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トレッドミル 型番 ARTIS RUN トレッドミル 型番 RUN LED

アップライトバイク 型番 EXCITE BIKE クロストレーナー 型番 ARTIS Vario

クロストレーナー 型番 VARIO Unity

価格：1,085,000円（税込）

トレッドミル 型番 RUN 600 unity

価格：594,000円（税込）

トレッドミル 型番 RUN  tv

価格：601,000円（税込）

価格：481,000円（税込） 価格：511,000円（税込）

クロストレーナー 型番 VARIO tv

価格：700,000円（税込） 価格：100,000円（税込）

価格：534,000円（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア

価格：￥481,000（税込）

自走式トレッドミル 型番 SKILLMILL CONSOLE 
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リカンベントバイク 型番 ARTIS RECLINE

価格：502,000円（税込）

リカンベントバイク 型番 RECLINE Unity

価格：468,000円（税込）

リカンベントバイク 型番 RECLINE visio

価格：￥406,000円（税込）

リカンベントバイク 型番 ERECLINE tv

価格：￥211,000（税込） 価格：￥376,000（税込）

アップライトバイク 型番 BIKE visio

株式会社ウェルネスフロンティア
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チェストプレス 型番 MB200

価格：314,000円～（税込）

ショルダープレス 型番 MB150

価格：301,000円～（税込）

アブドミナルクランチ 型番 MB650

価格：301,000円～（税込）

ローロウ 型番 MB950

価格：320,000円～（税込）

ペクトラル 型番 MB700

価格：295,000円～（税込）

ラットマシン 型番 MB400

価格：272,000円～（税込）

ロータリートーソー 型番 MNYP

価格：352,000円～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア
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レッグカール 型番 MB350レッグエクステンション 型番 MN300

価格：277,000円～（税込）

アブダクター 型番 MB050

価格：262,000円～（税込）

レッグプレス 型番 MB500 

中古価格：522,000円～（税込） 価格：285,000円～（税込）

アブダクター 型番 MB100

価格：262,000円～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア
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チェストプレス 型番 ARTIS トータルアブドミナル 型番 ARTIS 

価格：457,000円～（税込）

価格：490,000円～（税込）

ローロウ 型番 ARTIS

ロータリートルソー 型番 ARTIS 

価格：505,000円～（税込） 価格：496,000円（税込） 価格：445,000円～（税込）

ペクトラル 型番 ARTIS

ラットマシン 型番 ARTIS マルチヒップ 型番 ARTIS 

価格：￥496,000～（税込）

ショルダープレス 型番 ARTIS

価格：490,000円～（税込） 価格：496,000円～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア
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アダクター 型番 ARTIS

価格：457,000円～（税込）

レッグエクステンション 型番 ARTIS

価格：478,000円～（税込）

レッグカール 型番 ARTIS

価格：469,000円～（税込）

レッグプレス 型番 ARTIS

価格：868,000円～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア
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チェストプレス 型番 MG0500

価格：276,000円～（税込）

ショルダープレス 型番 MG3500

価格：312,000円～（税込）

インクラインチェストプレス 型番 MG1500

価格：276,000円～（税込）

ローロウ 型番 MG2500

価格：276,000円～（税込）

リニアレッグプレス 型番 MG7500

価格：591,000円～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア
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マルチパワー 型番 MB82

価格：274,000円～（税込）

オリンピック パワーラック 型番 PG11

価格：550,000円～（税込）

アジャスタブルプーリー 型番 MB430

価格：608,000円～（税込）

クランチベンチ 型番 PA03

価格：97,000円～（税込）

スコッチベンチ 型番 PA06

価格：74,000円～（税込）

アジャスタブルベンチ 型番 PA04

フラットベンチ 型番 PG14ローワーバックベンチ 型番 PA05

価格：79,000円～（税込）

価格：73,000円～（税込）

価格：46,000円～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア
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プレートツリー

価格：38,000円～（税込）

クロムダンベル

価格：62,000円～（税込）

ダンベルラック

12～50kgダンベル 型番 GB12∼50

12～50kgダンベルラック

価格：211,000円～（税込） 価格：112,000円～（税込）

12～34kgダンベルラック

価格：51,000円～（税込）

12～34kgダンベル 型番 GB12∼34

価格：669,000円～（税込） 価格：348,000円～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア

SKILLツール

価格：￥871,000～（税込）
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チェストプレス 型番 NX20000

価格：656,000円～（税込）

アブドミナル 型番 NX20900 オーバーヘッドプレス 型番 NX20010

価格：656,000円～（税込）

アームエクステンション 型番 NX20070

価格：492,000円～（税込）

トーソ・ローテーション 型番 NX20190

価格：656,000円～（税込）

アームカール 型番 NX20070

価格：462,000円～（税込）

レッグプレス 型番 NX20040

価格：899,000円～（税込）

ヒップアブダクション/アダクション
型番 NX20180

価格：760,000円～（税込）

レッグエクステンション 型番 NX20055

価格：604,000円～（税込）

レッグカール 型番 NX20063

価格：604,000円～（税込）

グルート 型番 NX20170

価格：552,000円～（税込）

プルダウン 型番 2102D 21020H

価格：563,000円～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア

価格：517,000円～（税込）
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レッグプレス 型番 VR1 13041

価格：522,000円～（税込）

チェストプレス 型番 VR1 13000

価格：351,000円～（税込）

ラットプルダウン 型番 VR1 13130

価格：351,000円～（税込）

アブドミナル 型番 VR1 13090

価格：336,000円～（税込）

グルート 型番 VR1 13170

価格：429,000円～（税込）

ヒップアブダクション/アダクション
型番 VR1 13180

価格：429,000円～（税込）

ブラボーコンパクト 型番 18085

価格：766,000円～（税込）

スミスマシン 型番 16121

価格：455,000円～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア
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チェストプレス 型番 PL16080

価格：288,000円～（税込）

フラットベンチ 型番 16041

価格：43,000円～（税込）

アジャスタブルベンチ 型番 16161

価格：135,000円～（税込）

アブドミナルボード

価格：163,000円～（税込）

バックエクステンション

価格：115,000円～（税込）

価格：130,000円～（税込）

ウエイトツリー

価格：79,000円～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア

プリチャーカールベンチ

価格：￥136,000～（税込）

ディップチンラック

価格：￥169,000～（税込）

ダンベルラック
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トレッドミル 型番 E95TSE3HD クロストレーナー 型番 E95XSE3HD リカンベントバイク 型番 E95RSE3HD

価格：765,000円（税込） 価格：525,000円（税込） 価格：362,000円（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア

ライフサイクル 型番 IC-LFIC4B1-01

価格：￥178,000（税込）
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レッグプレス 型番 SS-SLP グルート 型番 SS-GL レッグエクステンション 型番 SS-LE

価格：487,000円～（税込）

レッグカール 型番 SS-LC

価格：448,000円～（税込）

ヒップアダクション 型番 SS-HAD ヒップアブダクション 型番 SS-HAB

価格：619,000円～（税込）

チェストプレス 型番 SS-CP ショルダープレス 型番 SS-SP アブドミナル 型番 SS-AB

トーソ・ローテーション 型番 SS-TR ロウ 型番 SS-RW トライセプス 型番 SS-ADS

中古価格：
100,000円

株式会社ウェルネスフロンティア

価格：418,000円～（税込）

価格：418,000円～（税込） 価格：418,000円～（税込）

価格：448,000円～（税込）
価格：448,000円～（税込） 価格：448,000円～（税込）

価格：487,000円～（税込） 価格：448,000円～（税込） 価格：418,000円～（税込）
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プルダウン 型番 SS-PD アシストディップチン 型番 SS-ADC ペクトラルフライ/リアデルト 型番 SS-FLY

株式会社ウェルネスフロンティア

価格：439,000円～（税込） 価格：448,000円～（税込） 価格：439,000円～（税込）

16



トレッドミル 型番 T7Xe

価格：372,000円（税込）

トレッドミル 型番 T7Xi アセントトレーナー 型番 A7X

レッグプレス 型番 G7-S70リカンベントバイク 型番 R7xi

アブダクターアダクター 型番 VS-S74 レッグエクステンション 型番 G7 レッグカール 型番 G7-S711

レッグカール 型番 G7-S72

株式会社ウェルネスフロンティア

価格：701,000円～（税込） 価格：387,000円～（税込）

アセントトレーナー 型番 A7xi

価格：￥615,000（税込） 価格：415,000円～（税込）

価格：225,000円～（税込） 価格：331,000円～（税込） 価格：331,000円～（税込）

価格：331,000円～（税込）

価格：466,000円～（税込）
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チェストプレス 型番 G7-S13

シーテッドロー 型番 G7-S34

価格：￥331,000～（税込）

ロータリートルソー 型番 G7-S55

価格：￥376,000～（税込）

アブドミナルクランチ 型番 G7-S51

価格：￥331,000～（税込）

バックエクステンション 型番 G7-S52

価格：￥331,000～（税込）

ラットプルダウン 型番 G7-S23

価格：￥356,000～（税込）

ショルダープレス 型番 G7-S23

価格：￥331,000～（税込）

価格：￥331,000～（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア
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ダンベル1㎏～10㎏ ダンベル12㎏～30㎏ ダンベルツリー

株式会社ウェルネスフロンティア

価格：265,000円～（税込）価格：73,000円～（税込）

価格：43,000円～（税込）

ダンベルラック

価格￥103,000～（税込）
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エスカレート 型番 550Ce

価格：900,000円（税込）

価格：519,000円（税込）

ストレッチマシン4種 アブドミナル 型番 RS-1601

価格：1,019,000円（税込） 価格：￥357,000

価格：605,000円（税込）

トレッドクライマー 型番 8-TH

ゼロランナー 型番 ZR7 ラテラルエックス 型番 LX8000 LED

価格：429,000円（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア
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日焼けマシン 型番 SUN SHOWER 28V

価格：974,000円（税込）

コラーゲンマシン 型番 SEECRET C250

価格：1,119,000円（税込）

酸素BOX 型番 O2ボックス

価格：2,080,000円（税込）

株式会社ウェルネスフロンティア
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