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加圧トレーニング指導における取扱器具に関しての重要なお知らせ
拝啓

時下ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は加圧トレーニングの普及発展にご尽

力いただき、誠にありがとうございます。
さて、今年は米国 KAATSU GLOBAL 社製 KAATSU MASTER、KAATSU NANO、 KAATSU CYCLE
の販売が開始され、米国をはじめとする日本以外の国々でも様々な分野で加圧トレーニングの導入が始
まっております。特に米国では、前記のデバイスが FDA の認可を受け、KAATSU セラピーに対する医
療費償還制度の適用対象にもなったことで、医療機関、公的団体、大手民間企業等の様々な団体で予防医
療、健康増進のために導入が進んでおります。 また、NASA の火星探査プロジェクトの研究課題とし
ても加圧トレーニング（KAATSU）が取り上げられ、現在研究準備が進められております。
これらの取り組みに使用されている KAATSU 専用機器は全て米国 KAATSU GLOBAL 社製の空圧式
機器であり、また、Dr. Sato’s Method KAATSU Protocol に基づく KAATSU CYCLE プログラムも活
用され、それらの器具、メソッド、資格制度の 3 点セットが KAATSU の世界基準になりつつあります。
そのような状況の中、日本国内においてもこの世界基準に合わせた資格講習制度と取扱器具の再整備
が急務となってまいりました。
そこで、日本国内での加圧トレーニング指導における取扱器具に関して、今後、以下のような変更をす
ることに致しました。 重要な変更事項となりますので、後述の説明もご覧いただき、ご理解、ご協力を
賜りますよう、お願い申し上げます。
敬具

【変更事項】
① KAATSU ウェルエイジングベルトのみを取り扱える資格の新規募集を終了し
ます。
② 新空圧式加圧ベルト（スリランカ製）の価格を大幅に値下げします。
（100,000 円（税別）→39,800 円（税別））
③ 全ての空圧式機器とベルト（BANDS）の組み合わせを自由にします。

① KAATSU ウェルエイジングベルトのみを取り扱える資格の新規募集を終了し
ます。
加圧トレーニング発祥の地、日本においては筋力アップクンという伸縮性ベルトで巻きつけ、その加減
を資格者が調整していく、という匠の技を要するものから始まりました。その後、空圧式機器の開発によ
り、より安全に加圧トレーニング指導が出来るようになり、日本のみならず日本国外からも注目を集め
るようになってきました。そして今日、急速に広がっている海外において使用されているのは空圧式機
器で統一されており、今後益々空圧式機器を使った取り組みが世界各国で広がる中、日本国内において
も、空圧式機器に特化した指導体制にシフトしていくことに致しました。
1）2016 年 3 月 31 日までの受付をもって、KAATSU ウェルエイジングベルトのみを扱える資格の新
規募集を終了します。2016 年 4 月 1 日以降の加圧トレーニング指導資格の受講は、空圧式機器（日本
製・米国製問わず）による受講を必須と致します。
2）現在、KAATSU ウェルエイジングベルト（筋力アップクン EX 含む）を扱える資格者の方は、今後
もそれらを使用して加圧トレーニングの指導、販売を行って頂いても構いませんが、
今後、加圧トレーニング指導は空圧式機器を用いて行うことを推奨し、KAATSU ウェルエイジングベル
トについては、指導用ではなくエンドユーザー向けの販売用ベルトとして区分けしていく予定です。
⇒そのため、現在、KAATSU ウェルエイジングベルト（筋力アップクン EX 含む）のみを扱える資格者
の方は、空圧式機器（日本製・米国製問わず）の追加取得を是非ともご検討ください。追加受講料は免除
されますので、器具代のみで取扱い器具が追加取得できます。
器具代 ※別途ベルト代ほか
日本製デバイス

米国製デバイス
KAATSU MASTER

528,000 円（税別）

加圧マスタープロ 600,000 円（税別）

KAATSU NANO

198,000 円（税別）

加圧マスターミニ 595,000 円（税別）

KAATSU CYCLE

加圧マスター

980,000 円（税別）

198,000 円（税別）

⇒また、現在、空圧式機器のみを扱える資格者の方で、今後 KAATSU ウェルエイジングベルトの販売を
希望する場合は、
「KAATSU セールスパートナー」としての登録が必要です。空圧式ベルトとは扱い方が
異なり、専用の圧力センサーも使用するので、その習得のための追加講習を受講して頂きます。
KAATSU セールスパートナー登録料一式

計 251,900 円（税別）

（内訳）KAATSU セールスパートナー登録料（追加講習受講料含む）

100,000 円（税別）

器具代・KAATSU ウェルエイジングロングベルト 腕脚セット 64,500 円（税別）
・KAATSU ウェルエイジングベルト
・圧力センサー一式

腕脚セット 29,800 円（税別）
57,600 円（税別）

② 新空圧式加圧ベルト（スリランカ製）の価格を大幅に値下げします。
（¥100,000→¥39,800）
2016 年 1 月 1 日より、新空圧式加圧ベルトの価格を米国 KAATSU GLOBAL 社製品に合わせて、以
下のように変更致します。
従来価格

新価格

新空圧式加圧ベルト 腕用

45,000 円（税別） →

15,920 円（税別）

新空圧式加圧ベルト 脚用

55,000 円（税別） →

23,880 円（税別）

100,000 円（税別） →

39,800 円（税別）

計

今回の大幅な価格ダウンを決定した理由は以下の通りでございます。
1）米国 KAATSU GLOBAL 社製 KAATSU AIR BANDS（KAATSU WELLNESS BANDS 含む）が
非常にリーズナブルな価格での提供が可能になったことに対し、従来の新空圧式加圧ベルトに対しても
海外の生産工場とのコスト調整を行ったこと。
2）KAATSU ウェルエイジングベルト（筋力アップクンを含む）のみの取り扱い資格者の皆様が、この
度の制度変更に伴い、空圧式機器の取り扱い資格者として移行されるにあたり、少しでも費用の軽減に
つながるように考慮したこと。
3）既に空圧式機器及びベルトをお持ちの資格者の中で、何年も使用しているため、ベルトを買い替え
たいとお考えの方々に対しても買い替え費用の軽減になればと考慮したこと。
以上のように、これまでお使いいただいてきた新空圧式ベルトについても、今後も引き続き皆さまにご
愛用いただけるよう、大幅なコスト合理化を実現いたしました。供給体制も整っておりますので、ご注文
いただいてからからお待たせすることなく即納することが可能です。
これを機に是非、買い替えや空圧式機器の取り扱い追加についてのご検討をいただけますようお願いい
たします。
※新価格での適用は 2016 年 1 月 1 日以降受け付けたご注文からの適用となりますので、予めご了承く
ださい。

③ 全ての空圧式機器とベルト（BANDS）の組み合わせを自由にします。
今まで KAATSU GLOBAL 社との規定で、米国 KAATSU GLOBAL 製のデバイスには、同社製の
KAATSU AIR BANDS（KAATSU WELLNESS BANDS 含む）しか使用してはいけないというルールに
なっておりましたが、同社との交渉の結果、ベルトに関しては従来の新空圧式加圧ベルトも使用してよ
いという許可を得ましたので、今後につきましては、日本製、米国製のどちらのデバイスにも従来の新空
圧式加圧ベルトを使用出来るようになりました。

また逆に、米国製の KAATSU AIR BANDS や

KAATSU WELLNESS BANDS も日本製のデバイスに使用出来るように致します。
なお、米国製デバイスに従来の新空圧式加圧ベルトを組み合わせて使用する場合、デバイス本体側の接
続弁（ボタン付き挿入弁）の種類に合わせて、ベルト側の接続弁（ストッパー弁）を付け替える必要があ
ります。それに伴い、米国製デバイス用のベルト側ストッパー弁 腕脚用 4 個セットを以下の価格にて
販売開始致します。
（価格には送料も含まれております。
）
米国製 KAATSU MASTER/NANO 用ベルト側ストッパー弁（バルブ有）5,000 円/セット（税別）
米国製 KAATSU CYCLE 用ベルト側ストッパー弁（バルブ無）

2,000 円/セット（税別）

日本製デバイスに米国製の KAATSU AIR BANDS や KAATSU WELLNESS BANDS を組み合わせて使
用したい場合には、従来の「加圧マスター（ミニ）用ストッパー弁（ベルト側）※3,900 円/個（税別）」
をご注文頂き、米国製ベルトの弁を付け替えてご使用ください。
米国製デバイス
日本製デバイス
加圧マスター
KAATSU MASTER
加圧マスタープロ
KAATSU CYCLE
KAATSU NANO
加圧マスターミニ

従来
新空圧式加圧ベルト
¥100,000
KAATSU AIR BANDS
¥39,800
KAATSU WELLNESS BANDS
¥39,800

○

×

×

×

○

×

×

×

○

米国製デバイス
日本製デバイス
加圧マスター
KAATSU MASTER
加圧マスタープロ
KAATSU CYCLE
KAATSU NANO
加圧マスターミニ

今後
新空圧式加圧ベルト
\100,000→\39,800
KAATSU AIR BANDS
¥39,800

○

○

○

○

弁：\5,000

弁：\2,000

○

○

弁：\15,600
KAATSU WELLNESS BANDS
¥39,800

○

弁：\2,000
○

○

弁：\15,600
弁：\5,000
デバイスとベルト（BANDS）の組み合わせが自由に出来るようになりました。

ご不明点等ございましたら KAATSU JAPAN までお問い合わせください。

以上

