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消　耗　品
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Marketing Catalog

専用結果用紙　I　電解ティッシュ　I　ロールペーパー　I　LookinBody Web案内紙　I　測定案内冊子



・基本枠がカラー印刷されており、測定値とグラフのみが白黒で印刷されます。
・結果用紙の裏面は、測定項目に対する詳細な説明が印刷されています。
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専用結果用紙

品　　番 : RST-○○○-D
販売単位 : 1000枚 /1箱
製品規格 : A4(W210×L297mm)
定　　価 : 20,000円 (税抜)

送　　料 : 無料

表面 裏面

＊ ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。
＊ 販売が終了した機種の結果用紙も取り扱っています。

＊

専用結果用紙　I　電解ティッシュ　I　ロールペーパー　I　LookinBody Web案内紙　I　測定案内冊子

・乾燥状態の皮膚に水分と電解質を供給することで、通電性を改善できます。
・抗菌剤が含まれているので、電極接触部位の消毒に便利です。

電解ティッシュ

Tissue material  Spun-laced Non-woven fabric
Liquid ingredients  NaCl 0.9%, Antimicrobial
Manufactured by  InBody Co.,Ltd.
Warnings
・ Single use only. Reuse may cause contamination.
・ Avoid direct sunlight and keep at room temperature. 
・ Product must be used for intended purposes only. 
・ Keep out of reach of children. 
・ When using product, do not use in or near eyes. 
　In case of contact, rinse eyes thoroughly with water.
・ Discontinue use and consult physician if irritation or rach occurs. 

Prior to each InBody test, please wipe hands and feet 
with InBody tissue for enhanced electrical conductivity 
and to reduce surface bacteria.

Directions For Use

Antibacterial Enhanced Electrical
Conductivity

Expiration date  3 years from the date of production

品　　番 : TISIBY-E
販売単位 : 300枚 /1箱
製品規格 : W100×L80mm
液体成分 : 塩化ナトリウム0.9%、抗菌剤
定　　価 : 6,000円 (税抜)

送　　料 : 無料
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表面 裏面

品　　番 : INTWEB-E
販売単位 : 500枚 /1箱
製品規格 : A5(W148×L210mm)
定　　価 : 4,000円 (税抜)

送　　料 : 1,000円 (税抜)

・InBodyをクラウドに接続して使用する場合、専用アプリの操作・登録手順を簡単に案内する紙です。
・机の上で使用できる卓上タイプのカタログスタンド(200部収納)が付いています。

LookinBody Web案内紙

専用結果用紙　I　電解ティッシュ　I　ロールペーパー　I　LookinBody Web案内紙　I　測定案内冊子

品　　番 : RSTTPT-R
販売単位 : 4巻 /1箱
製品規格 : W58×Φ40mm
対応機種 : S10(60回)、 470(66回)、370(69回)、 
270(66回)、BSM370(BMI 329回、身長のみ 
494回)/1巻
定　　価 : 3,000円 (税抜)

送　　料 : 1,000円 (税抜)

・感熱紙なので専用結果用紙に比べてランニングコストを抑えることができます。
・InBody専用のサーマルプリンターに対応しています。

ロールペーパー

＊括弧内は印刷回数であり、使用状況によって異なります。

＊
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・InBody測定の必要性と測定項目の意味、測定方法などを測定者向けに分かりやすく説明した冊子です。
・机の上で使用できる卓上タイプのカタログスタンド(25部収納)が付いています。

測定案内冊子：配布用

品　　番 : TXT○○○-E
販売単位 : 100部 /1箱
製品規格 : A5(20ページ)
定　　価 : 6,000円 (税抜)

送　　料 : 1,000円 (税抜)

＊ ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。
＊ 無料サンプルをご希望の方は、 03-5875-5780
    までお問い合せください。

＊ 無料サンプルをご希望の方は、 03-5875-5780
    までお問い合せください。

＊

品　　番 : TXTCLI-E
　　　　  TXTFIT-E
　　　　  TXTNUR-E
　　　　  TXTCOP-E
販売単位 : 100部 /1箱
製品規格 : A5(16ページ)
定　　価 : 6,000円 (税抜)

送　　料 : 1,000円 (税抜)

専用結果用紙　I　電解ティッシュ　I　ロールペーパー　I　LookinBody Web案内紙　I　測定案内冊子

・該当分野におけるInBody測定の必要性と測定項目の意味などを漫画で分かりやすく説明した冊子です。
・机の上で使用できる卓上タイプのカタログスタンド(25部収納)が付いています。

測定案内冊子：分野別

企業・健康相談室(品番 : TXTCOP-E)

イ

ラス
トでよく分かる

健康な生活を送るために、筋肉量や体脂肪量な
ど体成分の管理はとても大事です。ぜひInBody
測定から生活習慣の改善を始めてください。

InBody測定
ガイドブック

InBody測定
ガイドブック

企業

高齢者施設 (品番 : TXTNUR-E)

クリニック( 品番 : TXTCLI-E) フィットネス ( 品番 : TXTFIT-E)
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オ　プ　シ　ョ　ン

専用移動用カート　I　サーマルプリンター　I　専用携帯用バッグ　I　専用支持台　I　バーコードリーダー　I　ハードケース

Marketing Catalog
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・InBodyに接続するだけでスペースの狭い場所でも測定結果の印刷ができます。
・熱転写式プリンターなので、トナーやインクが必要ありません。

サーマルプリンター

・InBodyを専用のカートに取り付けることで、バッグに収納する手間を省くことができます。
・キャスターが付いているので、より自由に施設内を移動することができます。

専用移動用カート

＊1 本体を取り付けてない、カートのみの寸法です。
＊2 離島・郡部及び中継地域によって送料が異なります。

品　　番 : CRTS10-A
製品規格 : W550×L550×H1200mm
対応機種 : InBody S10
定　　価 : 85,000円 (税抜)

送　　料 : 別途お問い合わせ＊2

＊1

＊ ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

品　　番 : TPT○○○-A
製品規格 : W87×L127×H107mm
対応機種 : InBody470/270
定　　価 : 36,000円 (税抜)

送　　料 : 1,000円 (税抜)

＊

専用移動用カート　I　サーマルプリンター　I　専用携帯用バッグ　I　専用支持台　I　バーコードリーダー　I　ハードケース



・お年寄りや体の不自由な方も安心して InBodyに乗ることができます。
・InBodyの背面に設置して、体重計に乗り降りする際に使用します。※測定中は使用しません。

専用支持台

08

・折り畳んだ InBodyを収納して、安全且つ簡単に持ち運ぶことができます。
・電源コードやサーマルプリンターも一緒に収納できるため、移動や保管に便利です。

専用携帯用バッグ

＊ ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

品　　番 : BAG○○○-A
製品規格 : W820×L360×H270mm
対応機種 : InBody470/270
定　　価 : 25,000円 (税抜)

送　　料 : 1,500円 (税抜)

＊

品　　番 : SPTIBD-A
製品規格 : W794×L600×H900mm
対応機種 : 全機種対応(立位タイプ)
定　　価 : 38,000円 (税抜)

送　　料 : 別途お問い合わせ

専用移動用カート　I　サーマルプリンター　I　専用携帯用バッグ　I　専用支持台　I　バーコードリーダー　I　ハードケース

＊ 離島・郡部及び中継地域によって送料が異なります。

＊



・InBody本体のUSBポートに直接接続して使用します。
・バーコードの読取でIDが自動入力されるので、入力間違いの防止に便利です。

バーコードリーダー

・キャスターが付いているので、持ち運びや移動に便利です。
・InBody専用の緩衝材が入っているので、宅配便による運送ができます。

ハードケース
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品　　番 : BARINB-A
製品規格 : W62.2×L165.3×H31.4mm
対応機種 : 全機種対応
定　　価 : 50,000円 (税抜)

送　　料 : 1,000円 (税抜)

＊1 ○○○は該当する InBody の機種が入ります。
＊2 InBodyの機種によって金額が異なるので、別途お問い合わせください。
＊3 離島・郡部及び中継地域は料金が異なります。

＊1 表示価格は専用のハンズフリースタンドと、出荷時設定費用が
　  含まれています。

品　　番 : HDC○○○-A
製品規格 : 機種により異なります
対応機種 : InBody770/570/470/270
定　　価 : 別途お問い合わせ
送　　料 : 別途お問い合わせ＊3

＊2

＊1

＊1

専用移動用カート　I　サーマルプリンター　I　専用携帯用バッグ　I　専用支持台　I　バーコードリーダー　I　ハードケース
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集　客　促　進　ツ　ー　ル

ポスター　I　スタンドバナー　I　フロアマット　I　フライヤー　I　リーフレット

Marketing Catalog
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ポスター　I　スタンドバナー　I　フロアマット　I　フライヤー　I　リーフレット

PST-1 PST-2

PST-3 PST-4

・人目に付きやすい場所にポスターを貼ることで、InBody
  測定を促す効果が期待できます。
・必要な部数を 1枚単位で発注することができます。
＊InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。
＊納期は在庫によって異なるので、お問い合わせください。

ポスター

品　　番 : PST-○○○-○
販売単位 : 1枚
製品規格 : B2(W515×L728mm)
定　　価 : 2,000円 (税抜)

送　　料 : 1,000円 (税抜)

＊ ○○○は該当する InBody の機種とポスターの種類が入ります。

＊

体重

筋肉量

体脂肪量

低 標準 高

体重

筋肉量

体脂肪量

低 標準 高

体重

筋肉量

体脂肪量

低 標準 高
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スタンドバナー

品　　番 : STB-○○○-○
販売単位 : 1セット
製品規格 : W850×L200×H2000mm
定　　価 : 30,000円 (税抜)

送　　料 : 1,500円 (税抜)

ポスター　I　スタンドバナー　I　フロアマット　I　フライヤー　I　リーフレット

STB-1 STB-2

STB-3 STB-4

＊ ○○○は該当する InBody の機種とポスターの種類が入ります。

・クロス生地などの布製で作られているため、軽量で柔ら
  かく、簡単に設置することができます。
・ロールアップ式のスタンドバナーなので、収納や保管、持ち   
  運びに便利です。
・収納バッグ(規格 : W230×L110×H920mm)が付属します。
＊InBodyのイメージや結果用紙は機種毎に異なります。
＊納期は在庫によって異なるので、お問い合わせください。

＊

企業ロゴ

03-5875-5780

www.inbody.co.jp

inbody@inbody.co.jp

企業ロゴ

下半身の筋肉量が少ないと...

・歩行速度が遅くなり、転倒骨折の
　原因となります。
・血行が悪くなり、関節痛や腰痛の
　原因となります。
・サルコペニア(筋肉減少症)の発症
　リスクとなります。

筋肉量が多いと...

・骨格筋も比例して多いため、骨盤の
　歪みや猫背の予防になります。
・基礎代謝量が上がるため、体重調節
　が容易になります。
・免疫力が高まり、風邪や病気等の
　予防になります。

黒色のグラフ・・・上の黒い グラフは身長とBMIを用いた標準
体重を基準に評価しています。標準体重で持つべき理想的な
筋肉量と比べることで、現在の筋肉量の発達程度を確認すること
ができます。

灰色のグラフ・・・下の灰色のグラフは測定した現在体重を基準
に評価しています。現在体重で持つべき理想的な筋肉量と比較
することで、体重に対して筋肉量が足りているか確認することが
できます。
　

部位別筋肉量

体の筋肉は量だけでなく、上下・左右のバランスも大切です

ID 身長 年齢 測定日時

体成分履歴Body Composition History

体重
Weight

細胞外水分比
ECW/TBW

筋肉量
Soft Lean Mass

体脂肪率
Percent Body Fat

体水分均衡ECW/TBW Analysis

細胞外水分比
ECW/TBW

低 標準 高

肥満指標 Obesity Index Analysis

BMI
Body Mass Index

体脂肪率

低 標準

Percent Body Fat

高

性別

体成分分析Body Composition Analysis 

筋肉-脂肪 Soft Lean-Fat Analysis

体重
Weight

体水分量
Total Body Water

タンパク質量
Protein

ミネラル量
Minerals

体脂肪量
Body Fat Mass

筋肉量
Soft Lean Mass

体脂肪量
Body Fat Mass

低 標準 高

部位別筋肉量 Segmental Lean Analysis

右腕
Right Arm

左腕
Left Arm

体幹
Trunk

右脚
Right Leg

左脚
Left Leg

低 標準 高 ECW/TBW

測定値 体水分量 筋肉量 除脂肪量 体重

やや高

骨外ミネラル量

Copyright    1996～by InBody Japan Inc.All rights reserved. IR-JPN-770R-170101

筋肉・脂肪

筋肉量と体脂肪量が体重に対して適切であるかを、
棒グラフで表示します。グラフの先端の形から体型が
視覚化できます。

部位別筋肉量

筋肉量を四肢と体幹の部位別に測定し、標準体重と
現在体重の2つの基準から各筋肉の発達具合をグラフで
提供します。

部位別体脂肪量

部位別の体脂肪量を分析する項目です。グラフの長さは
標準体重に対する体脂肪量の多さを表します。

筋肉・脂肪

筋肉量と体脂肪量が体重に対して適切であるか
を、棒グラフで表示します。グラフの先端の形から
体型が視覚化できます。

部位別筋肉量

筋肉量を四肢と体幹の部位別に測定し、現在体重に対し
て適切かどうかを表示します。上下半身の筋肉の発達程
度や左右の均衡が分かります。

部位別体脂肪量

部位別の体脂肪量を分析する項目です。身体のどの部位
に体脂肪が多く溜まっているか分かります。

筋肉・脂肪

Copyright    1996～by InBody Japan Inc.All rights reserved. IR-JPN-470R-170101

全体最近

体重が標準でも筋肉と体脂肪のバランスが重要です。

I タイプ (普通型)

体重・筋肉量・体脂肪量の全てが標準で、体成分の均
衡が取れている状態です。今でも十分に健康的な体型
ではありますが、筋肉量を増やすことで、より理想的な
体型になります。

Dタイプ (強靭型)

体重と体脂肪量は標準で筋肉量の多い、運動選手で
みられる理想的な体型です。この状態を維持するこ
とが最善と言えますが、過度に体脂肪が少ないと体
によくありません。

Cタイプ (肥満型)

標準体重ですが、筋肉量と体脂肪量の均衡が取れ
ていない隠れ肥満体型です。運動不足の現代人に多く
みられる体型で、見た目は普通ですが、筋肉量と体脂
肪量は改善が必要です。
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・靴や靴下を脱ぐ際に足が床につかないので清潔です。
・マット表面はラバーシートで加工されているので、防水・防塵機能があります。

フロアマット

品　　番 : FMT-○
販売単位 : 1枚 /1セット
製品規格 : W600×L400mm
材　　質 : ポリ塩化ビニル
定　　価 : 6,000円 (税抜)

送　　料 : 1,000円 (税抜)

ポスター　I　スタンドバナー　I　フロアマット　I　フライヤー　I　リーフレット

＊ ○は該当するカラーが入ります。

＊

FMT-RFMT-BFMT-G
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ポスター　I　スタンドバナー　I　フロアマット　I　フライヤー　I　リーフレット

品　　番 : LFT-○○○-1
販売単位 : 500枚 /1セット
製品規格 : W100×L210mm
定　　価 : 20,000円 (税抜)

送　　料 : 1,000円 (税抜)

＊ ○○○は該当するInBodyの機種と番号が入ります。
＊ InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。
＊ 納期は別途お問い合わせください。
＊ 無料サンプルをご希望の方は、 03-5875-5780まで
    お問い合せください。

＊

品　　番 : FLY-○○○-○
販売単位 : 500枚 /1セット
製品規格 : W108×L276mm
定　　価 : 10,000円 (税抜)

送　　料 : 1,000円 (税抜)

＊ ○○○は該当するInBodyの機種と番号が入ります。
＊ InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。
＊ 納期は別途お問い合わせください。
＊ 無料サンプルをご希望の方は、 03-5875-5780まで
    お問い合せください。

＊

・測定の必要性や 1回の測定で分かる情報を簡単に伝えられます。
・裏面下段にご希望の情報やメッセージを入れられます。 (例. ロゴ、連絡先、体験案内情報等)

フライヤー

・InBody測定を中心に施設の宣伝ができる3つ折り広告紙です。(展開時規格 : W297×L210mm)
・表面中央と中面左上にご希望の情報やメッセージを入れられます。(例. ロゴ、連絡先、体験案内情報等)

リーフレット

FLY-1 FLY-2 裏面



Copyright©  1996～ by InBody Japan Inc. All rights reserved. IC-JPN-MARKETING CATALOG-210201

東 京 本 社　　 〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル
　　　　　　　  　Tel 03-5875-5780　　Fax 03-5875-5781　
大阪営業所　 　Tel 06-6155-6937　　Fax 06-6155-6938
仙台営業所　 　Tel 022-302-6301　　Fax 022-302-6302
名古屋営業所　 　Tel 052-684-9616　　Fax 052-684-9617
広島営業所　　 Tel 082-236-7630　　Fax 082-236-7631
松山営業所　　 Tel 089-948-9073　　Fax 089-948-9074
福岡営業所　　 Tel 092-292-1766　　Fax 092-292-1776

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。

株式会社インボディ・ジャパン     www.inbody.co.jp

外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証

QRコードを読み取ると、製品紹介や
結果用紙の見方をYouTubeで見ることができます




