
KAMUI PARK 

持ち運び式高鉄棒 Portable Pull Up Bar  

 

国内初の移動式フィットネス高鉄棒。懸垂などのトレーニ

ングのみでなく、ストリートワークアウト、パルクール、

クロスフィット、体操競技など幅広いスポーツやトレーニ

ングに対応しています。 

 



 

 

実際の使用様子（動画）↓ 

https://youtu.be/ggFQBXQvyNM 

https://youtu.be/ggFQBXQvyNM


サイズ仕様 Size and Use 

大人向けのトレーニング器具 

高さ最大２２０ｃｍ 横幅２００ｃｍ 

さらに鉄棒アクロバット練習にも対応した安定性も備えています。

四方には高重量プレート（２５ｋｇ×４）を取りつけ、ストリートワ

ークアウトやパルクールなどのアクロバット技で生じる全体の揺れ

などを抑える本格仕様の鉄棒になります。大会、イベント、パフォー

マンス、テレビやスタジオなどでもご使用いただけます。 

 

鉄棒の握り棒の高さは調整可能です。支柱にはヒューマンフラッグ



（人間こいのぼり）用のパイプを３点取りつけが可能となります。肩

幅に応じた高さ調整にも対応しています。 

 

梱包リスト Packing List 

 Steel Column Suporters      730*290*170mm  ×1点 

 Steel Bottom Plates         2400*160*90 ×2 点 

 Steel Bottom Plates         1920*220*90 ×2 点 

 Steel Bottom Plates         2020*85*285  ×1 点 

 Steel Counter Weight Blocks  410*570*100 ×4 点 

 Steel Cross Bar              1080*185*210×1 点 

 Steel Columns               2300*290*90 ×2 点 

 Bolts      M12*120 ×8 点 

 Bolts        M12*100 ×6 点 

 Bolts       M12*×40点 

 Bolts         M10*30 ×38点 



 

Net Weight:269Kg  /  GROSS Weight:290kg 

 

車やトラックによる運搬 Transportation via your car 

持ち運びや収納時については、ボルトを外して、各パーツを

倉庫や移動車に積載保管可能です。自動車で運搬する場合、

最低限奥行 2,290cm の確保が必要です。横幅については、積



載方法により異なります。参考までに 1,690cm の横幅で移動

させた際の積載時の写真を下記にて添付しているので参考

までにご確認ください。 

 

 



組立・解体について 

電動インパクトドリル工具を使用して、組立から解体まで

可能です。付属のボルトにて各パーツをつなぎ、固定しま

す。最低でも 2 名の作業員が必要です。 

 

組立解体に必要な工具 Necessary Power Tools 

 インパクトドリル ※必須 

 ８ｍｍ六角  ※必須 

 ８ｍｍレンチ（首寸１６mm） ※必須 

 １０ｍｍ六角 ※必須 

 １９ｍｍ  ※必須 

 レンチ（幅調整可のもの）※必須 

 



販売価格 Price for Japan and Foreign Address 

下記の値段は、本体価格＋配送料＋Import Tax/Duty など自宅

までの配送に必要な全費用込みの価格です※ 

 

 

東京都 18万 2,000円 

大阪府 17万 9,800円 

福岡県 22万 6,000円 

 

配送料については、時期や季節によって船会社運賃が変動い



たしますので、ご注文時には上記の値段が若干前後いたしま

す。参考までの価格としてご理解お願いいたします。 

 

※その他の都道府県（東北、四国、九州、北海道、沖縄など）

については価格が前後いたします。 

 

※国際便のため、もし税関検査が実施された場合、上記の価

格に加えて約 29,800 円（目安）の検査実施費用の請求書が、

後日お客様に届きますので別途お支払いが必要となります。

なお税関検査は当局により抜き打ち実施のため、事後請求、

通関管理業者へのお支払になりますことあらかじめご了承

お願いいたします。 

 

一度、下記のメール送信リンクより、 

①お名前、②配送先住所を明記の上お問い合わせください。

最終見積もりをご連絡いたします。 

 

 



【送料を確かめる】 

info@kamui-park.com（ご相談窓口メール） 

※直接メール送信ページに飛びます。 

 

For foreign buyers, please contact us for shipping cost before 

proceeding to purchase. We will notify you with the final price 

including international delivery charge to the door. For 

calculation of the shipping fee, Please give us your delivery 

address and name to our customer service info@kamui-

park.com (click). 

We will give you the quote for you. 

 

大型荷物になるため、配送ドライバーより事前にお届け日程

の確認、調整のご連絡させていただく場合がございます。 

 

 

 

 

mailto:info@kamui-park.com
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受取について Package Delivery 

部品ごと段ボールで分けて梱包した状態で、計１３個のお荷

物をお届けします。支柱２本については重量があるため、最

低でも２人で運んでください。ドライバーによる荷卸しや運

搬手伝いが規定により出来ない場合がございます。また個数、

サイズが大きいお荷物となるため、配送先はマンションなど

の置き場スペースが限られた場所より、庭がある自宅あるい

は倉庫など保管スペースが確保（約 2,3m×1,7m の物置スペ

ース）できる住所を配送先に指定するようお願いいたします。 

 

注文・納品まで Order and Contact for inquiries 

オーダーメイド製造となります。注文から商品完成まで４５

日ほどお時間をいただきます。また配送は貿易インターコム

ズ DDP にて約２週間～３週間ほどを目安にご自宅へ配送し

ています。 

 

 

 



お支払方法 Payment  

銀行振込になります。 

※振込手数料はお客様負担となります。 

クレジットカード支払、Paypal などの電子決済は対応してお

りませんのでご注意ください。 

We only accept Bank Transfer.  

 

 

 

 



見積もり・導入のご相談窓口 Customer Service  

ご相談やご不明点、または最終見積もり（氏名、配送先住

所必須）をご希望の場合は、下記メールリンクをクリック

して、メールによるお問い合わせをお願いいたします。 

 

info@kamui-park.com（導入のメール相談窓口） 

 

 

 

 

 

KAMUI PARK 

578-0977 大阪府東大阪市鴻池徳庵町 4-20 

ホームページ：http://kamui-park.com 

メール：info@kamui-park.com 

メールからも直接見積もりのお問い合わせ可能です 

 

電話による受付窓口は設けていません 
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