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施設スタッフ様向けメンテナンス研修

THINK FITNESS GROUP MAINTENANCE SERIVCE

REPAIER

修理
30年以上に渡る長年の経験に基づく
故障診断や修理、
メンテナンスを全国で対応

我々はフィットネス業界における30年以上に渡る長年の
経験から、メーカー、ブランドを問わず、故障診断や修理と
いったメンテナンス対応を全国で行っております。法人様、
個人様も問わず対応させていただきます。
トレッドミル、
ク
ロストレーナー、バイク、ストレングスマシン、
フリーウエイ
ト、
タンニングマシン、
コラーゲンマシン、ホームジムなど、
故障、破損時はもちろん、異音やちょっとした動作不良など
細かなことでも何でもご相談ください。

新品パーツはもちろん、再生パーツも保有しておりますので、パーツ供給が終了した製品、
国内にパーツ在庫がない製品も素早く対応します。

パーツを丸ごと交換ではなく、最適な
修理をご提案します。

技術向上のための研修を定期的に
開催しています。

INSPECTION / MAINTENANCE

保守・点検履歴の
データ化による
お客様情報の徹底管理

ご要望に応じた点検、保守サービスプラン

自社開発のメンテナンス報告、管
理システムにより、統一化された
的確な点検の実施およびご報告
を行います。修理履歴などもしっ
かりと管理され、顧客のコスト削
減のご提案も行わせて頂きます。

点検・保守
施設、
ご自宅のトレーニング機器の現状点検を行ってお
ります。メーカー、ブランドを問いません。不具合や修理
すべき点などを的確にご報告、
ご提案します。
点検時には動作上必要な部分クリーニングやオイルアッ
プ、
グリスアップなどの対応も実施させていただきます。
また、期間を設けた保守契約も承ります。お困りの際には
すぐに駆け付けるフルサービスの契約から、お客様のご
予算に応じて、期間中の点検実施回数や訪問条件を設け
たオプションプランなど、様々なご相談に対応させてい
ただきます。
動作に重要なクリーニング、
グリスアップも同時に行わせて頂きます。

トレーニングに精通した当社ならではの
徹底した安全確認を行います。

FLOOR MATERIAL CONSTRUCTION

床材施工

施設のニーズに合わせた床材のご提案から
施工までワンストップでお任せください
ラバーフロアーやラバータイルなどジムエリアの床材の
設置作業を承ります。
床材には用途に応じた様々な商品があります。防音衝撃
性に優れた物から、広い範囲を低コストで設置できるも
のまで、状況に合わせてご提案させていただきます。

低コストで広い範囲の
設置に適したロール式

一定のマシンの下など部分的
な設置に適したジョイント式

張り付け施工
大規模施工も
当社に
お任せください

防音、衝撃吸収性に優れた
タイル式
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SHEET REPLACEMENT

シート張替え
安心・信頼の張替え工程
職人がひとつひとつの作業工程を丁寧に実施します。

トレーニングマシンのシートは直接身体に触れる大変重要な部位で
す。単に張替えと言っても、世の中には、中のスポンジを潰してしまう

当社では、中のスポンジやベース板の状態もしっかりと確認。時には
交換、補修も行い、型が崩れぬようしっかりとステッチをとった縫製
を行います。

張替え前

張替え後

RENOVATION

再生/リノベーション
施設の既存マシンを再生し
施設リノベーションのお手伝いを
させていただきます
当社の中古トレーニング機器再生セクションでは、施設内
で行う再生加工はもちろん、一度機器をお預かりし、専用
工場にて、まるで新品のように生まれ変わった状態に仕
上げることが可能です。
フレームカラーやシートカラーも変えれば、施設の雰囲気
も大きく変わるでしょう。

再生前

再生後
北海道

SERVICE

サービス体制

提携業者様 3社

全国ネットワークだからできる
スピーディーな対応

東北地方
仙台営業所
提携業者様 1社

マシンメンテナンス専任の自社スタッフが多数所属する
東京本部、大阪営業所をはじめ、各地に当社スタッフ、
提携業者様がおります。
状況に応じてスピーディーに対応いたしますので、
施設でお困りのことがあれば何でもご相談ください。

甲信越地方
提携業者様 2社

中国地方
提携業者様 3社

関東地方

東京本部
提携業者様 6社

九州地方

東海地方

福岡営業所
提携業者様 7社

名古屋営業所
提携業者様 3社

四国地方
提携業者様 2社

沖縄
提携業者様 1社

近畿地方

大阪営業所
提携業者様 4社
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PHOTOCASTALYST COATING SERVICE

光触媒コーティングサービス

nanozone
抗菌
殺菌・除菌・防カビ効果

大気浄化

空気中の汚染物質の分解

防汚

表面の汚れが取れやすい

トレーニングマシン、パネルに酸化チタン
光触媒のコーティングを行う抗菌対策

浄水

消臭

水中の有機化合物の分解

悪臭の分解

酸化チタンコーティングの表面で起こる2つの現象

光触媒とは光を当てることで化学反応を起こす物質のこ
とです。その光触媒の化学反応には2つの大きな働きが
あります。一つは酸化分解反応です。
この働きで汚れや細

光触媒分解

光親水化

有機物を
分解

鏡、ガラスが
曇らない

菌を化学的に分解してくれます。
もう一つは超親水性反応
です。
この働きで表面に水分が広がり、曇りを防いだり、汚
れが落ちやすくなるのです。

酸化チタンTiO

あらゆる箇所をコーティングします
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トレーニングマシンはもちろん、ロッカールーム、スタジ
オ、シャワーブース、カウンター、ソファーまであらゆる箇

THINKフィットネスは
未来環境促進協会
認定施工販売店です

※施工内容詳細、

所をコーティングします。nanozoneのコーティング施工
は、対象物、場所を選びません。お気軽にご相談ください。

価格はお問合せください。

MAINTENANCE TRAINING

メンテナンス研修
今 セルフメンテナンスの時代

施設におけるセルフメンテナンスが大変重要な世の中に
なってきました。当社では、施設のスタッフ様向けに日ごろ
のメンテナンスをご紹介する研修を実施しております。直

メンテナンス冊子
無料送付

接施設にお伺いし、
自店で行うことでより中身の濃い研修
を行わせていただいております。

日本
最大級

28項目に渡り、
トレーニングマシンの
メンテナンスを紹介した冊子です。

信頼の品質「安心」
と
「こだわり」
の整備

中古トレーニング機器・設備
買取

販売
カーディオマシン

公式web→ recyﬁt.com

株式会社

フィットネス

〒136-0076 東京都江東区南砂3-3-6
TEL 03（3645）9801 FAX 03（3645）9802

www.thinkgroup.co.jp

ストレングスマシン

フリーウエイト

ロッカー

インスタグラム・フェイスブックにて
最新情報配信!

株式会社プロアバンセ
〒141-0022 東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル5階
TEL 03（5791）1400 03（5791）1415

www.proavance.co.jp

