
One machine, multiple functions
Provide passive and motor-assisted training at the same time.  
Clockwise and counterclockwise exercise help to balance the strength of muscles.
15 speeds levels for passive training.
15 resistance levels for motor-assisted training.

Your safety is our top priority
It can be easily assembled and can be used in a narrow space.
It is a general household health appliance that can eliminate the lack of exercise.
Please refrain from use during treatment and rehabilitation.
With a stable base, it prevents machine from falling down.
Lowest starting speed from 10 RPM allows user to adapt to the exercise with a slow speed.

Design for universal users 
Height /handle length / pedal crank length adjustable.
Easy-to-learn control panel.
Flat steel plate of machine base allows wheelchair to get in and out easily.
Accessories such as hand fixing, leg fixing, wheelchair fixing straps are included.

Movement Trainer Series
AIMGOOD



Stable base

Leg fixing strap includedHeight adjustable Chair fixing strap includedHand fixing strap included

High class pedalHandle and leg length adjustable

Easy to learn control panel Arms and legs can exercise clockwise / counterclockwise simultaneously.



Console

Led Display

Product Spec

Arm Exercise

Leg Exercise

Hand Fixing Straps

Leg Fixing Straps

Chair Fixing Straps

Length (Horizontal)

Height (Vertical)

Technical Specs

Motor

Speed Level (Passive Exercise)

Resistance (Motor-assisted Exercise)

Controller

Timer

Dimensions

LxWxH

Unit Weight

AIMGOOD

TIME, SPEED, DIST ANCE, CALORIES, AUTO, MANU, TURN+, TURN- 
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UNADJUSTABLE 900 MM

ADJUSTABLE 990 -1150 MM

  

Volt:90V, RPM:2500, 60W

15  LEVELS FROM 10 RPM TO 25 RPM 

LEVEL 1~15

AC100~240V

5 - 30 MIN (INTERVAL : 5MIN)

  

 900 x 700 x 990~1150 MM

29.2 kgs

 

Movement Trainer Series
AIMGOOD



多機能機器
同時にパッシブ/アクティブ　トレーニングを行うことが出来ます。 
正回転、逆回転で筋肉を強化訓練します。
パッシブ　トレーニングの速度が15段です。
アクティブ　トレーニングの抵抗力が15段です。

安全第一は弊社の最大の目標
組み立てが簡単で、狭い場所でも使用できます。
運動不足を解消できる機器です。
治療中やリハビリ中の使用はご遠慮ください。
転倒防止するために安定の高い底フレームがデザインされます。
最低起動速度が10RPMなので、使用者がゆっくり訓練できます。

様々な使用者のために設計したもの 
高さ/取っ手/脚ペダルの調整機能付きです。
簡単に操作できるコントロールパネルが付いています。
車椅子を簡単に出入りすることができる底フレームが付いています。
手、脚固定用バンド及び車椅子固定用バンドが付いています。

AIMGOOD
上肢、下肢連動リハビリマシン



安定したベース

脚固定ストラップ付き高さ調整 車椅子固定ストラップ付き手固定ストラップ付き

ハイクラス　ペダルハンドルと脚の長さは調節可能です

簡単に操作できるコントロールパネルが
付いています

腕と脚は時計回りに運動できます / 反時計回りも運動できます



コンソール

LEDパネル

商品規格

手のエクササイズ

アシのエクササイズ

手固定ストラップ付き

脚固定ストラップ付き

車椅子固定ストラップ付き

端から端までの長さ（水平）

端から端までの高さ（垂直）

技術面

モーター

速度レベル（手動）

速度レベル（自動）

コントローラー

タイマー

サイゼ

LxWxH

重量

AIMGOOD

時間, 速度, 距離, カロリー, 自動, メニュー, 時計回り, 反時計回り 
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調整なしの場合は900 MM

990-1150 MM

  

Volt:90V, RPM:2500, 60W

15段調整可能　10-25RPM

15弾調整可能　1-15

AC100~240V

5-30分間

  

900 x 700 x 990~1150 MM

29.2 kgs

 

上肢、下肢連動リハビリマシン
AIMGOOD


