
Peak Pilates は米Mad Dogg Athletics® 社が提供しており、世界 21ヶ国に

展開している国際的なピラティスブランドです。

姿勢改善、柔軟性向上、ストレス解消など多くの効果が期待でき、日々の生活をよ

り快適なものにします。女優やモデルなどに人気でしたが現在はピラティス専用ス

タジオも誕生しており一般の方の利用者も年々増えています。　　

弊社は 2013 年 10 月に米Mad Dogg Athletics® 社と日本正規代理店契約を締

結いたしました。フィットネスマシン専門商社として培ったノウハウをもとに皆さま

へより良い製品、より良いサービスをお届けいたします。

販売からアフターサービスまで、すべて私たちにお任せください。　

TEL：03-5654-2470　FAX：03-56542471
Mail：info@hirotec.biz

ピラティススタジオ・インストラクター養成はこちら

一般社団法人 ピラティスアライアンス会
Peak Pilates日本正規代理店

URL：https://www.pilates-all.com/



The Peak Pilates Story
　～ピークピラティスの誕生～

Innovative Equipment
　～革新的な機器～

約 25 年前、米コロラド州の

雄大なロッキー山脈に囲まれて

Peak Pilates は誕生しました。

それは、２つのインスピレーションによるものでした。

  山々の清純な美しさ
  ジョセフ・ピラティス氏による時代を超越したデザインと運動原理

今日、私たちはそれらのインスピレーションを織り交ぜながら、世界で最もエレガントな

ピラティスマシンと優れたインストラクター教育を提供しています。

Peak Pilates は、ジョセフ・ピラティス氏の

独創的で天才的な設計にコミットしながら

それらを現代のテクノロジーと融合することに

取り組んでいます。

その結果、耐久性に優れた自然木材のハンドクラフトから、

多彩な機能性を有するメタリックデザインまでが共存したシリーズが誕生しました。

Peak Pilates は、卓越したマシンの性能、汎用性、安全性を兼ね備え、

ユーザーの皆様に上質で優雅なピラティスライフをお約束します。

HIROTEC は 2013 年より米国Mad Dogg Athletics® 社と契約と締結し、Peak Pilates の日本正規代理店をしております。



▷ 重量
138.1kg

▷ サイズ
長さ260.4cm × 幅75.0cm × 高さ194.3cm

▷ シート高さ
39.4cm

▷ シート高さ
66cm

▷ 重量
101.7kg

▷サイズ
長さ264.0cm × 幅74.0cm × 高さ196.0cm

製品一覧（リフォーマーシリーズ）

▷ サイズ
長さ233.7cm × 幅76.2cm × 高さ213.4cm

PPSデラックスリフォーマー

Mveリフォーマー＋タワーシステム

アーティストリーコンバーチブル



▷ サイズ
長さ228.6cm × 幅64.04cm × 高さ190.5cm

▷ シート高さ
36.83cm

▷ シート高さ
40.6cm

▷ シート高さ
61cm

▷ 重量
174kg

▷ サイズ
長さ236.2cm×幅68.6cm×高さ182.9cm

製品一覧（リフォーマーシリーズ）

▷ サイズ
長さ213.0cm × 幅66cm × 高さ213cm

アーティストリーFWS

アーティストリーTWS

クラシックキャデラック



製品一覧（チェア、バレル等）

▷ サイズ 
[ハイチェア使用時]

長さ75.0cm×幅49.0cm×高さ164.0cm

[ローチェア使用時]（シート付）

長さ75.0cm×幅49.0cm×高さ66.0cm

▷ 重量 
[シングルペダル]

16.4kg

[スプリットペダル]

17.7kg

ハイ/ローチェア Mveチェア

▷ サイズ 
長さ71.0cm×幅55.0cm×高さ57.0cm ▷ サイズ 

[ラダー椅子]

幅76.0cm×高さ96.0cm

[バレル]

長さ50.0cm×幅56.0cm×高さ90.0cm

ワンダーチェア ハイラダーバレル

▷ サイズ 
[フレーム]

長さ47.0cm幅48.0cm高さ23.0cm

4:長さ47.0cm幅43.0cm高さ10.0cm

6:長さ47.0cm幅43.0cm高さ15.0cm

8:長さ47.0cm幅43.0cm高さ20.0cm

▷ サイズ 
[クラシックスパインコレクター]

長さ71.0cm幅47.0cm高さ29.0cm弧6in.

[プレミアスパインコレクター]

長さ71.0cm幅47.0cm高さ32.0cm弧8in.

インステップバレルシステム クラシックスパインコレクター
プレミアスパインコレクター

▷ サイズ 
[全体]

幅45.0cm×高さ206.0cm

[ベース]

長さ47.0cm×幅47.0cm高さ4.0cm

▷ 重量 
[マウンティングプレート使用時]

幅64.0cm×高さ20.0cm

ペッドオープル DXウォールシステム



Peak Pilates 製品の各種アクセサリーも取り扱っております。

掲載していない製品も多数ございますのでお気軽にお問合せください。 

Peak Pilates 製品の各種アクセサリーも取り扱っております。

掲載していない製品も多数ございますのでお気軽にお問合せください。 

Accessories
アクセサリーアクセサリー

ロングショートボックス

リフォーマーアクセサリーパッケージ

クラシックフットコレクター

ダブルループ

プレミアム
レザースイベルハンドル

ショートボックスバー ゴンドラバー Mve用チェアハンドル チェアハンドルキット

シープスキン
ハンギングストラップ

シープスキンフットループ
シープスキン

レザーストラップカバー
（ハンドルは含まれません）

プレミアム
レザープライマリーストラップ

（ハンドルは含まれません）

フットループ セーフティストラップ ネオプレンハンドル ロープASSY（ペア） トラペーズストラップ

サイドスプリットプラットフォーム ジャンプボード ラップアラウンドストラップ

サンドバッグセット ノンスリップパッド パワーサークルⅢ

ネックピロー ヘッドサポートピロー ロングボックスサポートピロー パッドリフトサポート



パーツの消耗や破損が生じた際はご相談ください。パーツの取寄せから現地交換作業まで幅広く承っております。

掲載していない製品も多数取り扱っておりますのでお気軽にお問合せください。

パーツの消耗や破損が生じた際はご相談ください。パーツの取寄せから現地交換作業まで幅広く承っております。

掲載していない製品も多数取り扱っておりますのでお気軽にお問合せください。

Replacement Parts
交換パーツ

各種スプリングの取り扱いあります！

メインホイールキャリッジ ホイールフットASSY 1.5インチ水平ホイール フィンガーガード（左右各種）

リフォーマー５スプリングキット各種 ダブルエンドクリップ セーフティーリンク クイックスナップリング

メタルリフォーマースプリング各種 （青、黄、赤）

スタジオリフォーマースプリング各種 （青、黄、赤）

スタジオレッグスプリング

スタジオチェア＆トラピーズスプリング

スタジオアームスプリング

Mveチェアースプリング

メタルタワープッシュスルースプリング

メタルタワーレッグスプリング メタルタワーアームスプリング

各パーツ取寄せ可能です！

在庫品もございますので

お気軽にお問合せください。

各パーツ取寄せ可能です！

在庫品もございますので

お気軽にお問合せください。



Peak Pilates商品
修理・点検費用の価格表

修理作業費用修理作業費用

点検作業費用点検作業費用

1台目1 台目

2 台目～2 台目～

1 台目1 台目

2 台目～2 台目～

出張交通費出張交通費

主な点検内容主な点検内容

交換部品代交換部品代

出張交通費出張交通費

主な修理内容主な修理内容

¥15,000 ～ / 台（税抜）遠方の場合、別途お見積もりいたします。¥15,000 ～ / 台（税抜）遠方の場合、別途お見積もりいたします。

¥10,000 ～ / 台（税抜）遠方の場合、別途お見積もりいたします。¥10,000 ～ / 台（税抜）遠方の場合、別途お見積もりいたします。

¥7,000- / 台（税抜）遠方の場合、別途お見積もりいたします。¥7,000- / 台（税抜）遠方の場合、別途お見積もりいたします。

別途お見積もりいたします。別途お見積もりいたします。

・各種ボルトの緩み確認、動作確認・スプリング、ロープ等の確認

・キャリッジ、レールの清掃・可動部の注油

・各種ボルトの緩み確認、動作確認・スプリング、ロープ等の確認

・キャリッジ、レールの清掃・可動部の注油

※上記修理、点検作業価格は平日（月～金曜日）9:00～18:00 の作業となります。※上記修理、点検作業価格は平日（月～金曜日）9:00～18:00 の作業となります。

土日祝、18:00 以降の夜間、及び 9:00 以前の早朝は別途料金が掛かります。土日祝、18:00 以降の夜間、及び 9:00 以前の早朝は別途料金が掛かります。

¥7,000- / 台（税抜）遠方の場合、別途お見積もりいたします。¥7,000- / 台（税抜）遠方の場合、別途お見積もりいたします。

部品代は別途ご案内させていただきます。
※故障部品を引き取り処分する場合、別途費用が掛かります。

部品代は別途ご案内させていただきます。
※故障部品を引き取り処分する場合、別途費用が掛かります。

別途お見積もりいたします。別途お見積もりいたします。

・部品交換　・調整　・簡易点検・部品交換　・調整　・簡易点検



その他お知らせ

有限会社ヒロテック
TEL：03-5654-2470　FAX：03-56542471
Mail：info@hirotec.biz

Peak Pilates日本正規代理店

納品納品

輸送方法輸送方法

アフターサービスアフターサービス

改良、変更改良、変更

・Peak Pilates 製品は注文後に海外発注となり、メーカーに支払いを済ませる為、

  ご注文を受け付けた後のキャンセルはお受け致しかねます。

・メーカーの在庫状況ならびに国際貨物（船便）の為、商品の納期が予定より大幅に遅れる可能性がございます。

  予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

・Peak Pilates 製品は注文後に海外発注となり、メーカーに支払いを済ませる為、

  ご注文を受け付けた後のキャンセルはお受け致しかねます。

・メーカーの在庫状況ならびに国際貨物（船便）の為、商品の納期が予定より大幅に遅れる可能性がございます。

  予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせの際に必ずご確認下さい。お問い合わせの際に必ずご確認下さい。

一部在庫品もございますが、受注後に米国より取り寄せとなりますので注文日から通

常約 2～ 3 ヶ月でお送りいたします。但し、生産及び国際輸送の都合により納期が

更に掛かる場合もございます。

都度進捗状況をお知らせさせていただきますが、詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

大型商品の場合、別途輸送方法等のお打ち合わせをさせていただきます。

又、商品の組み立て、設置のご相談も承ります。

保証期間内は無償でアフターサービスを致します。

（お客様の誤使用、破損、改良等による不具合は除く。保証期間は製品により異なり

ますので、あらかじめご確認ください）

保証期間が過ぎた場合も有償にて部品交換、修理、点検等を承ります。お気軽にお問

い合わせ下さい。

メーカーの都合により、予告なく部品の形状、色、デザインの改良や変更が

行われる場合があります。

又、為替の変動、材料の原価変動により価格が変わる可能性があります。


