商品

レンタル対象商品

精神状態判定ソフト Mental-Checker
1分の動画撮影で感情を「見える化」
10万人の感情分析データから開発
ストレス、攻撃性、緊張、自生、抑圧、
神経質などを16項目を数値化

手軽で簡単に、約60秒で
血管年齢が測定ができます

血管年齢計 SM30

部位別の自律神経バランスを評価
測定は電極を額に装着、電極バーを握るだけ

血管年齢計
メディカル・アナライザー
指先をセンサに乗せるだけの簡単測定！
血管老化度を血管年齢で表示します

早い測定速度 16秒で血管年齢を測定早い測定速度 16秒で血管年齢を測定

血管年齢・ストレス測定器 ボディチェッカーNEO
[一般医療機器(クラスⅠ)]

外形サイズ
440(W)×355(H)×380(D)mm
重量
約9.5kg

外形サイズ
380(W)×310(H)×245(D)mm
重量
約7．2kg

外形サイズ（10.4インチ） 
270(W)×325(H)×130(D)mm
重量
約1．2kg

外形サイズ
320(W)×270(H)×305(D)mm
重量
5．5kg

外形サイズ
280(W)×380(H)×305(D)mm
重量
約5.5ｋg

外形サイズ
250(W)×310(H)×200(D)mm
重量
5.5kg

外形サイズ（測定器本体）
150(W)×35(H)×130(D)mm
重量（測定器本体）
約650g

ストレス度、自律神経の活性度、脈拍数を数値と
グラフで表示し、総合評価、推定年齢、脈拍の
状態、結果に対するコメントを表示します
結果は即時にプリントアウト、QRコードを読み
込めばスマートフォンでデータ管理ができます

自律神経チェッカー J556K
[一般医療機器(クラスⅠ)]

標準価格（税別）　￥560,000

標準価格（税別）　￥1，300,000 標準価格（税別）　￥600,000
（PC・プリンター別）

標準価格（税別）　オープン価格 標準価格（税別）　オープン価格

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

標準価格（税別）　￥560,000標準価格（税別）　￥750,000

標準価格（税別）
キャリングタイプ（プリンター別）
キャリングタイプ（プリンター内蔵型）

￥550,000
￥590,000

※レンタル機はハードが異なります
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外形サイズ
90(W)×150(H)×170(D)mm
重量
約450g

指先からの微量な血液採取で、HbA1c・脂質項目を、各６分間で簡単測定！
一般診療所はもとより、検体測定室ガイドラインにもとづく薬局・ ドラッグストアなどでの
定期的な測定ニーズに応えます

わずか40秒でヘモグロビン推定値をチェック！
多様な健康管理のニーズに

レンタル対象商品

採血不要だから、測定時間はわずか40秒
単体で動作するから、場所を選ばずに使える
操作方法がシンプルだから、誰でもすぐに測定可能

外形サイズ（AGEｓセンサ） 
196(W)×67(H)×285(D)mm
重量
約775g

標準価格（税別）  RQ-1201Jタイプ　￥798,000
RQ-1101Jタイプ　￥698,000

（PC・プリンター別）

1日レンタル　  ￥55，000
3日レンタル　  ￥60，000
7日レンタル　  ￥70，000

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

血液採取が不要、心理的な負担が少ない、老若男女問わず簡単測定
測定誤差を低減。同一箇所を測定可能
わずか数十秒の迅速な測定が可能

老化物質のひとつである「AGEsエージーイー(最終糖化産物)」の
体内蓄積レベルを指先で簡単に測定

簡易血液分析装置 cobas（コバス） b 101
[管理医療機器(クラスⅡ)]

外形サイズ
135(W)×184(H)×234(D)mm
重量
約2kg

レンタル対象商品

※別途試薬ディスクが必要です

HbA1c用試薬ディスク 脂質用試薬ディスク

レンタル対象商品ヘモグロビン量測定器
アストリム（ASTRIM FIT）

本体(AGEsセンサ）

タブレット

USB(有線）

Bluetooth

QRコードリーダ

感熱紙プリンタ

本体(AGEsセンサ）

ＰＣ

プリンタ

RQ-1201J（店舗向けタイプ）

RQ-1101J（研究機関向けタイプ）

標準価格（税別）
専用感熱プリンタ（別売）

￥498,000
￥65,000

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

標準価格（税別）　￥398,000
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超音波骨量測定装置 ビーナス evo
[管理医療機器(クラスⅡ)]

高い精度・再現性を実現
簡単操作＆衛生面に配慮した設計
選べる2タイプ（スタンドアロンタイプとパソコンタイプ）

骨健康度測定器 骨ウエーブ
手首測定タイプだから、早い・簡単・コンパクト！ 骨のセルフチェックに！

超音波法を採用し、手首で測る簡易モデル
骨健康度をＡ～Ｅまでの５段階で評価します
コマーシャル機能を活用し、任意の情報をプリント可能

外形サイズ 
405(W)×196(H)×383(D)mm
重量
約8．7kg

外形サイズ
366(W)×237(H)×494(D)mm
重量
約8.3kg

レンタル対象商品

レンタル対象商品

骨の健康度・骨密度測定

10秒で測定可能な骨密度測定装置
骨粗鬆症の早期発見、早期治療目的に

安全な超音波方式
スピーディな測定
軽量・コンパクト
タッチパネルによる簡単操作

高速測定で測定時間は
わずか１５秒
T-score・Z-score採用し、
耐久性の高いオイルバルーン
を使用

超音波骨密度測定装置 CM200
[管理医療機器(クラスⅡ)]

外形サイズ
510(W)×210(H)×300(D)mm
重量
約11ｋg

外形サイズ
525(W)×200(H)×310(D)mm
重量
約10kg

外形サイズ
300(W)×290(H)×580(D)mm
重量
約15kg

スピーディ＆高性能骨密度測定器 骨粗鬆症への予防・早期対応に！

高い再現性と優れたコストパフォーマンスを実現した超音波骨密度測定器

超音波法を採用し、
測定時間も約１０秒
骨内伝播速度（ＳＯＳ）、
％ＹＡＭ、％ＡＧＥ、基準値
グラフを表示・印刷

超音波骨密度測定装置 CM300
[管理医療機器(クラスⅡ)]

超音波骨密度測定装置 OSTEO pro スマート
[管理医療機器(クラスⅡ)]

レンタル対象商品

標準価格（税別）　￥1,300,0001日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

標準価格（税別）　￥3,250,0001日レンタル
3日レンタル
7日レンタル

￥60，000
￥70，000
￥100，000

標準価格（税別）　販売終了

標準価格（税別）　￥3,280,000

標準価格（税別）　￥980,000
（PC・プリンター別）

1日レンタル
3日レンタル
7日レンタル

￥60，000
￥70，000
￥100，000

骨年齢の表示が可能で持ち運びに便利なキャスター付き骨密度測定器



６つのスキンチェック機能とビフォーアフター合成で
一目でわかる施術結果

iPhone/iPad と連動、タッチパネルで簡単操作
持ち運びに便利な組み立て式で移動もスムーズに
診断結果をメールで送信可能
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肌年齢測定器 ウエルビューティー
女性に大人気！気になる肌のセルフチェックに肌年齢測定器

肌診断カウンセリング・マイクロスコープ
簡単４ステップ 肌の状態を撮影するだけで本格的な肌診断

外形サイズ（スコープ＋スタンド）
130(W)×120(H)×210(D)mm
重量（スコープ）
144g

外形サイズ
440(W)×355(H)×380(D)mm
重量
約9．5ｋg

レンタル対象商品

肌年齢測定・肌の健康・肌診断

標準価格（税別）　￥450,000

結果画面（年齢平均比較） 結果画面（肌バランス）

標準価格（税別）  ￥850,0001日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

肌年齢、肌健康度（A～E）、ワンポイント
アドバイスの表示。
コンパクトな卓上サイズ
タッチパネルモニターで簡単操作
コインシューター取り付け可 新たな収益の確保

手軽で簡単！約９０秒でセルフチェック
肌の推定年齢・肌の健康度（Ａ～Ｅの５段階）を算出
各種アドバイスなど結果をプリントアウト
コマーシャル機能で任意の情報をプリント可
ＵＳＢメモリによるデータ保存が可能

ボタンを押すだけの簡単・高精度分析
誰でも分かりやすい診断結果画面
充実した顧客管理システム

ボタンを押すだけの簡単・高精度分析
誰でも分かりやすい診断結果画面
充実した顧客管理システム

外形サイズ
430(W)×630(H)×320(D)mm
重量
6．8kg

肌の年齢が分かります 手軽で簡単に約40秒で測定
肌年齢計 SM30

外形サイズ
320(W)×270(H)×305(D)mm
重量
5．5ｋｇ

オブサーブ 肌分析装置 ＯＢＳＥＲＶ®520

標準価格（税別）　￥560,000

標準価格（税別）　お問合わせください
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着脱式の超音波センサ

● 超音波センサグリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
● 記録紙(112mm幅 × 20m)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
● ノーズクリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
● 超音波センサ・マウスタイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
● タッチペン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
● 取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

付属品

肺の健康・肺年齢計 視力計・動体視力計・体力測定

マイクロスパイロ(MICROSPIRO)HI-302
[管理医療機器(クラスⅡ)]
高流量域の測定に適した超音波式スパイロメータ
ATS/ERS が推奨するセンサー抵抗低減を実現

外形サイズ
230(W)×85(H)×240(D)mm
重量
約2kg

外形サイズ
253(W)×115(H)×245(D)mm
重量
1．7kg

標準価格（税別）

標準価格（税別）

￥320,000

￥430,000

ディスポタイプの着脱式センサで衛生的
電源投入後のヒートランや測定前のゼロ調整が不要
18L/s までのピークフロー値を高精度に計測
タッチパネル式の７インチワイドカラー液晶モニタ
20,000件の測定データを本体内蔵メモリに保存
無線方式によるデータ送受信機能（一部特注）
充電式ニッケル水素バッテリを搭載（オプション）

肺年齢計 スパイロメータ
SP-370COPD肺per[管理医療機器(クラスⅡ)]
禁煙指導などで見た目ではわからない肺年齢を測定。健康意識へとつなげます

使いやすさを追求した〝新サポート機能〝を搭載
喫煙者への禁煙指導に最適
ＣＯＰＤの啓蒙、早期発見に

簡易書式の報告書には
日本語表示

フローセンサは取り外し可能で、
より洗浄がしやすくより衛生的に

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000

レンタル対象商品

自動視力計 NV-350 [一般医療機器(クラスⅠ)]

外形サイズ 
220(W)×410(H)×340(D)mm
重量
7kg

外形サイズ（ボードサイズ）
1206(W)×906(H)×40(D)mm
重量
18kg

体力向上・スポーツ活動、生活習慣病の予防などの健康増進のきっかけづくり

ビジョントレーニング機 スープリュームビジョン

体力測定機器セット

標準価格（税別）　￥598,000

標準価格（税別）　￥750，000

標準価格（税別）　お問合わせください

健診機関の声を活かして開発した全自動視力計
装置に近づくと、「スタートセンサー」が
感知し自動的に測定を開始
４カ国語（日本語、英語、中国語、
ポルトガル語）の音声ガイドを用意
独自の光学設計により瞳孔間距離の
調整が不要
自動測定終了と同時に測定データを
出力可能

苦手な球種の克服
状況の把握能力や判断力の向上
スランプの脱却

相手の行動を先読みしてパスを出す
様々なタイミングの計り方
ポジションによる視野の狭まりを防止

情報能力の87％を占め
ている「視覚」トレーニン
グでワンランク上のパフ
ォーマンス
スポーツ能力の向上、
身体との協調動作による
脳の活性化・先を読む
イメージ力の向上が
期待できます

デジタル
垂直とび測定器

デジタル握力計 デジタル長座
体前屈計

全身反応測定器

レンタル対象商品

1日レンタル　  ￥45，000
3日レンタル　  ￥50，000
7日レンタル　  ￥60，000
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標準価格（税別）  オープン価格

乗るだけで理想のボディメイクが実現
音波の振動で「鍛える」と「整える」を同時＆手軽に

外形サイズ
675(W)×1360(H)×835(D)mm
重量
55kg

簡単操作で気軽に楽しめる、協力しながら体を動かす、
声を出す、広がっていく笑顔のコミュニケーション

独自開発の「ソニックバイブ
レーションユニット」が、
最大60回/秒の音波振動を実現。
短時間で鍛えて、理想のカラダへ
腹筋の筋活動量は通常の
2倍以上の効果！

モーショントレーニングシステム TANO

ピッ！と簡単選択
すべてのプログラムは二次元コードをスキャンするだけで、簡単に始められます
100種類以上のプログラムは、リハビリテーションやトレーニングツールとして
年齢に関係なく誰でもご利用できます。さらに多言語対応可能！海外でも多く活用されています。

測定+運動のAIシステム
姿勢測定をすると、体のゆがみ箇所に合わせて自動的にプログラムが抽出されます。
測定と運動の繰り返しを日常化する事によって、健康的な姿勢と運動不足の改善が期待できます。

トレーニング機器

1日レンタル　  ￥55，000
3日レンタル　  ￥60，000
7日レンタル　  ￥70，000

レンタル対象商品 音波刺激全身運動 SONIX-VM15

外形サイズ
820(W)×1,400(H)×700(D)mm
重量
45kg

外形サイズ
730(W)×1,490(H)×610(D)mm
重量
39.5kg

音波刺激全身運動 SONIX-LITE

ダイエットトレーナー コア DT-C1000

標準価格（税別） 　￥1,500,000

標準価格（税別）　￥800,000

標準価格（税別）  オープン価格

音波の刺激で全身の体内運動
体の細胞を刺激し、内側から美しさを創造します

SONIXをもっと手軽に
新しくなったSONIX-LITE

体内のリンパや血液の流れを
活発にする＝体内を刺激し
活性化させ免疫力の増加。
引き締め、肩こり、腰痛、冷え性、
老化、ぼけ防止、運動効果。
起動周波数：3-70Hz
強さ 調整：0-99

トレーニングのウォーミングアップと
クールダウンに
1m四方のスペースで設置
場所を取ることもありません。
起動周波数：4-30Hz
強さ調整：5段階



トレーニング機器（油圧式）
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油圧式 レッグプレス
歩行と立ち上がりの筋力
アップに お尻・太ももの
前部の筋肉群に効果

油圧式 ローイング
円背を予防改善に
肩関節周囲と背中の
筋肉群に効果

外形サイズ
800(W)×1,100(H)×1,500(D)mm
重量 75ｋg

外形サイズ
730(W)×900(H)×1,000(D)mm
重量 45ｋg

標準価格（税別）　￥380,000 標準価格（税別）　￥380,000

油圧式
レッグエクステンション / カール
歩行と階段の上り下りをス
ムーズに 太ももの前後の
筋肉群に効果

油圧式
アブダクション / アダクション
歩行の安定や失禁等の予防
太ももの内側の筋肉群及び
股関節周囲の筋肉群に効果

外形サイズ
700(W)×1,100(H)×1,100(D)mm
重量 45ｋg

外形サイズ
700(W)×1,080(H)×1,200(D)mm
重量 55ｋg

標準価格（税別）　￥380,000 標準価格（税別）　￥380,000

油圧式
ショルダープレス / ラットプル
肩こりの予防改善に
背中・肩関節周囲の
筋肉群に効果

油圧式 スクワット
立ち上がりや歩行の筋力
アップに 股関節・膝周囲
の筋肉群に効果

外形サイズ
700(W)×1,030(H)×950(D)mm
重量 45ｋg

外形サイズ
650(W)×1,000(H)×1,430(D)mm
重量 55ｋg

標準価格（税別）　￥380,000 標準価格（税別）　￥380,000

油圧式
ロータリートーソ
ウエストの引き締めに
腹筋・横腹部周囲の
筋肉群に効果

油圧式
アブドミナル / ローワーバック
立ち上がりや歩行の
筋力アップに 腹筋・背中
周囲の筋肉群に効果

外形サイズ
700(W)×800(H)×1,100(D)mm
重量 45ｋg

外形サイズ
800(W)×930(H)×1,100(D)mm
重量 40ｋg

標準価格（税別）　￥380,000 標準価格（税別）　￥380,000

油圧式
チェストプレス / ロー
円背の予防やバスト
アップに 胸・背中・腕
肩の前側の筋肉に効果

油圧式
バイセプス / トライセプス
腕の引き締めや腕力
アップに 腕の前後の
筋肉群に効果

外形サイズ
650(W)×1,030(H)×950(D)mm
重量 45ｋg

外形サイズ
700(W)×800(H)×1,000(D)mm
重量 45ｋg

標準価格（税別）　￥380,000 標準価格（税別）　￥380,000

仕 様

複合型 油圧式 エムワン(M-1)

外形サイズ
640(W)×1,060(H)×1,150(D)mm
重量
60ｋg

標準価格（税別）　￥570,000

標準価格（税別）　￥570,000

標準価格（税別）　￥570,000

外形サイズ
700(W)×1，100(H)×1，500(D)mm
重量
85kg

外形サイズ
700(W)×1，100(H)×1，380(D)mm
重量
約64ｋｇ

1台で5種目の運動が可能
歩行の改善や肩こりの予防・解消に

複合型 油圧式 エムツー(M-2)

複合型 油圧式 エムスリー(M-3)

レッグエクステンション
レッグカール
ショルダープレス
ラットプル
アブドミナル

1台で3種目の運動が可能
歩行や立ち上がりの改善と
円背を予防・改善

レッグプレス
チェストプレス
ローイング

1台で4種目の運動が可能
歩行の安定や失禁などを予防し
肩こりを改善

アブダクション・アダクション
ショルダープレス
ラットプル
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トレーニング機器（コンディショニングラインシリーズ）

介護予防・コンディショニング
起き上り訓

介護予防・コンディショニング
顔上げ訓

外形サイズ
710(W)×1,350(H)×1,600(D)mm
重量 70ｋg 

外形サイズ
610(W)×1，350(H)×1,020(D)mm
重量 70ｋg 

標準価格（税別）　￥725,000 標準価格（税別）　￥725,000

体幹強化、
起き上がり動作の
安定・改善に

腹直筋に効果

首の姿勢を整え、
頭痛・肩こりの
予防・改善に

僧帽筋・肩甲挙筋・
半棘筋に効果

介護予防・コンディショニング
肩楽訓

介護予防・コンディショニング
立ち屈み訓

外形サイズ
1，030(W)×835(H)×550(D)mm
重量 1.25ｋｇ×6

外形サイズ
610(W)×1，350(H)×900(D)mm
重量 70ｋg 

標準価格（税別）　￥150,000 標準価格（税別）　￥725,000

肩の可動域を広げ、
肩痛の予防・改善に

棘上筋・棘下
筋・小円筋に効果

膝の可動域を広げ、
膝痛の予防・改善に

股関節周囲筋・
腓腹筋・ヒラメ筋
に効果

介護予防・コンディショニング
膝楽訓

介護予防・コンディショニング
腕振り訓

外形サイズ
620(W)×710(H)×1，110(D)mm

外形サイズ
780(W)×1,550(H)×1,310(D)mm
重量 185g 

標準価格（税別）　￥300,000 標準価格（税別）　￥725,000

歩行や階段の
上り下りが楽になり、
膝や股関節の
動きを整え、膝への
負担を軽減します

股関節・膝関節
に効果

肘や肩の関節部の
負担が軽減し、
周辺の痛みの緩和･
予防に役立ちます

広背筋・大円筋・
僧帽筋・菱形筋に
効果

介護予防・コンディショニング
押し引き訓

介護予防・コンディショニング
立ち上り訓

外形サイズ
610(W)×1,350(H)×1,390(D)mm
重量 70ｋg 

外形サイズ
610(W)×1，350(H)×1,065(D)mm
重量 70ｋg 

標準価格（税別）　￥725,000 標準価格（税別）　￥725,000

体幹強化、肩こり・
円背の予防改善に

大胸筋・腸腰筋・
腹直筋・菱形筋
広背筋・僧帽筋・
三角筋に効果

立ち座り動作の
安定・改善に

大殿筋・
大腿ニ頭筋・
大腿四
頭筋に効果

介護予防・コンディショニング
開け閉め訓

介護予防・コンディショニング
膝上げ訓

外形サイズ
700(W)×1,350(H)×940(D)mm
重量 70ｋg 

外形サイズ
720(W)×1,560(H)×1,145(D)mm
重量 70ｋg 

標準価格（税別）　￥725,000 標準価格（税別）　￥725,000

立位・歩行の安定、
姿勢の矯正に

中殿筋・内転筋・
腹直筋に効果

歩行時のつまずき、
転倒予防に

腸腰筋に効果

介護予防・コンディショニング
腰楽訓

介護予防・コンディショニング
蹴り上げ訓

外形サイズ
870(W)×900(H)×1,080(D)mm
重量 70ｋg 

外形サイズ
880(W)×1,350(H)×1,240(D)mm
重量 70ｋg 

標準価格（税別）　￥725,000 標準価格（税別）　￥725,000

物を持ち上げる
運動動作を整える
ことで、腰への
負担を軽減

脊柱起立筋・
菱形筋・広背筋・
僧帽筋・三角筋に効果

膝への負担を
軽減・膝痛の
予防・改善に

大腿四頭筋に効果

収納時



トレーニング機器

ACモーター採用
手元スイッチで体勢を崩さず楽に
傾斜とスピードを調整出来ます
レーシングメーターでスピードと傾斜を表示

標準価格（税別）　￥400,000
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腰に負担を掛けずにトレーニング出来るリカンベントバイク

外形サイズ
880(W)×1570(H)×1995（D)mm
重量
約93kg

外形サイズ
863(W)×1370(H)×1498(D)mm
重量
約83kg

標準価格（税別）　￥330,000

標準価格（税別）　￥580,000

標準価格（税別）　￥495,000

リハビリテーションから
ウォーキング、ランニング
まで幅広く対応

長寿命1.5馬力ＡＣモーターを採用
初速0.2kmからの歩行が可能でリハビリに最適
広々とした歩行面で車椅子での乗り入れも可能
小型高性能の特徴を活かして小規模施設様等、設置場所の確保

レバーで楽に背もたれ角度と前後スライドが可能
背もたれにはメッシュ素材を使用し、
汗にも蒸れずに快適な運動
脈拍はタッチセンサーを握るだけで簡単計測

手足を置くだけで普段の生活に+1000歩！

外形サイズ
400(W)×300(H)×400(D)mm
重量
約4．5kg

外形サイズ
1060(W)×1100(H)×490(D)mm
重量
23．5kg

標準価格（税別）　￥18,000

標準価格（税別）　￥280,000

脚は14段階の転倒防止設計
最低速度9回転/分
回転スピードは15段階調整可能
手や足が抜けない補助ベルトが付属

脚は14段階の転倒防止設計
最低速度9回転/分
回転スピードは15段階調整可能
手や足が抜けない補助ベルトが付属

電動で回転補助するから楽らくできる。
スムーズな関節の曲げ伸ばし
地面からの膝への衝撃・負担軽減
質の高い歩行運動と同等の効果

電動で回転補助するから楽らくできる。
スムーズな関節の曲げ伸ばし
地面からの膝への衝撃・負担軽減
質の高い歩行運動と同等の効果

カーディオストライダー
インパイアーCS3

足若丸

ハンドルとステップの連動による全身運動が
できる新しいジャンルのカーディオマシン

多機能で充実したトレーニングを行うことが可能

リカンベントバイク RB-3500AD

外形サイズ
750(W)×1280(H)×1440(D)mm
重量
約70kg

ヘルスジョガー HJ-530

ヘルスジョガー HJ-400

外形サイズ
755(W)×1260(H)×1600(D)mm
重量
約70kg

リハビリマシン 関節可動域CH-360
電動アシスト（自動回転）でリハビリから
手動回転によるトレーニングも可能

背もたれシートで膝や
腰への安心感UP
ハンドルの長さも調整可能
脈拍はセンサー部分を握るだけで
簡単に測定可能

背もたれシートで膝や
腰への安心感UP
ハンドルの長さも調整可能
脈拍はセンサー部分を握るだけで
簡単に測定可能
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自動温熱整体マシン マスターV3
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厚生労働省認可
管理医療機器

腰痛・肩こり
冷え性
便 秘

身体のゆがみ
生理痛

慢性疲労

不 眠

ストレス

高血圧
むくみ
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岩盤浴をしながら、全身をマッサージされているような

究極のリラクゼーション！
岩盤浴をしながら、全身をマッサージされているような

究極のリラクゼーション！

30

脊椎スキャニング＆加温加圧ヒスイ球軸移動システム
6段階の強さ調節機能
エビデンスに基づく12通りのプログラム

好みのサウンドで瞑想とリラクゼーション効果
どんなインテリアとも合うスマートデザイン
自律神経を整えるコンディショニングマシン

人それぞれの脊椎の長さや特徴を自動スキャニング！ 

外形サイズ
700(W)×450(H)×2,016(D)mm
重量
約53ｋg

標準価格（税別）　￥698,000

元気カプセル
減圧×加圧の新メソッドサイクルで、体内を刺激し、代謝力をアップ

特許取得済みの調圧方式はカプセル内で常圧から減圧を行い、
そこから常圧に戻し、次に加圧するというサイクルを約3分ごとに
実施。水深約2m～高度約1,500m相当の環境を繰り返し生み
出しながら、代謝力の向上を促していきます

外形サイズ
720(W)×1290(H)×1530(D)mm
重量
120kg

標準価格（税別）  オープン価格

無料で 2週間お試しキャンペーン実施中無料で 2週間お試しキャンペーン実施中
※送料のみご負担頂きます※送料のみご負担頂きます
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シェンペクス式酸素濃縮器（CFOC-Hg）

外形サイズ
240(W)×640(H)×490(D)mm
重量
17．8ｋｇ

外形サイズ(DF860) 
365(W)×880(H)×685(D)mm
重量
18kg

高気圧酸素カプセル O2 CAPSULE
C-3-S / T-3 ハードタイプ・全自動型
医療機器メーカーとの共同開発で、二重三重の安全性を確保

外形サイズ
2,200(W)×850(H)×750(D)mm
重量
約75kg

浅い呼吸等による酸素摂取量の低下を「高濃度」でカバー、細胞を酸欠から護ります

業界最小最軽量級なので持ち運びも簡単

外形サイズ（6人用）
1,500(W)×2,000(H)×2,600(D)mm
重量（制御装置）
約40ｋｇ

高気圧酸素カプセル O2 BOX
より快適にリラックス出来る部屋型空間。高気圧酸素ボックス

酸素バー オキシーズ（Oxy'z）

標準価格（税別） お問合わせ下さい 標準価格（税別） ￥272,000

標準価格（税別） お問合わせ下さい 標準価格（税別） オープン価格

安全安心。全自動フルオートタイプ
完全無人化。ゆったりサイズ
高気圧酸素で身体も心もリフレッシュ
誰でも気軽に入れるゆったり型カプセル
安全性及び耐久性が従来の
ソフト型より大幅にアップ
完全自動型のため、
操作が簡単に行えます
コントローラをカプセル内に
持ち込めるので、1人でも利用可能
高気圧酸素カプセルの原理

リハビリやトレーニングなど多人数の利用が可能
ブロック単位で様々な広さや用途に合わせ
カスタマイズが可能

酸素酸素濃度が約95％を生成
電気代も1時間で約11円と経済的
安心・安全設計

1日20分で無理なく手軽に不足している酸素を補えます。
酸素濃縮器の問題点を解決、理想的なかたちに進化させました。
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リラクゼーション＆リカバリー /  安心・安全

コンパクト設計
軽量プローブによりどんな部位にも照射がラク

起床も離床も非接触センサーが1台で検出
ベッドを自動検出。ベッドが動いてしまっても自動で位置調整
認識率の高い高精度センサーだから安心

外形サイズ / 重量　　538(W)×287(H)×470(D)mm / 約40ｋg

外形サイズ / 重量　　813(W)×287(H)×442(D)mm / 約50ｋg

外形サイズ / 重量　　1,043(W)×287(H)×442(D)mm / 約70ｋg

外形サイズ / 重量　　1,446(W)×287(H)×442(D)mm / 約105ｋg

外形サイズ / 重量　　1,849(W)×287(H)×442(D)mm / 約135ｋg

外形サイズ / 重量　　1,825(W)×287(H)×945(D)mm / 約300ｋg

水を使わず衛生的で
1日30円～と省エネ

中足骨をマッサージする世界で唯一の
フットマッサージ器

標準価格（税別）　1人用    ￥225,000
2人用    ￥348,000
3人用    ￥372,500
4人用    ￥485,000
5人用    ￥580,000
10人用 ￥1,380,000

リンパ浮腫の治療や予防だけではなく、
脚、腕のむくみや疲労回復に

空気室をオーバーラップさせてあり、
揉み残しのないマッサージ
ファスナー交換ベルト採用で修理の
手間を軽減&抗菌生地採用
脚の太さには関係なく一定の加圧力で
心地よいマッサージが可能

ただ揉むだけのマッサージとは全く異なる
中足骨マッサージの手技を忠実に再現
周辺の筋肉だけでなく、
インナーマッスルにまで効果
現代人の足に失われたアーチを整え
疲れにくい足へに導きます

ただ揉むだけのマッサージとは全く異なる
中足骨マッサージの手技を忠実に再現
周辺の筋肉だけでなく、
インナーマッスルにまで効果
現代人の足に失われたアーチを整え
疲れにくい足へに導きます

遠赤外線を放射し体中を温めるため、
岩盤浴のような効果・心地良さを
セラミックボールに適度な重みで
指圧効果

遠赤外線を放射し体中を温めるため、
岩盤浴のような効果・心地良さを
セラミックボールに適度な重みで
指圧効果

ドクターメドマー DM-4S

暖暖ふっと 足湯

外形サイズ
415(W)×225(H)×380(D)mm
重量
約4．9kg

標準価格（税別）　￥75,000

重量
4.2ｋg

標準価格（税別）　￥178,000
（両足セット）

中足骨マッサージ器 ソラーチ

￥128,000～

9種類の全身通電と
3種類の部分通電の
計12種類もの多彩
な出力パターンを
備える電界医療機器

電界医療機器
FA9001

スーパーライザー mini
低侵襲の赤外線治療器、スーパーライザーシリーズ
の機能をそのまま集約した赤外線治療器

見守られていることを意識させないから、
自立を支援し、様々な介護の現場に対応します

センサーマットを凌ぐセンサー e伝之介くん

外形サイズ
130(W)×406(H)×297(D)mm
重量
8．3kg

外形サイズ
290(W)×110(H)×255(D)mm
重量
約2．2ｋｇ

使用が簡単なAED機器を
各種取り扱っております

各種AED

標準価格（税別） ￥342,000

標準価格（税別）

標準価格（税別）

標準価格（税別）

￥600,000

お問合わせ下さい
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■ カラダリセットプログラムの特徴

■ 想定する利用者イメージ
運動不足は感じているが、フィットネスクラブは敷居が高いし、なにから始めてよいかわからない

加齢や運動不足から、慢性的な腰痛、肩こり、身体のゆがみ、冷えなどの不定愁訴を抱えている

仕事が忙しく、運動する時間もない

整骨院、整体、マッサージをよく利用している人

疲労・ストレス・肩こり、腰痛など
身体の不調を緩和

定期的・継続的に健康度を
見える化します

身体機能維持・向上を目的とした
軽運動と筋力トレーニング

■ 展開レイアウト例

「気持ちいいから続けられる、体調の変化が実感できる」

カラダリセットプログラムのご提案
健康行動に消極的な生活者や社員の健康ニーズに応える
カラダリセットコンセプトを様々なシーンにご提案いたします

① 買い物以外の新たな来店目的として、来店頻度の向上や関連商材の売上アップが期待できます。

② 特にＤｒｇｓにおいては、地域のセルフメディケーション拠点として他店との差別化がはかれます。

1 回の利用料金： 300 円～ 1,000 円設定 / 利用人数：1 日 10 人 の場合

利用料金 / 回

月間収入

機器月額リース料

月間収益金額

年間収益金額

機器名

温熱整体マシン マスター V3

音波刺激全身運動マシン

エアーフットマッサージ

バランスボールチェア

￥300 の場合

\90,000

￥61,740

\28,260

\339,120

\500 の場合

\150,000

￥61,740

\88,260

\1,059,120

\1,000 の場合

\300,000

￥61,740

\238,260

\2,859,120

数量

２

１

１

１

機器費用

\1,396,000

\1,500,000

\178,000

\13,000

\3,087,000

5 年リース（月額）

\27,920

\30,000

\3,560

\260

\61,740

【 展開モデル例 】 

機器費用合計

音波振動
マシン
ソニックス

リカンベント
バイク

音波振動
マシン
ソニックス

リカンベント
バイク

ロースタイル
マッサージチェア

ソラーチ

ソラーチ

ロースタイル
マッサージチェア

温熱整体マシン
＆

フットエアマッサージ

温熱整体マシン 音波振動マシン
ソニックス

リカンベント
バイク

フットエア
マッサージ

油圧マシン
アブダクション
アダクション

油圧マシン
レッグプレス

ロースタイル
マッサージチェア

油圧マシン
アブドミナル
ローワーバック

油圧マシン
ローイング

ソラーチ ストレッチ
ゾーン

油圧マシン
レッグエクステンション

温熱整体マシン
＆

フットエアマッサージ

温熱整体マシン
＆

フットエアマッサージ

油圧
マシン

油圧
マシン

油圧
マシン

油圧
マシン

油圧
マシン

ストレッチ
ゾーン

健康測定スペース

■ 小売業様の店頭に展開  … ＳＭ・ＧＭＳ・Ｄｒｇｓ・薬局などで

① 福利厚生の一環として、「業務効率の向上」「従業員満足度の向上」「医療費の削減」を目的とし、
    社員の健康意識の向上と健康増進が可能となります。
② 1人あたり500円/月程度の福利厚生費で休憩時間や就業前、退社後など自由にいつでも使える
　 オリジナルスタジオの導入が可能です。
③ 使用する機器は購入・リース契約だけでなく、1～2年の長期レンタル契約も可能です。

■ 企業のオフィス・工場内へ展開 … 健康経営施策として

疲労回復カラダリセットルームとして 10 坪程度のスペースに展開

※ 上記は都度利用料金制でセルフオペレーション運営の場合のモデルです。 スペースや目的に応じて、会員制運営など様々なモデルをご提案します。

① デイサービス利用時間以外の時間帯に地域住民に向けた有料サービスとして展開することで
　 介護報酬以外の収入を確保できます。
② 地域住民に対する施設の認知やイメージアップにつながり、長期的にはデイサービスの利用者
　 確保にもつながります。

■ 介護施設での展開 … 近隣住民に向けた「保険外サービス」として

① 今までなかなかアプローチできていない健康行動に消極的な市民に健康づくりのきっかけを提供し
　 地域住民の健康寿命の延伸に寄与できます。
② 公共施設の空きスペースの再活用としても有効に機能します。

■ 自治体での展開 … 公共スポーツ施設・地域ケアプラザなどで

推薦メッセージ

これからの日本の医療・介護分野において、重要な役割を担うのが転倒・骨折や認知症などの「予防」に

軸足を置いた「保険外サービス」の充実です。

体力に自信がない…運動が苦手…ゆえ、健康保持行動に消極的な方にとって、如何に身体のセルフケアに

取り組めるかが極めて重要なキーとなります。

「カラダ・リセット」プログラムとは…

①健康度測定（身体の見える化）②コンディショニング（体調調整）③スローフィットネス（効果的な軽運動）の

３ステップで健康をサポートすることを目的とした、今までにない新しいスタイルの健幸華齢プログラムです。

高齢者や運動が苦手な若者など、誰でも無理なく効果を実感できるこの「カラダリセット」プログラムを、

これからの「保険外ヘルスケアサービス」として推薦いたします。

株式会社　ＴＨＦ（筑波大学研究成果活用企業）
代表取締役社長 　田中 喜代次 （筑波大学名誉教授）



40 41

■ 健康セルフチェックコーナーの設置事例

■ 設置するメリット ■ 様々なシーンで「健康イベント」を是非ご利用ください。
対象者だれもが関心の高い測定内容
セルフチェックが可能で、かつ誰にでも簡単に測定
実績があり、安全性の高い機器で新たな集客ツールに

企業、法人様での健康イベント
検診後の事後指導、企業フィットネスなど社員様の日々の健康管理や健康経営の一環として

事業者様での健康イベント
集客ツールや販促ツールの一環として

地域での健康イベント
商店街での催事、コミュニティーの集まりの中で

学校の健康イベント
運動会、体育祭、学園祭、文化祭など各種行事等で

自治体での健康イベント
市民祭り、区民祭り、地域支援事業などに

■ 様々な介護予防プログラムを提供いたします。
口腔ケア・栄養改善・認知症予防・運動
地域密着型介護予防トレーニングルーム
自分でできるフットケアを学ぶミニ講座
足裏健康測定・バランス測定と転倒予防
介護予防のための健康度測定会
その他様々なプログラムを企画・提案

健康セルフチェックコーナー
企業、施設、店舗を問わず、セルフメディケーションのニーズに答える 

健康セルフチェックコーナーの設営をサポートいたします。

健康イベント ＆ 健康セミナー受託

健康・介護予防に関する各種セミナー・イベントはお任せください。

介護予防事業
介護を必要としない健康を続けていくために、介護予防事業を通して

高齢者の自立をお手伝いさせていただいております。

健康意識の高揚とセルフメディケーション（自己健康管理）が求められる現在、自分の健康度を
セルフチェックするニーズはますます高まっています。

いつでも気軽にセルフチェックができる健康チェックコーナーは企業・施設・店舗を問わず、
様々な場面で広がりをみせています。

弊社では、目的やスペース、業種や業態に応じた機器のご提案から運用方法まで
健康チェックコーナーのトータルコーディネートをいたします。

「アミューズメント施設」「スポーツクラブ」「調剤薬局の待合」「各種イベント会場」
「ドラッグストア」など各種施設等、是非、ご相談ください。

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を
充実させることが、地域支援事業全体の充実に繋がると期待されています。
ウエルアップでは高齢者の自立を手助けする介護予防事業を取組み、地域の多様な人材による
高齢者支援のサポートや、高齢者の多様なニーズに対応するため、
ボランティア、NPO、民間企業等と連携し、地域の多様な人材の活躍の場を広げつつ、
介護予防事業のお手伝いを行っております。

体力測定イベントや健康診断、ウォーキングイベントの企画・開催、子供向け・アミューズメント・
講演会など様々なニーズにお答えいたします。



会社概要

会社名 株式会社ウエルアップ 1995年４月

生活習慣病予防から介護予防分野において、積極的な健康づくりに寄与する、 
有益な健康チェック＆ソリューションを創造し、ご提供いたします。

代表挨拶
ウエルネス（ＷＥＬＬＮＥＳＳ）とは、「単に身体的な健康のみならず、精神的にも社会的にも健康で充実した人生を送ろうとする、前向きな生き方」と
定義されています。 そのウエルネス（ＷＥＬＬＮＥＳＳ）の向上（ＵＰ）をお手伝いする事が当社の使命であり、社名の由来でもあります。

未曾有の少子高齢社会と激増する社会保障費を背景に、厚生労働省が推進する国民健康づくり運動「健康日本21」を支援するため、
平成１４年「健康増進法」が制定され、「積極的な健康づくり・疾病予防」が求められるようになりました。
介護分野では、平成１８年に介護保険法が改正され「介護予防」に重点が置かれるようになりました。
そして現在、「生活習慣病予防」や「介護予防」といった「未病対策」は、国家戦略として更なる拡がりと深化が求められています。

弊社では、こうした「予防」や「未病対策」をテーマにヘルスケア分野に特化し、健康測定機器や各種ソリューションを創造し、ご提供していくことで、
国や保険に依存しない「セルフメディケーション社会」 の実現に寄与してまいりたいと思っています。

株式会社ウエルアップ
代表取締役 木村 孝一

設立年月日

代表者 木 村  孝 一 許可番号:111040202号
高度管理医療機器等
販売業・貸予業

事業内容 ・健康測定機器、美容測定機器、トレーニング機器の販売及びレンタル事業
・健康づくり、介護予防事業の企画及び受託運営
・健康関連ビジネスのコンサルティング事業
・健康情報コンテンツの開発、販売
・神奈川県認証 未病センター ウエルプラス横浜の経営 

主要取引先 横浜市役所・和光市役所・厚木市役所・茅ヶ崎市役所・逗子市役所など全国の地方自治体
キヤノンライフケアソリューションズ株式会社・日本光電工業株式会社・ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 
パナソニック株式会社・大日本印刷株式会社・セントラルスポーツ株式会社
株式会社大木・アルフレッサヘルスケア株式会社・株式会社ファンケル・花王株式会社 
イオンリテール株式会社・日本調剤株式会社・株式会社カワチ薬品・株式会社スギ薬局
第一生命ホールディングス株式会社・ハウステンボス株式会社・エームサービス株式会社
全国健康保険協会各支部・国民健康保険団体連合会・ほか多数

4
2 URL：https://wellup.jp

企業と従業員の健康をサポート
オフィス向け健康イベント・セミナーパックメニュー


