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多数のメディア掲載 Over 31.5 mio views



商品概要

■機能
ICAROSに乗って、VRヘッドセットに映し出されるバーチャル
リアリティーを、全身で操作しながら、筋肉トレーニングしま
す。体幹・肩の筋肉を鍛え、バランス能力、ボディーコント
ロールを強化します。

商品名: ICAROS Pro
・イカロス本体
・コントローラ（センサー内臓）
・VRヘッドセット(Samsung Gear)*
・ICAROS Flight ゲーム

*スマートフォン本体は別売り, Galaxy S7/S8

■本体購入価格

ICAROS Pro：国内販売価格　160万円（消費税別途）

※上記価格には、国内の配送費、搬入・設置費用は 含まれておりません。
※スマートフォンまたは他の対応ヘッドマウントディスプレイ、パソコン、

別画面表示用モニタ等の運用資機材が別途必要となります。



ICAROSゲーム

■ Flight (無料で付いてきます)
丘の上を飛びながらレースやバトルができます。
２人プレイで競争できます。
https://www.youtube.com/watch?v=GqphhqwEnl4

■ AIM(新作) (オプショナル)
息を呑むようなアルプスの景色の中でフライトを楽しめます。1分間から3分
間の制限時間の中で、高いスコアを獲得して行きます。
https://youtu.be/sOWoiZsVo2o

■ Gravity (オプショナル)
重力で宇宙から地球に落ちていく感覚で降下しながら左右、前後に体を
傾け、スペースシップなどの障害物を撃つことができます。
https://www.youtube.com/watch?v=167j4kR2o_8

■ Deep (オプショナル)
海の中を潜水しながら、魚や哺乳類を発見したり、
探検体験などができます。
https://www.youtube.com/watch?v=-wCwB-fUMtU

ゲームコンテンツ

https://www.youtube.com/watch?v=GqphhqwEnl4
https://youtu.be/sOWoiZsVo2o
https://www.youtube.com/watch?v=167j4kR2o_8
https://www.youtube.com/watch?v=-wCwB-fUMtU


https://youtu.be/oesn33r-n8I

オンラインゲーム
「ICARACE」(イカレース)
グローバルオンライン対戦ゲーム
世界中の方と一緒にフィットネスしながらオンライン
上でレース対戦ができます。世界チャンピオンシップ
に参加して、トロフィーを目指しましょう！
https://youtu.be/oesn33r-n8I

https://youtu.be/oesn33r-n8I


２人プレイヤーに対応
ICAROSでは、2人プレイでレース対戦ができます。
一緒に楽しくフィットネスしながら、競争できます。



モニターバージョン
VRヘッドセットなしでもプレイできます。

お客様に簡単に使っていただけます。



ICAROS
ゲーム

ICAROSの仕組み

コントローラ
(モーションセンサー内臓)

挿入

Wi-Fi
Samsung Gear VR

Galaxy S6,S7,S8

ICAROS Pro

Bluetooth

*モニターからも
ご視聴いただけます。

電源コードが付いていない
VRマシーン

必要な物は、Wi-Fi環境のみ

Wi-Fi

ICAROS PRO サイズ

長さ：1,62m to 1,93m

幅 ：95,2cm

高さ：96cm

重さ：124kg



ヘッドマウントディスプレイ
ICAROSに対応

Samsung Gear VR Oculus RiftHTC Vive



膝立ちプランク（体幹トレーニングの姿勢）
・膝を床に付けてプランク
・時間: 1分間

ICAROS上のプランク
・テストゲーム
・時間: 1分間
・スタンダードの位置

原本の資料がございますので、ご希望の際はお問い合わせ下さい。

体幹トレーニングのプランク VS イカロス
ドイツ、ミュンヘン工科大学で検証



平均年齢: 24,6歳

フィットネスレベル: 中級と並

テストを行った被験者

ミュンヘン工科大学の研究結果

原本の資料がございますので、ご希望の際はお問い合わせ下さい。



ICAROSでのプランク

膝立ちプランクと比べて、

ICAROSは、３０％多くのカロリーを消費する。
+30%
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ミュンヘン工科大学の研究結果

原本の資料がございますので、ご希望の際はお問い合わせ下さい。

膝立ちプランク

結果



結果

膝立ちプランクと比べて、

ICAROSは、２倍の筋肉を使っている。
+100%
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ミュンヘン工科大学の研究結果

原本の資料がございますので、ご希望の際はお問い合わせ下さい。

ICAROSでのプランク膝立ちプランク



ICAROSでの運動

女性の前部三角筋が、
より効果が大きい。

ミュンヘン工科大学の研究結果

原本の資料がございますので、ご希望の際はお問い合わせ下さい。



僧帽筋の下行部

三頭筋

半腱様筋

膝立ちプランクと比べた筋肉刺激のレベル

強い
中間
弱い

筋肉刺激レベル1



外腹斜筋

大胸筋

三角筋前部

膝立ちプランクと比べた筋肉刺激のレベル

強い
中間
弱い

筋肉刺激レベル2



人口の 腰痛

運動不足 | 体幹が弱い・不安定

体力がつく | 体が安定 |コーディネーション能力向上

イカロス・プランクで
改善できます:

人生で一度は

を経験してる

腰痛改善



85%の人口が、人生で一度腰痛に悩んでいる。
腰痛は、体幹筋肉が弱いと引き起こされる。

医者の推薦:
・日常的に運動する
・推薦される運動:プランク
・動きのあるプランク

(静止状態のプランクより体幹筋がより活性化するので、とても効果がある)

腰痛に対する効果

【腰椎疾患の患者にイカロスを使用して、治療効果を検証しました】
ドイツのアウグスブルク大学の研究結果

検証:
リハビリ中の腰椎疾患の患者を対象

A:イカロスを取り入れて運動したグループ
B:イカロスを取り入れないで運動したグループを比較

結果:
・A グループでは明らかに大きな改善が見られ、イカロスは腰痛治療にも効果的であると証明。
・Aグループの患者より、イカロスで楽しく運動することができた、運動のモチベーションが向上したとの感想。

ドイツのアウグスブルク大学の研究結果

原本の資料がございますので、ご希望の際はお問い合わせ下さい。



導入施設一覧
導入台数 : 約60台 (これから導入予定含む)

東京都

Gram Gym (フィットネスジム)

Personal Body Lab (フィットネスジム)

ヒュージョン (フィットネスジム)

新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 (フィットネスジム)

Fun and Body (フィットネスジム&ショールーム)

アイ・カフェ (ネットカフェ)

GINZA SIX店 BEAUTY TERRACE GINZA (サロン)

VR Park Tokyo (ゲーム開発)

神奈川県

ボディエンス (フィットネスジム)

ザ・サードプラネット (フィットネスジム)

ユニバーサルアーツ (リハビリ施設)

新潟県

アリエント (フィットネスジム)

岩手県
リボーンフィットネス(リハビリ特化型デイサービスとフィットネスジム)

秋田県
ゆり整骨院 (整骨院 )

愛知県
エナジーメンバーズクラブ (フィットネス)

ヘルシーラボ (フィットネス)

兵庫県
コサナテニスアカデミー (テニススクール)

加圧スタジオTOPRUN (フィットネス)

福岡県
ドリームフィット (VRフィットネス)

久山温泉 (ホテル)

S.Bフィットヒナタ吉塚店 (フィットネス)

長崎県
ほっとキッチン (社員用フィットネス)

沖縄県
ホテル日航アリビア (ホテル)

上記以外、導入されている個人様・施設/これから導入される施設がございます。



導入例

整骨院
・加圧トレーニングのスタジオにイカロスを導入して、体幹筋肉のトレーニングに導入。
・筋力維持・強化のトレーニングのため導入。

整形外科院
・個人用の筋肉トレーニングに導入。患者の手術前後の筋肉トレーニングにも使用。
イギリスの整形外科医 Dr. Philip Heaton、イカロスで手術前に体幹やコーディネーション能力を強化。手
術前にイカロスを使用後、手術後の身体の機能回復が早く、患者に効果があると報告。
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-5165139/We-test-new-Virtual-Reality-fitness-
machines.html
(英語の記事になりますが、ご不明な点ございましたら、ご連絡下さい。)

リハビリ施設
・リハビリトレーニングでは、つらくて単調なトレーニングが多いため、若い人にも継続してトレーニングしてもらえるよう導入。
・イカロスを体験した理学療法士の方が、体幹・コーディネーション・バランス能力に効果があると体感し、イカロスを導入。

フィットネスジム
・ジムの宣伝をするために、集客用にイカロスを導入。導入後、お客様から大好評と報告。
・ゲーム感覚でできる、体幹筋肉トレーニングマシーンとして導入。
・加圧トレーニングのメニューにイカロスを組み入れて使用するため導入。

パーソナルトレーニングのプログラムに入れてイカロスを使用している場合と、1ゲームまたは時間毎に課金しているところもございます。

ゴルフスクール
・アメリカの有名なプロゴルフトレーナーMike Schyが、生徒のゴルフ練習用に導入。
イカロスでゲームをしながら、体幹・コンディネーションも強化できるということで、イカロス導入後、大好評との報告。

下記、ご覧下さい。
https://youtu.be/065b5Ty27B8



連絡先

FUN AND BODY
担当: 根市
Email  : neichi@funandbody.com 
Phone : 03-6407-8814

 http://www.funandbody.com
お気軽にご連絡下さい。
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