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理学療法士・トレーナー・S＆Cコーチへソリューションを提供



1
クライアントのパフォーマンスをリアルタイム表示

測定・評価

KFORCE
KINVENTのテクノロジーを駆使し、クライアントの筋力や動作、バランス能力を
リアルタイムで分析しましょう！ KFORCEアプリを使用すれば、測定結果を全て
スマートフォンやタブレットで確認できます。
非常にシンプルでスムーズに使用できるマルチ計測システムです。

2
個別の目標に合わせたリハビリテーションプログラムを作成可能

トレーニング



5

ワンタップでPDF化が可能！
クライアントに分かりやすい情報をすぐに表示

レポート

3

4

楽しみながら効果的なリハビリを行うための
ゲームモードを提供

蓄積された測定結果をもとにクライアントの
進捗状況をモニタリング

リハビリ-ゲーミング

モニタリング



完全ワイヤレスで握力を測定可能です。筋出力はリアルタイムで

継続的に操作端末へ表示され、測定終了後、最大値はもちろん、

平均値、RFDや左右差などを評価できます。すぐにPDF化して

クライアントへフィードバック可能です。

バブルは圧力の変化から力を算出する革新的で多用途な空気圧式

ダイナモメーターです。 内転筋、膝の伸展、手の掌握、頸椎の動作

など、様々な目的に応じた測定が可能です。

ボールや棒型の測定用具を使い、 今まで評価が難しかった姿勢や 

肢位で測定が可能です。

マッスルコントローラーは、ハンディタイプで多機能な筋力測定器です。

片手での徒手抵抗の他、ツインハンドルを使用して両手での徒手抵抗筋力

テストを実施することができ、安定したデータを取得できます。

センサーを２つ使用することで、ノルディックハムストリングなど怪我の予防

につながるデータを取得できます。

リンクは等尺性筋力測定用の張力センサーです。

専用アタッチメントを使用することで主要筋群(上肢、下肢、頸部など)

の測定を測定者の筋力に依存せず実施可能です。クライアント自身が

行えるバイオフィードバックによるアイソメトリック筋力トレーニングにも 

ご活用いただけます。

KFROCE センサーラインナップ
KINVENT SOLUTIONS

FORCESTRENGTH

Grip - グリップ

Link - リンク

Muscle Controller
- マッスルコントローラー

Bubble - バブル



センスはワイヤレス電子ゴニオメーターです。

内蔵の加速度センサー・ジャイロスコープによって、

肩・股関節の屈曲/伸展/内転/外転、頸椎や膝の

屈曲/伸展、足関節の底屈/背屈、頸椎や股関節

の回旋等、あらゆる解剖学的平面の可動域を測定 

可能です。

Sens - センス

クライアントの静的･動的バランス、スクワット、ジャンプなど

を測定するために最適なコンパクトフォースプレートです。 　

測定中のリアルタイムフィードバックによって、スクワット

や腕立て伏せ動作中の重心移動を確認し、修正しながら

トレーニングを実施できます。

広いサーフェイスを持ち、堅牢で高サンプリング数を

誇るデルタは、スポーツパフォーマンスの高度な

バイオメカニクス的分析に特化しています。

ジャンプ分析（CMJ、SJ、DJ、マルチジャンプなど）や

Force/Velocityプロフィール、アイソメトリック筋力

評価はアスリートの競技復帰のための指標となります。

Deltas - デルタ

MOTION
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Plates - プレート



内容物一覧
・KFORCE Pro アプリ
・Griｐ
・Muscle Controller
・Sens
・Twin Handle
・Bag

主な測定項目
・握力テスト
・各種徒手抵抗筋力テスト
・各種関節角度テスト

各種パックの他、必要なセンサーを追加オーダーすることができます

KINVENT PACKS

内容物一覧
・KFORCE Pro アプリ
・Plates
・Muscle Controller
・Sens
・Twin Handle
・Bag

主な測定項目
・握力テスト
・各種徒手抵抗筋力テスト
・各種関節角度テスト
・重心動揺テスト
・スクワット分析
・体重測定

エントリーPack

フィジオスポーツPack

エッセンシャルPack

Pro+

Pro1年間無料ライセンス
KFOCE APP

ニーズに合わせた選択式パッケージ

1年間無料ライセンス
KFOCE APP

Pro1年間無料ライセンス
KFOCE APP

標準価格：880,000円(税込）

標準価格：495,000円(税込）

内容物一覧
・KFORCE Pro＋ アプリ
・Plates
・Grip
・Muscle Controller×2
・Sens
・Bubble
・Link
・Twin Handle
・Nordic Accessory×2
・Jump frame
・Bag

主な測定項目
・握力テスト
・各種徒手抵抗筋力テスト
・各種関節角度テスト
・重心動揺テスト
・スクワット分析
・体重測定
・ハムストリング筋力測定
・ジャンプ分析

標準価格：1,980,000円(税込）



内容物一覧
・KFORCE Pro ＋ アプリ
・Deltas
・専用キャリーケース

主な測定項目
・重心動揺テスト
・スクワット分析
・DSI
・Force-Velocity Profile
・各種ジャンプテスト
・タッピングテスト など

内容物一覧
・KFORCE Pro ＋ アプリ

・Muscle Controller×2

・Nordic Accessory×2

・Twin Handle

主な測定項目
・各種徒手抵抗筋力テスト

・ハムストリング筋力測定

Pro+

Pro

KINVENT社の信頼性を裏付ける先行研究

THEY TRUST US

KINVENT社のメソッドはヨーロッパで最も優れたスポーツクラブや国際的に有名なクリニック（MayoClinic, 
INSEP,  Paris Hospitals, National Federations of high level sport）との協力で開発されました。 
以下は、KINVENT社のウェブサイトで公開されている先行研究の一部です。

Classification of Soccer and Basketball 
Players’ Jumping Performance Charac-
teristics: A Logistic Regression Approach. 
(Chalitsios et al., 2019)

Retest-reliability and concurrent validity of 
the pressure air biofeedback device (pab®) for 
measuring handgrip strength in young healthy 
adults (Staüber et al., 2019) 

An embedded Gait Analysis System for CNS 
Injury Patients (Pradon et al., 2019)

Changes in the limits of stability induced by 
weight-shifting training in elderly women. 
(Nikodelis et al., 2014)

Sensor-enabled Functional-Mobility 
Assessment: An Exploratory Investigation 
(Golestan et al., 2019)

Development, validity and reliability of a new 
pressure air biofeedback device (PAB) for 
measuring isometric extension strength of the 
lumbar spine (Pienaar et al., 2016)

M A N N H E I M

Nordic Pack Pro+1年間無料ライセンス
KFOCE APP

Deltas Pack Pro+1年間無料ライセンス
KFOCE APP

標準価格：1,760,000円(税込）

標準価格：770,000円(税込）



進捗を評価し、プログラムを構築する

MOBILE SPECIALIZED 
ANALYSIS

 REAL TIME 
DATA

KFORCE 国内総代理店：エスアンドシー株式会社
〒604-0986 京都市中京区昆布屋町395　高山ビル3F
TEL:075-741-8380  FAX: 075-741-8381 


