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Bowflex™ SelectTech™ 560ダンベルセットをご購入いただき誠にありがとうございます。この革新的なダンベルは、フ
ィットネス目標の達成を促進する万能トレーニングツールです。本製品は、2.3kg (5ポンド) から最大27.2kg (60ポンド) 
までの幅広いウエイトの選択を実現するために、注意深く設計、製造されています。Bowflex™ SelectTech™ 560ダンベ
ルは、各レップをカウントし、ユーザーがワークアウトを行うと、Bluetooth®デバイス上にそのワークアウトを表示する
機能を備えています。 

製品を最大限に活用していただくために、Bowflex™ SelectTech™ダンベルをご使用の際は、必ず事前に本取扱説明
書をよく読み、十分に理解しておいてください。
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保証サポートを有効にするには、購入証明書の原本を保管し、以下の情報を記録してください。
シリアル番号 __________________________
購入日 __________________________

製品を米国/カナダで購入した場合: 製品保証の登録は、www.bowflex.com/registerから行うか、1 (800) 605–3369までお電話くださ
い。 

製品を米国/カナダ以外で購入した場合: 製品保証の登録については、お近くの販売店までお問い合わせください。
製品保証に関する詳細、またはお使いの製品についてご不明な点やお困りの点がございましたら、お近くの販売店までお問い
合わせください。www.nautilusinternational.comまたはwww.nautilus.cnから、お近くの販売店を検索できます。
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このアイコンは、回避しなければ、死亡または重傷事故を引き起こす可能性のある危険な状態を示します。

本機器を使用する前に、必ず次の警告事項に従ってください。
•  取扱説明書をよく読み、十分に理解しておいてください。今後、必要に応じて参照できるよう保管してください。
•  本機器に関するすべての警告をよく読み、十分に理解しておいてください。警告ラベルがはがれかかっている、
判読できない、または貼り付けられていない場合は、ラベルを交換してください。製品を米国またはカナダで購
入した場合、交換用ラベルについては、カスタマーサービスまでお問い合わせください。製品を米国またはカナ
ダ以外で購入した場合、交換用ラベルについては、お近くの販売店までお問い合わせください。

•  お子様が本機器の上に乗ったり、近づいたりしないようにしてください。可動部品および機器の機能によって
は、お子様にとって危険である場合があります。

•  14歳未満のお子様による使用を意図していません。
•  ダンベルの安全な操作に影響を及ぼす可能性がある、またはご自身にけがの危険をもたらす可能性がある健
康状態の方による使用は意図していません。

•  エクササイズプログラムを開始する前に医師にご相談ください。胸に痛みまたは圧迫感がある場合、息切れま
たはめまいを感じる場合は、エクササイズを中止してください。次に機器を使用する前に、医師の診察を受けて
ください。

•  本機器は家庭用です。
•  定期的にロック機構を点検し、正しく機能するかテストを実施してください。本説明書の手順に従い、動作確認
を行ってください。

•  本機器を屋外、湿気の多い場所、水気のある場所で動作させないでください。
•  ワークアウトを開始する前に、周囲に障害となり得る物や第三者がいないことを確認してください。ワークアウト
用のフリースペースとして、運動に必要な広さに加え全方向に0.6m (24インチ) のスペースを確保してください。

•  エクササイズ中は無理をしないようにしてください。本説明書に示された方法で機器を操作してください。
•  ダンベルを台座から取り外す際に、調節グリップを無理に回さないようしてください。
•  ダンベルが意図せず床に落下することがないようにしてください。製品の損傷や人身事故の原因となる可能性
があります。

•  トレーニング中にダンベル同士を無理にぶつけないようにしてください。製品の損傷や人身事故の原因となる
可能性があります。

•  ダンベルのハンドルを台にして腕立て伏せをするなど、ダンベルのハンドルに力をかけたり、体重を支えるため
に使用しないでください。製品の損傷や人身事故の原因となる可能性があります。

•  ダンベルハンドル、または台座組立品を分解しないでください。本製品は、お客様による修理を意図していませ
ん。製品を米国またはカナダで購入した場合、修理に関する情報は、カスタマーサービスまでお問い合わせくだ
さい。製品を米国またはカナダ以外で購入した場合、修理に関する情報は、お近くの販売店までお問い合わせく
ださい。

•  ダンベルは非常に重いです。ダンベルスタンド (別売) を使用していない場合は、安全のためにダンベル本体を
直接に床に置いてください。

• お子様が本機器で遊ばないよう、しっかりと管理を行ってください。
• これらの指示は保管してください。
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総重量:    約28.1kg (62ポンド)
所要電力:  単4形アルカリ乾電池 x 2 
 動作電圧:  1.8V～3.0V

23.4 cm
(9.3”)

39.4 cm
(15.5”)

22 cm
(8.7”)

[area of maximum reach 
of the exercise] + 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

シリアル番号

Do not drop (落とさ
ないでください)
(表示は英語のみの
対応となります。)

 WARNING! (警告)
• 使用前に、すべての警告を含み、取扱説明書をよく読み、十分に理
解しておいてください。
• 使用前に製品を点検してください。部品が機能しない場合、または
修理が必要な部品がある場合は使用しないでください。
• お子様やペットが本機器に近づかないようにしてください。
• 14歳未満のお子様による使用を意図していません。 
• 本機器は家庭用です。
• 本機器を使用する際は十分に注意してください。ご注意いただけな
い場合、重傷事故が発生するおそれがあります。
• 「Caution (注意)」、「Warning (警告)」、「Danger (危険)」のラベルが判
読できない、破損している、または貼り付けられていない場合は、貼り
直してください。
•  エクササイズ機器を使用する前に医師にご相談ください。

(ラベルは、英語およびカナダフランス語のみの対応となります。)

安全のための警告ラベルおよびシリアル番号

本説明書の最初のページに設けられた欄にシリアル番号を記録してください。
注:  ダンベルの台座には固有のシリアル番号があります。

仕様

本製品をごみとして廃棄しないでくださ
い。本製品は再資源化されます。本製品
を適切に廃棄するために、認可された廃
棄物処理センターの所定の方法に従っ
てください。
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A ハンドル組立品
B ウエイト選択ウィンドウ
C 調節グリップ
D ►ボタン
E ディスプレイ
F センサー組立品
G 選択用ディスク
H 音声オフアイコン
I 電池アイコン
J Bluetooth®同期アイコン
K 2.3kg (5ポンド) ウエイトプレート*
L 1.1kg (2.5ポンド) ウエイトプレー
ト*

M 4kg (8.75ポンド) ウエイトプレート*
N 0.6kg (1.25ポンド) ウエイトプレー
ト*

O 固定具
P 持ち手
Q 台座組立品
R 固定具 (ベース)
S 4.5kg (10ポンド) ウエイトプレート*
T Bluetooth®接続 (図示せず)

* 製造上の公差のため、ウエイトプレー
トの重量は提示された値とわずかに異
なる場合があることをご了承ください。

各部の名称

操作
フィットネストレーナーアプリ (Bowflex™ SelectTech™アプリ)
Bowflex™ SelectTech™フィットネスアプリは、本機器の中核をなす一つのツールとして、Bowflex™ SelectTech™ 560ダンベルを使用
するさまざまなワークアウトを提供します。ワークアウトに加え、アプリではユーザーの現在のエクササイズを追跡し、ワークアウ
ト結果を保存することができます。 

フィットネストレーナーアプリには、ユーザーのフィットネス目標の達成を促進する3つのオプションがあります。
 • 

 「6-Week Challenge (6週間チャレンジ)」は、コアエクササイズを追加することで、ダンベルを最大限に活用できるよう設計された
全身ワークアウトです。6週間チャレンジは、ユーザーが全身のトレーニングに重点的に取り組めるよう、十分に開発されたエク
ササイズプランを提供します。各エクササイズは特定の順序で示され、レップ数とセット数も表示されます。各エクササイズ期
間の後には休息期間があり、次のセットに備えて回復および準備を行います。 
 • 

 「Choose a Workout (ワークアウトの選択)」では、具体的に焦点を絞ったワークアウトを構成するエクササイズをまとめたセレクシ
ョンを提供します。エクササイズはワークアウトの順序に従い、6週間チャレンジと同様にレップ数とセット数を示します。 
 • 
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ワークアウトの前に、必ずスマートデバイスのBluetooth®機能を有効にしてください。同期されると、ダンベルのBluetooth®アイコン
がオンになります。ワークアウト中、同期されたスマートデバイスがないと、ワークアウトは追跡されません。ボタンを2回押すと、
現在のエクササイズ期間を停止して、休息期間に進みます。 

 注:  より正確なカロリー計算を行うために、年齢および体重をアプリに入力してください。 

Bowflex™ SelectTech™ダンベルについての知識を深める
ダンベルを慎重に箱から取り出したら、製品の機能を理解し、ダンベルのあらゆる側面が仕
様に従って適切に機能していることを確認するために、いくつかの初期手順を行っていただ
く必要があります。

  ダンベルを落とさないでください。ダンベルを落とすと、ウエイトプレートおよびロック機
構が破損し、ウエイトプレートがハンドルから突然外れる (落下する) 可能性があります。
重傷事故を引き起こす可能性があり、保証を受けられなくなります。

1. ダンベルを保護包装から取り出したら、製品および梱包材に損傷がないか点検します。 

2. ハンドル組立品を軽く押し下げ、台座に完全に収まっていることを確認します。調節グリップを数回回し、いずれの方向に
も問題なく回ることを確認します。調節グリップを回し、ウエイトを増やすごとにクリック音がすることを確認します。このク
リック音は、特定のウエイトを選択するために、適切な位置を見つける際に役立ちます。

3. ウエイトの調節範囲は、2.3kg～27.2kg (5ポンド～60ポンド) です。選択ウィンドウの表示に応じて、ダンベルにはポンドまた
はキログラムが表示されます。特定のウエイト (たとえば、9.1kg [20ポンド]) を正しく選択するには、その数字 (9.1または20) 
がウエイト選択ウィンドウに表示されるまで調節グリップを回します。 

 注:  製造上の公差のため、ウエイトプレートの重量は提示された値とわずかに異な
る場合があることをご了承ください。アプリとペアリングされていない場合は、選
択されたウエイトの値がディスプレイに表示されます。

4. 調節グリップが正しく回転することを確認したら、ウエイト選択ウィンドウに数字の5が
表示されるまでグリップを回します。 

5. 調節グリップで2.3 (または5) にセットし、ハンドル組立品を台座からまっすぐ引き抜き
ます。これは台座からハンドル組立品のみを取り外す方法で、ウエイトプレートは台座
に残ったままです。プレートが付いていないハンドルの初期重量は2.3kg (5ポンド) で
す。

 「Just Lift (ジャストリフト)」は、あらゆるエクササイズの基本であり、単独で行うエクササイズのためのオ
プションです。ジャストリフトは、ユーザーがダンベルエクササイズを行うことを可能にし、センサーはレッ
プをカウントします。ジャストリフトエクササイズはプログラムではないため、エクササイズ、レップ数およ
びセット数はユーザーが決定します。

6-Week Challenge 
(6週間チャレ
ンジ)
Choose a Workout 
(ワークアウトの
選択)
Just Lift (ジャスト
リフト)

オプションを選択する際は、フィットネス目標を達成するために必要なサポートのレベルを考慮してくだ
さい。現在のフィットネスレベルと知識に基づいて、快適に行うことができるもののみ行ってください。 

ワークアウトやレップ数によってもたらされる動機付けに加え、Bowflex™ SelectTech™アプリは、同期され
たエクササイズの実行中に結果を追跡します。持ち上げたウエイトの合計、ワークアウトの合計時間、カ
ロリー消費量、およびワークアウト日がスマートデバイスで追跡され、後から見直したり、比較したりする
ことができます。エクササイズに提案されているレップ数およびレップのセット数はアプリから変更でき
ます。「ダンベルの使用を開始する」の手順をよく読み、センサーを適切に調整してから使用してくださ
い。
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6. ダンベルのウエイトプレートは対称になります。ハンドルはいずれかの端をユーザー側に向けて挿し込みます。

注記:   ダンベルを台座から取り外す場合、または台座へ戻す場合は、台座に対して垂直に、上下に動かしてください。選択し
ていないウエイトプレートが完全に外れるまで、ダンベルを傾けたり、横方向 (台座に対して平行) に動かしたりしない
でください。 

  ダンベルのハンドルを台にして腕立て伏せをするなど、ダンベルのハンドルに力をかけたり、体重を支えるために使用しな
いでください。そのように使用した場合、ウエイトプレートおよびロック機構が破損し、ウエイトプレートがハンドルから突然
外れる (落下する) 可能性があります。重傷事故を引き起こす可能性があり、保証を受けられなくなります。

  使用前にダンベルを点検してください。部品が摩耗または破損しているダンベルを使用しないでください。製品を米国また
はカナダで購入した場合、修理に関する情報は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。製品を米国またはカナダ
以外で購入した場合、修理に関する情報は、お近くの販売店までお問い合わせください。

16段階のウエイト調節

kg 2.3 3.4 4.5 5.7 6.8 7.9 9.1 10.2 11.3 13.6 15.9 18.4 20.4 22.7 24.9 27.2
ポ
ン
ド

5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 30 35 40 45 50 55 60

ダンベルの使用を開始する (電池の取り付け)
1.  単4形アルカリ乾電池をセンサー組立品に入れます。電源が入り、ディスプレイに3
本の線が表示されます。

 

新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
アルカリ乾電池、マンガン乾電池、充電式電池 (ニッケルカドミウム電池、ニ
ッケル水素電池など) を混ぜて使用しないでください。 

2.  センサー組立品の外側の部分を挿し込み、所定の位置に収まるまでダン
ベルに向かってはめ込みます。 

3.  Bluetooth®対応のスマートデバイスに無料のBowflex SelectTech™アプリをダ
ウンロードします。アプリは、Google Play™およびApp Storeから入手できま
す。

4.  アプリを開き、Bluetooth®対応のスマートデバイスをBowflex™ SelectTech™ 
560ダンベルとペアリングします。 

  注:  同期されると、ダンベルのBluetooth®アイコンがオンになります。 
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5.  ワークアウトエリアに障害物が何もないこと、第三者がいない
ことを必ず確認してください。

6. ワークアウトに希望するダンベルのウエイトを選択します。選択
されたウエイトがダンベルに表示されます。

7.  同期中のスマートデバイスは、ワークアウト中に見やすい場所
に置いてください。セット中、アプリは、指示および現在のレッ
プ数を表示します。

8.  アプリ上で選択して、エクササイズ (「Just Lift (ジャストリフト)」)、
ワークアウト (「Choose a Workout (ワークアウトの選択)」) または
6-Week Challenge (6週間チャレンジ) を決定します。アプリは10秒
のカウントダウンを開始します。 

  ダンベルを慎重に持ち上げて、エクササイズの準備位置で保持
します。カウントダウンの最後に、センサーは開始位置を測定し
ます。 

9.  アプリから開始の通知が出されたら、最初のレップを開始しま
す。

  エクササイズを通して、正しいフォームに従い、十分に動かして
ください。これで、終了位置を測定し、Fitness Envelope (フィットネ
ス限界) を作成します。 

  各レップは、ビープ音 (ミュートに設定されていない場合) およびレップの合計数の増加で確認されます。 

注: ワークアウトを一時停止するには、►ボタンを押してください。音声設定を調節するには、ダンベルの►ボタンを2秒
間長押ししてください。ミュートに設定されると、音声オフのアイコンが表示されます。 

10.  エクササイズを続けます。 

  6週間チャレンジまたはワークアウト中、アプリは各エクササイズ期間を追跡し、休息期間に切り替えます。休息期間のカ
ウントダウンが開始されます。カウントダウンの最後に、アプリは新しいエクササイズ期間に切り替えます。それが同じエ
クササイズの別のセットであるか、新たなエクササイズのセットであるかを知るために、必ずアプリからの指示に従って
ください。新規のエクササイズの場合、Fitness Envelope (フィットネス限界) を測定する必要があります。 

注: ►ボタンを2回押すと、次の期間 (エクササイズまたは休息) に進みます。 

10分間何も操作しないと、センサーの電源が切れます。 

アプリなしでダンベルの使用を開始する
アプリなしでダンベルを使用する場合は、「ダンベルの使用を開始する」の節の一般的な手順に従ってください。

1.  ダンベルの電源を入れ、ワークアウトエリアに何も置いていない状態で、►ボタンを押します。 

Fitness Envelope 
(フィットネス

限界)

開始位置

終了位置
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2. ダンベルを慎重に持ち上げて、エクササイズの準備位置で保持します。約10～12秒
後、ディスプレイが2回点滅し、開始位置が測定されたことが確認できます。 

3. 最初のレップを開始します。これで、エクササイズのFitness Envelope (フィットネス限
界) を設定します。ダンベルは、完全にFitness Envelope (フィットネス限界) の範囲内で
行われたレップをカウントします。

4. エクササイズが完了したら、►ボタンを2回押して休息期間を開始します。2分間何も
操作しないと、センサーの電源が切れます。ワークアウト中、同期されたスマートデバ
イスがないと、ワークアウトは追跡されません。 

ロック機構の機能を理解し、動作確認を行う
Bowflex™ SelectTech™ダンベルは、ワークアウト中のウエイトプレートの保持のみならず、適切かつ完璧なウエイトプレートの選
択を実現できるよう設計された独自のロック機構を特長とします。 

この機構の機能を十分に理解し、定期的に動作確認を行い、適切に動作することを確認してください。

Bowflex™ SelectTech™ダンベルの部品を交換した場合は、ダンベルを使用してエクササイズを行う前に、必ず、次の手順を実行し
てください。

機能
ロック機構には2つの主要な機能があります。

1. 調節グリップは、ハンドル組立品が完全にはめ込まれ、台座に収まっている場合にのみ回すことができます。
2. 調節グリップが選択されたウエイトプレートと完全にかみ合っていない場合、ハンドル組立品を台座に固定するよう設計
されています。

目的
ロック機構は2つの重要な目的を果たします。

1. ダンベルが台座にない場合に、ウエイトプレートがダンベルから外れて、落下することを防ぎます。
2. ウエイトプレートが完全に支えられておらず、固定具が完全にかみ合っていない状態で、ウエイトプレートが部分的に選
択されることを防ぎます。

このロック機構の重要性を考慮すると、機構がどのように作用するかを理解し、定期的に動作確認を行って正しく機能している
ことを確認することはとても重要です。

ロック機構の適切な機能の動作確認を行う

1. ハンドル組立品が台座にセットされている状態で、調節グリップを回して2.3kg (5ポンド) に合わせます。調節グリップがノ
ッチ (戻り止め) に収まったことを感じたら、完全かつ適切にその番号が選択されたことが分かります。また、それぞれの
番号の戻り止めの位置に応じたクリック音がわずかですが聞こえます。

2. ウエイトプレートはすべて残したまま、ハンドル組立品を台座から取り出すことができるはずです。 

3. ハンドル組立品を台座から取り外し、地面に置いた状態で、調節グリップをゆっくりと回してみてください。調節グリップ
は回らないはずです。ロック機構が設定された固定具は、台座から取り外された状態でハンドル組立品が回転することを
防ぎます。 

ロックされた調節グリップを無理に回さないでください。過剰な力をかけると、ロック機構を破損するおそれがあります。

4. 前述のとおりに、ロック機構の適切な機能が確認できたら、ハンドル組立品を台座に完全にはめ込んでください。

5. ハンドル組立品を台座に戻した状態で、調節グリップを「4.5」と「5.7」 (または「10」と「12.5」) の間の位置まで回します。これ
は、調節グリップが完全にウエイトを選択できておらず、戻り止め (クリック音) の間にある、不完全なウエイト選択である
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ことを表しています。 

6. 調節グリップが誤った位置にある状態で、ゆっくりとハンドル組立品を持ち上げ、台座から取り外してみてください。ハン
ドル組立品は台座にロックされ、取り外せないことが分かるはずです。 
部分的にウエイトを選択した状態でハンドル組立品が台座から外れる場合は、ダンベルを使用しないでください。製品を米
国またはカナダで購入した場合、修理については小売店またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。製品を米国
またはカナダ以外で購入した場合、サポートについては、お近くの販売店までお問い合わせください。

7. 誤った選択位置にある調節グリップを正しい位置に戻し、適切なウエイト選択を行ったら、ハンドル組立品が取り外せる
かをもう一度確認してください。 

8. ダンベルハンドル組立品の部品に緩みがないことを確認してください。これは、調節グリップを2.3kg (5ポンド) にセット
し、ハンドル組立品を台座から取り外して確認できます。ハンドル組立品の両端を握り、エンドキャップを反対方向に回転
させてひねります。ハンドル組立品に遊びがなく、すべての選択用ディスクはしっかりと固定されていることが分かるはず
です。

9. これが、ロック機構の機能の動作確認です。この動作確認を毎月実施し、ロック機構が正しく機能していることを確認する
ことをおすすめします。 

ハンドル組立品を使用してダンベルと台座を一緒に持ち上げないようにしてください。ダンベルと台座を一緒に持ち上げる
には、ウエイトプレートを完全に取り付け、台座組立品の持ち手を使用してください。

 上記の動作確認手順でダンベルのロック機構が十分に機能しない場合は、以下を行ってください。
 a. 承認された修理を受けるまで、製品の使用を中止してください。
 b.  製品を米国またはカナダで購入した場合、修理については小売店またはカスタマーサービスまでお問い合わせくだ

さい。製品を米国またはカナダ以外で購入した場合、サポートについては、お近くの販売店までお問い合わせくださ
い。

別売品
Bowflex™ SelectTech™スタンド
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使用前は、必ず機器を点検し、損傷がないか、修理が必要な箇所はないかを確認してください。所有者は、定期的にロック
機構の動作確認を行う責任があります。摩耗または損傷のある部品はすぐに交換するか、修理が完了するまで機器を使用し
ないでください。機器の保守管理および修理に、メーカー提供部品以外の部品を使用しないでください。

警告ラベルがはがれかかっている、判読できない、または貼り付けられていない場合は、ラベルを交換してください。製品を
米国またはカナダで購入した場合、交換用ラベルについては、カスタマーサービスまでお問い合わせください。製品を米国
またはカナダ以外で購入した場合、交換用ラベルについては、お近くの販売店までお問い合わせください。

Bowflex™ SelectTech™ダンベルは、ほとんど手入れの必要がない製品です。しかし、製品の機能性や最も良い状態を維持するた
めに、いくつかの手順を行っていただく必要があります。

 SelectTech™ダンベルのハンドル組立品、ウエイトプレートまたは台座が汚れた場合は、ぬるま湯で軽く湿らせた布と少量
の低刺激石鹸でお手入れを行ってください。別の乾いた布で拭きあげてください。

 SelectTech™ダンベルは、内部に潤滑剤が塗布されており、さらなる塗布は必要ありません。ウエイトプレートおよび選択
用ディスクの接触面には潤滑剤は塗布されていませんが、低摩擦のため、通常、潤滑剤は必要ありません。ウエイトプレー
トおよび選択用ディスクに潤滑剤が必要と考えられる場合は、必ず、食品グレードのシリコン潤滑剤を使用してください。 

本製品に溶剤、洗剤、化学薬品、漂白剤を使用しないでください。使用した場合、材質を傷め、製品の性能または強度の低
下を招く可能性があります。

  ハンドル組立品を分解しないでください。ハンドル組立品は、お客様による修理を意図していません。お客様ご自身で修理
を行った場合、メーカーの保証は無効となります。製品を米国またはカナダで購入した場合、サポートについては、カスタマ
ーサービスまでお問い合わせください。製品を米国またはカナダ以外で購入した場合、サポートについては、お近くの販売
店までお問い合わせください。

スマートダンベルモジュールに表示された電池アイコン 
電源投入時に、電池が定格電力の10%程度になると、コンソールに10秒間電池アイコンが表示されます。
電池を交換する際は、プラス極 (+)/マイナス極 (-) の表示に従って、正しい方向で電池室にセットしてくださ
い。

新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
アルカリ乾電池、マンガン乾電池、充電式電池 (ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池など) を混ぜて使用しないでくだ
さい。

保守管理
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1.  センサー組立品の固定スナップを押したまま、センサー組立品を上向きに持ち上げ、ダンベルから取り外します。 

2.  古い電池を取り出します。

3.  新しい単4形アルカリ乾電池をセンサー組立品に入れます。電源が入り、ディスプレイに3本の線が表示されます。

 

新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
アルカリ乾電池、マンガン乾電池、充電式電池 (ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池など) を混ぜて使用しないでくだ
さい。 

4.  センサー組立品の外側の部分を挿し込み、所定の位置に収まるまでダンベルに向かってはめ込みます。 

5.  ダンベルは使用可能です。

組立 / 取扱説明書
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問題 解決策
ウエイトプレートが選択されていない (ハンドル
にプレートが取り付けられていない) 時に、ハン
ドル組立品を台座に完全に収納できない。

上下に動かして、ハンドル組立品を戻してください。ハンドル組立品を傾
けたり横に動かしたりしないでください。

ウエイトプレートが選択されている (ハンドルに
プレートが取り付けられている) 時に、ハンドル
組立品を台座に完全に収納できない。

各ダンベルに異なるウエイトが選択されていないか確認してください (例
えば、一方のダンベルには「10」、もう一方のダンベルには「15」がセットさ
れている)。そのような場合は、ハンドル組立品を台座の対応する位置に置
き直す必要があります。
選択されていないウエイトプレート (台座組立品に残っているプレート) は
適切な位置にあり、異なる挿し込み口に移されていないことを確認してく
ださい。これは、ダンベルを台座の適切な位置に戻す妨げとなります。
台座にほこり、ごみ、異物などがないことを確認してください。ほこりやごみ
があった場合は、台座から取り除いてください。確認する際は、ウエイトプ
レートを台座から取り外してください。各ウエイトプレートを適切な場所と
向きに戻してください。

ハンドル組立品が台座にある時に、調節グリップ
を回せない。

ハンドル組立品が台座に完全に押し下げられていることを確認してくださ
い。きちんと押し下げられていない場合、ロック機構が解除されず、調節グ
リップの回転が妨げられる可能性があります。
台座にほこり、ごみ、異物などがないことを確認してください。ほこりやごみ
があった場合は、台座から取り除いてください。確認する際は、ウエイトプ
レートを台座から取り外してください。各ウエイトプレートを適切な場所と
向きに戻してください。

ディスプレイに電池アイコンが表示される。 電池を交換してください。

トラブルシューティング
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