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製品を米国または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。お近くの販売店は、 で検索できます。
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安全に関する重要な注意事項

! 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。

必ず次の警告事項に従ってください。

! 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。

組み立てについての指示をよく読み、十分に理解しておいてください。

• 製品の組み立て中は、第三者やお子様が近づかないようにしてください。

• 指示があるまで、機器に電源を接続しないでください。

• 本機器を屋外、水気のある場所、湿気の多い場所で組み立てないでください。

• 人の通る場所や周囲に人のいる場所は避け、必ず適切な作業スペースを確保してから組み立てを行ってください。

• 機器の部品の一部は、非常に重く、動かしにくい場合があります。そのような部品を含む組み立て手順は 2 名で行っ
てください。重い部品の持ち上げ、または動かしにくい部品の移動を含む手順は、単独で行わないでください。

• 本機器は、硬くて平らな面に設置してください。

• 本機器の設計または機能に変更を加えることはできません。変更を加えた場合、本機器の安全性を損なう可能性が
あり、保証は無効となります。

• 交換部品が必要な場合は、必ず Nautilus の純正交換部品およびハードウェアを使用してください。純正交換部品を
使用しない場合、ユーザーにリスクをもたらす可能性があり、機器の正常な動作を妨げ、保証が無効となる可能性が
あります。

• 説明書に従い、機器が完全に組み立てられ、適切な動作が確認されるまで使用しないでください。

• 本機器を初めて使用する前に、付属の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、説明書を保管しておいてください。

• 指示された順序で組み立てを行ってください。不適切な組み立ては、負傷または不適切な動作を引き起こす可能性
があります。

• これらの指示は保管してください。

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、説明書を保管してお
いてください。

 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歳未満のお子様は使用しないでください。14～ 17歳の方が本機器を使用する場合は、必ず他の方が立ち会って
ください。

• 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。
機器のコンピューターが計算または測定した値は、参照値として使用してください。
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• 使用前に、必ず機器の部品に緩みや摩耗がないか点検してください。そのような状態の場合は、機器を使用しない
でください。シート、ペダル、クランクアームを注意深く点検してください。  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。

• 最大体重制限 ポンド )体重制限を超過している場合は使用しないでください。

• 本機器は、家庭 /一般消費者向けまたはスタジオ/施設向けの製品です。本機器をスタジオ/施設環境に設置する
場合は、使用を1日3時間未満に制限し、承認を受けたスタッフが機器へのアクセスや機器の管理を監督できる範
囲でのみ使用してください。管理の度合いは、特に、機器設置に関する特定の設定、その環境に応じた安全対策、
および機器に対するユーザーの熟知度によって異なります。使用前に他の方が機器を使用している場合もあるため、
シート、ペダル、ハンドルバーが適切に調節され、締められ、固定されていることを確認してください。

• ゆったりとした衣服またはアクセサリーは着用しないでください。本機器には可動部品が含まれます。エクササイズ
機器の可動部品に指または異物を入れないでください。

• 本機器の設置および操作は、硬くて平らな面で行ってください。

• ペダルを踏む前に、ペダルを安定させてください。機器の乗り降りの際はご注意ください。

• 機器の修理点検を行う前に、すべての電源を切ってください。

• 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。フットペダルは、清潔かつ乾燥した
状態に保ってください。

• 機器にアクセスする側、および機器の後方には、少なくとも インチ ) のスペースを確保してください。これ
は、機器へのアクセス、機器周辺の移動、および緊急時に機器から降りるために推奨される安全な距離です。機器
の使用中は、第三者がこのスペースに入らないようにしてください。

• 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。

• すべての位置調節部品は、適切に調節し、確実に取り付けてください。調節部品がユーザーに当たらないようにして
ください。

• 本機器でエクササイズを行うには、コーディネーションとバランスが必要です。ワークアウト中は速度と抵抗レベル
が変化する可能性があることを予測し、バランスを失ったり、負傷したりしないよう十分に注意してください。

• 機器はコンセントに差しっぱなしにしないでください。使用していないときや、部品を取り付けたり取り外したりする
前には、コンセントからプラグを抜いてください。

•  ペダルを戻したり、逆方向に回したりしないでください。そのように使用した場合、ペダルが緩み、機器の破損や使
用者のけがの原因となる可能性があります。ペダルが緩んだ状態で本機器を操作しないでください。

• 本機器は、安全の責任者による監視または機器の使用についての指導がない場合は、肉体的、感覚的、または精
神的な能力が低下している方、または経験および知識が不足している方 (お子様を含む ) による使用を対象としてい
ません。 

• 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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安全のための警告ラベルおよびシリアル番号

シリアル番号 製品仕様

本製品は、欧州無線機器指令 2014/53/EUに適合しています。
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仕様

最大体重制限 : ポンド )
機器の総表面積 (フットプリント ): 2 (1518.1 in2)
機器重量 : ポンド )

所要電力 (ACアダプタ ): 
 入力電圧 :
 出力電圧 :

組み立て前に 
機器を設置および使用する場所を選択します。安全に操作を行うために、硬く、平らな場所に設置してください。組み立て面積は 
2.4 m x 2 m ( 95 インチ x 80 インチ) を推奨しています。機器の組み立てにかかる時間は 30～60 分程度です。1.8 m x 1.4 m 
(71インチ x 56インチ) 以上のワークアウトエリアが必要です。
注記:    配送時に機器の部品が損傷していないか点検してください。損傷が見つかった場合、お近くの販売店までお知らせくださ

い。

組み立てのための基本的な情報
機器を組み立てる際は、次の基本事項に従ってく
ださい。
1.   組み立ての前に、「安全に関する重要な注意事
項」をよく読み、十分に理解してください。

2.   各手順に必要な部品を準備してください。
3.   推奨のレンチを使用し、他に指示がない限り、
ボルトとナットは右回り (時計方向 ) に回して締
め、左回り (反時計方向 ) に回して緩めてくだ
さい。

4.   2 つの部品を取り付ける場合は、軽く持ち上げ、
ボルト穴をのぞいて、ボルトを穴に挿し込みや
すくします。

5.  組み立てには 2人必要な場合があります。

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。

82 cm (32.3 in)
119.4 cm (47 in)

144.3 cm (56.8 in)

1.4 m
56 in

1.8 m
71 in

0.6 m
24 in

0.6 m
24 in
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部品

項目 数量 種類 項目 数量 種類
1 1 主要組立品 10 1 コンソールマウントブラケット
2 1 リアスタビライザ 11 1 メディアトレイ *

3 1 フロントスタビライザ、右 12 1 ピボットカバー
4 1 フロントスタビライザ、左 13 1 シートポスト
5 1 上部カバー 14 1 シート
6 1 コンソールマスト (ハンドルバーマウント付き ) 15 1 左ペダル (L)
7 1 ハンドルバー 16 1 右ペダル
8 1 ハンドルバーマウントカバー 17 1 ドリンクホルダー
9 1 コンソール 18 1 AC アダプタ

 * この部品はマニュアルの袋に同梱されています。

 注 :   組み立ての補助として、すべての右側の部品には「 」のデカールが、左側の部品には「L」のデカールが貼り
付けられています。左右は、バイクに座る方向に基づきます。

3

4

6

1

18

5

7
10

8

13

14

9

12

2

17

15 (L)

16 (R)

11
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連結部品 / ツール

ツール
同梱        

注 :   連結部品の一部は、スペアとして連結部品カードに提供されています。スペアのネジ (*) はドリンクホルダー用
です。本機器を正しく組み立てた後にも、連結部品が余る場合があります。

#2

項目 数量 種類 項目 数量 種類

A 2 水平調整脚 1 平ワッシャー、M8 (幅狭 )

B 1 ハンドルバークランプハンドル 1 フランジロックナット、セレートあり、M8

C 1 六角穴付きボタンボルト、 2 パンヘッドフィリップネジ、

1 スプリングワッシャー (M8)

#2

D E F G
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組み立て

1.  水平調整脚をリアスタビライザに取り付けてスタビライザを主要組立品に取り付ける
 注 :   ハードウェア (*) は、スタビライザにあらかじめ取り付けられており、ハードウェアカードには付いていません。

リアスタビライザのブラケットおよび上部カバー (5) の下にある梱包材を丁寧に取り外し、安全な方法で廃棄し
てください。この時点では、上部カバーを固定しないでください。リアスタビライザの中央の穴 (2a) をリアスタ
ビライザのブラケットのピンに合わせます。ハードウェアを設置している間、このピンがバイクを支えます。

X4

5 mm

*

*

*

2

1 2

4

5

3

A

A

*

*
*

X6

5 mm

2a

2a

ピン
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2.  ケーブルを接続し、フレーム組立品にコンソールマストを取り付ける
 注記 :    あらかじめ取り付けられている連結部品 (*) をマストマウントから取り外します。フレームケーブルコネクタ (1a) 

は、マストマウントのプラスチックインサートに取り付けます。プラスチックのインサートとフレームケーブルの
コネクタはそのままにし、コンソールマストのケーブルに慎重に接続します。ケーブルコネクタのクリップの向き
を揃え、コネクタがロックされていることを確認してください。ケーブルを切断したり挟んだりしないでください。  
表面がコンソールマストのチューブとぴったり重なるよう、ウェーブワッシャーを調整します。

*

*5mm
*

X4
6

1a
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3.  コンソールマストにハンドルバーを取り付ける
 注記 :   ハンドルバー (7) をブラケット (6a) に取り付け、好みの角度に調節し、ブラケットを締めます。ハンドルバーク

ランプハンドル (B) を穴にはめて取り付けます。ハンドルをしっかりと締め、ハンドルバーを適切な位置に固定
します。 

 注 :   ハンドルバーマウントカバー (8) を取り付けるには、開口部 (8a) を少し広げてからハンドルバーマウントの所定の
位置に押し込む必要が生じる場合があります。

7

6a

B

6a

8

8a

4.  コンソールマウントブラケットをコンソールマストに取り付ける 
 注記 :   ケーブルを切断したり挟んだりしないでください。 

C
DE

F

6mm

10
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5a. コンソールのネジを取り外す
 注 :   あらかじめ取り付けられているネジ (*) をコンソールの背面から取り外します。

 注記 :   ネジ類がコンソールの内側に落ちないようにしてください。ケーブルを切断したり挟んだりしないでください。 

5b. コンソール組立品をコンソールマストに取り付ける
 注記 :   この手順は 2人で行ってください。ケーブルを切断したり挟んだりしないでください。 

 注 :    コンソールを傾け、コンソールマウントブラケットの上部にあるワイドタブ (10a) に取り付けます。コンソール用
ケーブルをブラケットに通します。ケーブルを接続する前にコンソールマウントブラケットにコンソールを取り付け
ます。まず下のネジ (*) から始め、順にすべてのネジを締め付けます。コンソールケーブルをコンソールマストケー
ブルに接続します。ケーブルコネクタのクリップの向きを揃え、コネクタがロックされていることを確認してください。
余分なケーブルは、コンソールマストに入れ込んでください。

*

X4

#2

9

9

10a

*

X4

#2
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6.  シートポストを設置し上部カバーを固定する
 注記 :    上部カバー (5) の上端を動かし、シートポストマウント (1b) にアクセスできるようにします。調節レバー (13a) 

を引き上げて、シートポストをシートポストマウントにスライドさせます。調節レバーをゆっくりと押し下げると、
ロック位置に戻ります。シートポストを押し下げて、ロック機構が完全に機能していることを確認します。シート
ポスト用ブッシング (13b) をシートポストマウントに押し込み、ネジ で固定します。上部カバーをシートポス
トマウント上の所定の位置に押し込みます。上部カバーの辺縁のタブは、必ず主要組立品にはめ込んでください。

  シートポストをSTOPマークより高い位置にセットしないでください。指を挟まないように十分に気をつけてください。 

5c.ピボットカバーとメディアトレイを取り付ける
 注意：   ケーブルを切断したり挟んだりしないでください。 

 注：   メディアトレイから粘着裏地を外します。タブをコ
ンソール表面のスロットに挿し込み、メディアトレ
イを下方向に回転させます。コンソール表面に対
してしっかり均等に押しつけ、粘着面を確実に接着
させます。 

12 11

5

13a

1b

13b

13

13b

13a

G

X2

13
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8.  ペダルストラップを取り付けてペダルを設置する
  不適切な取り付けによってねじ山がつぶれた場合、使用中にペダルがバイクから外れたり、破損したりして、重

傷事故を引き起こす可能性があります。
 注 :   左ペダルは逆ねじです。ペダルは、必ずバイクの適切な側に取り付けてください。左右は、バイクに座る方向に

基づきます。左ペダルには「L」、右ペダルには「 」の表示があります。ペダルを手で動かし、ペダルレンチ
で完全に締めてください。ペダルは必ず完全に締めてください。

7.  シートポストにシートを取り付ける
 注記 :   シートをポストの上にスライドさせる前に、シートブラケット (14a) のシートナット (14b) を緩めないでください。

シートがまっすぐで平らになっていることを確認してください。シートを所定の位置に固定し、両方のナットを完
全に締めてシートを固定します。 
調節ハンドル (13c) を締めて、シートスライダーを固定します。

14 14a
14b

14b

13mm

13c

15 (L)

16 (R)
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9.  ドリンクホルダーを取り付ける
 注 :   ハードウェア (*) はコンソールマストにあらかじめ取り付けられています。

10.  ACアダプタを接続する
 注記 :    コネクタは、必ず機器の電源インレットの奥まで押し込んでください。 

*
#2

X2

17

18
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11.  最終点検
機器を点検し、すべてのハードウェアがしっかりと締められていること、部品が適切に組み立てられていることを確認します。
本説明書の最初のページに設けられた欄に、必ずシリアル番号を記録してください。
ディスプレイ画面、キーパッド、コンソール上部から保護プラスチックフィルムを慎重に取り外します。静電気により、画面に
「ゴースト」画像が表示される場合がありますが、数分後に消えます。

! 取扱説明書に従い、機器が完全に組み立てられ、適切な動作が確認されるまで、機器を使用したり、動作させたりしな
いでください。

注：   ワークを数回行った後に再度一部のハード
ウェアを締め直してください。  静かにスム
ーズに動作するよう、ワークアウトを 3 回行
った後に指定のハードウェアを締め直して
ください。それ以降の推奨される点検頻度
については、本説明書の「保守管理」のセク
ションをご参照ください。

X2

X2
ペダル

スタビライザ

スタビライザ

コンソールマスト
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バイクを水平に置く
水平調整脚は、リアスタビライザの両端にあります。調整ナットを回してスタビライザの脚を調整します。 

水平調整脚が機器から外れる、またはネジが抜けるほどの高さまで調整を行わないでください。けがまたは機器の破損を
招く可能性があります。

エクササイズの前に、バイクが水平に置かれ、安定していることを確認してください。

バイクを移動する

身体能力および体力に応じて、機器の移動は、1人または 2人以上で行っていただく必要がある場合があります。 
ご自身および他の方の健康状態が良好で、機器を安全に移動できることを確認してください。

1.  電源コードを外します。

2.  バイクの前方を下向きに押しながら、ハンドルバーを慎重に手前に傾けます。 

3.  所定の位置まで機器を押して移動します。

4.  慎重に機器を所定の位置に下ろします。

注記 :    バイクの移動は慎重に行ってください。急激な動きはコンピューター
の動作に影響する可能性があります。

機器の使用を開始する前に
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機能

A コンソール L シートスライダー
B アジャスタブルコンソールマウント M シート
C ハンドルバー N シート調節レバー
ステップスルーフレーム ドリンクホルダー
移動用キャスター スピーカー
スタビライザ メディアトレイ
ペダル ポート
水平調整脚 AC アダプタ

I 電源コネクタ T ®対応心拍数 受信機 (図示せず )
J フルカバー付きフライホイール U ®接続 (図示せず )
K シートスライダー調節ハンドル

WARNING! (警告 )   機器のコンピューターが計算または測定した値は、参照値として使用してください。表示される心拍数
は近似値であり、参照値として使用してください。過度のエクササイズは、重傷事故や死亡につながる
恐れがあります。めまいを感じた場合は、ただちにエクササイズを中止してください。

A

B

O

K

N

A

R
C

D

E

F

M

L

J

I

H
G

P

Q

F

S
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コンソールの機能
コンソールは、ワークアウトに関する重要な情報を提供し、エクササイズ中の抵抗レベルの制御を可能にします。コンソールは、
タッチコントロールボタンを特長とし、エクササイズプログラムをナビゲートします。

キーパッド機能

（抵抗レベルクイック）] ボタン ワークアウト中、抵抗レベルを設定値にすばやく切り替えます。

（プログラム）] ボタン タップすると、ワークアウトプログラムのメニューが繰り返し表示されます。

（開始）] ボタン プログラムワークアウトの開始、情報の確認、または一時停止されたワークアウトの再開を実行します。

一時停止 / 停止 )] ボタン 実行中のワークアウトを一時停止する、または一時停止されたワークアウトを終了
します。

[増加 ( ) ] ボタン ワークアウトの抵抗レベルを上げる、またはオプション間を移動します。

[減少 ( ) ] ボタン ワークアウトの抵抗レベルを下げる、またはオプション間を移動します。

（音量）] ボタン コンソールの音量レベルを設定します。タップすると、音量レベルが （オフ）、1、2（初期設定）、
3 と繰り返し表示されます。個人用機器からの出力には影響しません。

[リセット ] ボタン（ ™ロゴ） サービス技術者のみが使用します。パワーアップ中にこのボタンを押すと、コンソール
設定が工場出荷時の状態にリセットされます。完全に機能させるには、コンソールをアップデートする必要があります。ワー
クアウトデータには影響しません。

リセットボタン

（抵抗レベルのクイック）
ボタン （抵抗レベルのクイック）

ボタン

増加ボタン

減少ボタン

音量ボタン
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コンソールディスプレイ

®アプリの接続アイコン コンソールがアプリとペアリングされるとディスプレイがオンになります。

®対応心拍数モニターの接続アイコン コンソールが ®対応の心拍数モニターとペアリングされるとオンに
なります。

心拍数検出アイコン コンソールが ®対応の心拍数モニターから心拍信号を受信するとオンになります。

時間 
時間 )] ディスプレイには、ワークアウトの合計時間が表示されます。

インターバル
インターバルワークアウト中、 インターバル )] ディスプレイには、現在アクティブなインターバルおよびワークア
ウトのインターバルの合計数が表示されます。各インターバルには、 スプリント ) と 回復 ) ワークアウトセ
グメントがあります。

速度
速度 )] ディスプレイには、機器の速度が時速 または 時 ) で表示されます。

カロリー
カロリー )] ディスプレイには、エクササイズ中に燃焼したと推定されるカロリー量が表示されます。

燃焼率
燃焼率 )] ディスプレイには、1分間のカロリー消費レベルが表示されます。このレートは強度の関数であり、

現在の ペダル速度 ) のレベルおよび抵抗レベルになります。これらのいずれかの値が上昇した場合は、燃焼率も上昇
します。

ワット
[Watts (ワット )] ディスプレイには、現在の および強度レベルにおける推定の発揮パワーがワットで表示されます  
(746ワット =1hp)。

プログラムディス
プレイ

®アプリとの接続状態を示すアイコン

®対応心
拍数モニターとの
接続状態を示すア
イコン

心拍数の検出状態
を示すアイコン
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心拍数 (脈拍 )
心拍数 ディスプレイには、心拍数モニターからの 1分間の拍動の数 が表示されます。コンソールが
心拍信号を受信すると、アイコンが点滅します。

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。表示され
る心拍数は近似値であり、参照値として使用してください。

距離 
距離 ディスプレイには、ワークアウトにおける距離数がマイルまたは で表示されます。距離の最大値は
99.99です。距離の初期設定単位はマイル (MI) です。 
 注 :   ワークアウト前に単位 (キロメートルまたはマイル ) を切り替えるには、 プログラム )] ボタンを 3 秒間長

押して、[コンソール設定モード ] を開きます。 システム表示単位 )] プロンプトが表示されます。[In
増加 /減少 )] ボタンを押して、単位 または MI/LB) を切り替えます。希望する測定の単位

が表示されたら、 開始 )] ボタンを押して保存します。

ケイデンス
ケイデンス )] ディスプレイには、現在のペダル速度が 1分間あたりの平均回転数 で表示されます。

抵抗
抵抗 )] ディスプレイには、ワークアウトにおける現在の抵抗レベルが表示されます。

プログラムディスプレイ
プログラムディスプレイは、ユーザーに情報を表示し、グリッドディスプレイエリアはプログラムのコースプロファイルを表示
します。プロファイルの各カラムは、1つのインターバル (ワークアウトセグメント ) を表しています。カラムが高くなると、抵
抗レベルがより高くなります。点滅しているカラムは現在のインターバルを示しています。
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USB充電
デバイスを ポートに接続すると、ポートはデバイスを充電しようとします。デバイスのアンペア数によっては、

ポートから供給される電力は、デバイスを動作させ、同時に充電を行うには十分ではない可能性があります。

その他のフィットネスアプリを使用してワークアウトを行う
本フィットネスマシンには、 ®接続機能が組み込まれており、多くのフィットネスアプリとの連携が可能です。サポー
トされるアプリの最新リストは、ウェブサイトからご確認いただけます : 

JRNY ™メンバーシップをお使いのマシンで使用する
メンバーシップ *をお持ちの場合は、本 マシンのコンソールと同期すると、お使いのデバイスからアク

セスすることができます。 メンバーシップを使用すると、ユーザーの能力に合わせたガイド付きワークアウトをデバ
イスに表示したり、ユーザーの長期的なフィットネスの成功をサポートしたりするために考案された信頼できるバーチャル音
声コーチングを受けることができます。

1.  「 」アプリをダウンロードします。アプリは、 および から入手できます。

2.  お使いのデバイス側で ®および位置情報設定がオンになっていることを確認してください。必要に応じて設定を
オンにしてください。

3.  マシンの近くでアプリを開き、指示に従ってお使いのデバイスをマシンと同期させます。 

アプリがマシンと同期されない場合は、お使いのデバイスとマシンを再起動します。手順 3を繰り返します。 

Bluetooth®対応心拍計
本フィットネマシンは、 ®対応の心拍検知器からの信号を受信する機能を備えています。接続されると、 ®

対応心拍数モニターの接続を示すアイコンがオンになります。記載されている方法に従ってデバイスを同期してください。

ペースメーカーまたはその他の埋め込み型電子機器を使用している場合は、Bluetooth®対応ストラップ型心拍計または
その他の Bluetooth®対応心拍数モニターを使用する前に、医師にご相談ください。 

Bluetooth®対応心拍数モニター 
本フィットネスマシンは、 ®対応の心拍数 モニターからの信号を受信する機能を備えて
います。 ® モニターに付属の説明書に従ってください。

ペースメーカーまたはその他の埋め込み型電子機器を使用している場合は、Bluetooth®対応アームバンド型心拍計また
はその他の Bluetooth®対応心拍数モニターを使用する前に、医師にご相談ください。

*  を体験していただくためには、 メンバーシップへのご登録が必要です (詳しくは  
をご覧ください )。米国およびカナダのお客様につきましては、お電話 または か
ら のメンバーシップ登録を行うことができます。利用可能な場合 (米国含む ) は、 アプリを携帯電話またはタ
ブレットにダウンロードし、ダウンロードしたアプリ内で登録を行い、 メンバーシップを入手することもできます。

メンバーシップは、国によってはご利用いただけない場合があります。
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心拍数の計算
最大心拍数は、通常、幼児期の 分間の拍動の数 ) から、60歳までに約 まで低下します。心拍数は、 
1年ごとに約 ずつ線形的に低下していきます。トレーニングが最大心拍数の低下に影響することを示すものはありませ
ん。同年齢であっても、最大心拍数には個人差があります。年齢による計算式から求める値よりも、ストレステストによって
求める値の方がより正確です。

安静時心拍数は持久力トレーニングの影響を受けます。十分なトレーニングを積んだランナーの安静時心拍数が 以
下であるのに対し、一般的な成人の安静時心拍数は約 を示します。

心拍数の表は、脂肪の燃焼や心血管系の強化に効果的な心拍ゾーン の推定値です。健康状態は変化するため、個人
の は、示された値よりも高いまたは低い可能性があります。

エクササイズ中に最も効果的に脂肪を燃焼する方法は、ゆっくりしたペースから開始し、心拍数が最大心拍数の 60～ 85% 
に達するまで徐々に強度を上げていくことです。そのペースを継続し、心拍数をその目標ゾーンで 20分以上維持します。目
標心拍数をより長く維持すると、より多くの脂肪が燃焼されます。

グラフは、一般的に提案される年齢に
基づく目標心拍数を示した簡単なガイド
ラインです。前述のとおり、最適な目標
心拍数は個人によって高い、または低
い可能性があります。個人の目標心拍
ゾーンについては、医師にご相談くだ
さい。

 注 :   すべてのエクササイズおよび
フィットネス計画と同様に、エク
ササイズの時間または強度を上
げる場合は、最良の判断を行っ
てください。

注 :   ご使用前に、必ず、心拍数センサーから保護カバー (もしあれば ) を外してください。

®対応心拍数モニターを装着し、起動します。
2.  コンソールが近くのモニターを検索し、 対応心拍数モニターとの接続状態を示すアイコンがすばやく点滅し
ます。

3.  接続されると、 対応心拍数モニターとの接続状態を示すアイコンが点滅し、脈拍と現在の心拍数値がコンソー
ルに表示されます。これでいつでもワークアウトを開始することができます。

脂肪燃焼のための目標心拍数

年齢

心
拍
数

/B
PM
（
拍

/分
）

最大心拍数

目標心拍数の範囲
（最適な脂肪燃焼のために、
この範囲にとどめること）
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操作

着用するもの
必ずゴム底の運動靴を着用してください。動きやすい、エクササイズに適したウェアが必要です。

エクササイズの頻度
 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。機器のコ
ンピューターが計算または測定した値は、参照値として使用してください。コンソールに表示される心拍数は近似値であり、
参照値として使用してください。

• 週に 3回、30分ずつ行う。
• あらかじめワークアウトスケジュールを作成し、それに従う。

シート調節
適切な位置にシートを配置することで、けがのリスクを減らし、エクササイズの効率と快適
さを促進します。

1.ペダルは前進位置のまま、拇指球がペダルの中心にくるようにします。脚は、膝を軽く
曲げた状態にしてください。

2.脚がまっすぐに伸びきっている場合、またはペダルに届かない場合は、アップライトバイ
クのシートを下げます。脚が曲がり過ぎる場合は、アップライトバイクのシートを上げます。

! シートを調節する前にバイクから降りてください。

3. 調節レバーを引き上げます。シートを好みの高さに調整します。調節レバーがロック位
置に戻ります。シートを押し下げて、ロック機構が完全に機能し、シートが固定されてい
ることを確認してください。  

! シートポストを STOPマークより高い位置にセットしないでください。

4.シートをコンソールに近づける、またはコンソールから離すには、シートスライダー調節
ハンドルを緩めます。シートを希望の位置までスライドさせ、ハンドルを完全に締めます。
ハンドルを引き、ハンドルが後方に向くように回して離します。

  注 :  他の部品と接触するためにハンドルを回せない場合は、ハンドルを引いてから回し、元の位置に戻してください。
必要に応じて、ハンドルを回してください。

足の位置 / ペダルストラップの調節
ストラップ付きフットペダルは、エクササイズバイクに安定した足場を提供します。

1.それぞれの足の拇指球をペダルに乗せます。

2.いずれかのペダルに手が届くまで、ペダルを回転させます。

3.靴の上からストラップを締めます。

4.もう一方の足にも同様に行います。

最大限のペダル効率を得るために、つま先と膝は、必ずまっすぐ前を向くようにしてください。 
ペダルストラップは、次のワークアウトのために、そのままの状態で置いておくことができます。

パワーアップ / アイドルモード / WELCOME画面
コンソールが電源に接続されている場合、いずれかのボタンを押すと、[パワーアップ / アイドルモード ] に切り替わります。
また、ペダリングの結果、コンソールが センサーから信号を受信した場合も、このモードになります。
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自動シャットオフ (スリープモード )
コンソールに約 5分間何も入力されない場合は、自動的にシャットオフされます。[スリープモード ] 中は ディスプレイ
はオフになります。
  注 : コンソールにはオン /オフのスイッチはありません。

MANUAL (クイックスタート ) プログラム
[MANUAL (マニュアル )] (クイックスタート) プログラムでは、情報を入力することなくワークアウトを開始することができます。
マニュアルワークアウト中は、1つのカラムは 1分間を表します。アクティブカラムは、1分ごとに画面を横方向に移動します。
ワークアウトが 18分以上続く場合、アクティブカラムは、ワークアウトプログラムに新たなカラムが追加される画面右端にと
どまります。
1. 機器に座ります。
2.   開始 )] を押して、ワークアウトを開始します。
  抵抗レベルを変更するには、 抵抗 )] の増加 /減少ボタンを押します。現在のインターバルおよび今後
のインターバルは、新規レベルに設定されます。MANUAL (マニュアル ) の抵抗レベルの初期設定値は 4です。時間は
00:00からカウントアップされます。
注 :  MANUAL (マニュアル ) ワークアウトを 9時間 99分 59秒 (9:99:59) 以上実行すると、 時間 ) の値は 0にリセッ
トされます。これらの値は、必ずワークアウトの最終結果に追加してください。

3.  ワークアウトが終了したら、ペダリングを止め、 一時停止 /停止 )] を押してワークアウトを一時停止します。
[一時停止 /停止 (一時停止 /停止 )] をもう一度押すと、ワークアウトが終了します。

プロファイルプログラム
プロファイル )] プログラムは、さまざまな抵抗レベルやワークアウトレベルを自動化します。

1. 機器に座ります。
（プログラム）] ボタンをタップして、ワークアウトプログラムのメニューの中から希望のワークアウトを表示し

ます。
3.   開始 )] を押して、ワークアウトを開始します。
  抵抗レベルを変更するには、 （増加 /減少）] ボタンを押します。  
4.  ワークアウトが終了したら、ペダリングを止め、 一時停止 /停止 )] を押してワークアウトを一時停止します。

[一時停止 /停止 (一時停止 /停止 )] をもう一度押すと、ワークアウトが終了します。

インターバルプログラム
インターバルプログラム中、ワークアウトは、強度を上げた「 スプリント )」時間 (より大きな抵抗 ) とゆったりとし
たペースの「呼吸が正常に戻る」時間 (「 回復 )」またはより小さな抵抗 ) との間で切り替わります。「 ス
プリント )」と「 回復 )」の切り替えは、ワークアウトを通して繰り返されます。例えば、8分間のインターバルプ
ログラムの場合、「 スプリント )」は 30秒間、「 回復 )」は 90秒間です。
注 :  「 回復 )」時間はそれぞれ、ディスプレイ上に 2つのカラムで示されます。

[INTERVAL (インターバル )] プログラムの「SPRINT (スプリント )」時間は、抵抗レベルおよび速度において推奨され
る増加量です。ご自身の体力レベルに適している場合にのみ従ってください。

持久力       8分間インターバル

        



26

16分間インターバル     筋力インターバル

      

インターバルタイプ以外のプログラム

脂肪燃焼      カロリー燃焼

           

ローリングヒル       サミットパス    

         

ステア       

        

ワークアウト値の表示を変更する
ワークアウト前に単位 (キロメートルまたはマイル ) を切り替えるには、 プログラム )] ボタンを 3 秒間長押して、[コ
ンソール設定モード ] を開きます。 システム表示単位 )] プロンプトが表示されます。 増
加 /減少 )] ボタンを押して、単位 またはMI/LB) を切り替えます。希望する測定の単位が表示されたら、 開始 )] 
ボタンを押して保存します。

  注 : 初期設定の測定単位は、MI/LBです。

抵抗レベルを変更する
( ) ( ) (増加 /減少) ] ボタンを押して、ワークアウトプログラムでいつでも抵抗レベルを変更

することができます。すばやく抵抗レベルを変更するには、希望する抵抗レベルのクイックボタンを押します。コンソールは、
選択されたクイックボタンの抵抗レベルに調節します。

一時停止または停止
一時停止 )] ボタンを押すか、または 5秒間ペダリングを停止し、ワークアウトを一時停止します。

2. ワークアウトを続行するには、 開始 )] を押すか、ペダリングを開始します。
ワークアウトを停止するには、 一時停止 /停止 )] ボタンを押します。コンソールは、ワークアウトサマリーモー
ドに切り替わります。 一時停止 /停止 )] ボタンをもう一度押すと、 画面に戻ります。



27

コンソールをミュートにする
コンソールには、ミュートに設定するオプションがあります。音声キューを無効にするには、 音量 )] ボタンをタップし、
音量レベルが （オフ）、1、2（初期設定）、3 と繰り返し表示されます。個人用機器からの出力には影響しません。

  注 :  電源を入れるたびに、選択されたユーザープロファイルの最後の音量設定にコンソールがリセットされます。

ワークアウトサマリーモード
ワークアウト後、コンソールディスプレイには （ワークアウト完了）]、続いて （ワーク
アウトを保存中）] と表示されます。コンソールにワークアウトサマリー値が 5分間表示されます。ワークアウトの時間が 1分
を超えないと、データは保存されません。
サマリーには、ワークアウトの合計値と平均値が含まれます。ワークアウト合計値は、 距離 )]、 時間 )]、 

カロリー ) ]、 （完了したインターバル）] です。ワークアウト平均値は、 （ス
プリントの燃焼率）]、 （ケイデンス）]、 （心拍数）]（適宜）、 （抵抗）] です。
  注 :  ワークアウト中に心拍数が確認できない場合、値はレポートされません。
5分後、または 一時停止 /停止 )] ボタンが押されると、ワークアウトサマリーは終了します。 

コンソール設定モード - システムメニュー
[コンソール設定モード] では、測定単位 (英単位またはメートル単位) の設定、画面輝度の調整、保守管理統計データ (稼働時間
やソフトウェアバージョンなど。サービス技術者専用) の確認、またはコンソールのリセットを行うことができます。
1. [Program (プログラム)] ボタンを 3 秒間長押して、コンソール設定モード (システムメニュー) に切り替えます。
 注： [Pause/Stop (一時停止/停止)] ボタンを押して、システムメニューを終了し、パワーアップモード画面に戻ります。 
2. コンソールディスプレイに現在の設定でシステムの単位が表示されます。デフォルトの設定は英単位です。[Increase/De-
crease (増加/減少)] ボタンを押して、英単位 (MI/LB) とメートル単位 (KM/KG) を切り替えます。
 注：ユーザー統計データにデータがある状態で単位を変更すると、統計データは新しい単位に変換されます。
3. [Programs (プログラム)] ボタンを押して選択を設定し、次のメニューオプションに進みます。
 注： 選択内容を保存してシステムメニューを終了するには、[Start (開始)] ボタンを押します。保存せずに終了するに

は、[Pause/Stop (一時停止/停止)] ボタンを押します。
4. コンソールディスプレイに [Disconnect Bluetooth (Bluetooth 接続解除)] プロンプトが表示されます。デフォルトオプション
は [NO (いいえ)] です。[YES (はい)] を選択すると、すべてのBluetooth®デバイスの接続が解除されます。[Increase/Decrease (
増加/減少)] ボタンを押して、[YES (はい)] / [NO (いいえ)] を切り替えます。
5. [Programs (プログラム)] ボタンを押して選択を設定し、次のメニューオプションに進みます。
6. コンソールディスプレイに [LCD Brightness (LCD 輝度)] プロンプトが表示され、100%、95% (デフォルト)、90%、85%、80% 
の 5 段階の輝度が表示されます。現在設定されている輝度が点滅します。[Increase/Decrease (増加/減少)] ボタンを押して好み
の輝度に設定します。
7. [Programs (プログラム)] ボタンを押して選択を設定し、次のメニューオプションに進みます。
8. コンソールディスプレイにハードウェアの種類およびコンソールファームウェアバージョンが表示されます。
9. [Programs (プログラム)] ボタンを押して、次のメニューオプションに進みます。
10. コンソールディスプレイに [Base Serial Number (ベースシリアル番号)] が表示されます。
11. [Programs (プログラム)] ボタンを押して、次のメニューオプションに進みます。
12. コンソールディスプレイにハードウェアの種類 (機器のタイプ) が表示されます。
13. [Programs (プログラム)] ボタンを押して選択を設定し、次のメニューオプションに進みます。

コンソール設定モード
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14. コンソールディスプレイに [Run Time Hours (稼働時間)] (ワークアウトの合計時間) が表示されます。
15. [Programs (プログラム)] ボタンを押して、次のメニューオプションに進みます。
16. コンソールディスプレイに BLE のバージョンが表示されます。
17. [Programs (プログラム)] ボタンを押して、次のメニューオプションに進みます。
18. コンソールディスプレイに BTC のバージョンが表示されます。
19. [Programs (プログラム)] ボタンを押して、次のメニューオプションに進みます。
20. コンソールディスプレイに EX SNSR のバージョンが表示されます。
21. [Programs (プログラム)] ボタンを押して、次のメニューオプションに進みます。
22. コンソールディスプレイに [View Error Messages (エラーメッセージを表示する)] というプロンプトが表示されます (サービ
ス技術者専用)。デフォルトオプションは [NO (いいえ)] です。[YES (はい)] を選択すると、有効なエラーメッセージが表示されま
す。[Increase/Decrease (増加/減少)] ボタンを押して、[YES (はい)] / [NO (いいえ)] を切り替えます。
23. [Programs (プログラム)] ボタンを押して、次のメニューオプションに進みます。
24. コンソールディスプレイに [Clear Error Messages (エラーメッセージを消去する)] というプロンプトが表示されます (サー
ビス技術者専用)。デフォルトオプションは [NO (いいえ)] です。[YES (はい)] を選択すると、すべてのエラーのログが消去されま
す。[Increase/Decrease (増加/減少)] ボタンを押して、[YES (はい)] / [NO (いいえ)] を切り替えます。
25. [Programs (プログラム)] ボタンを押して、次のメニューオプションに進みます。
26. コンソールディスプレイに [Reset (リセット)] プロンプトが表示されます。デフォルトオプションは [NO (いいえ)] で
す。[Pause/Stop (一時停止/停止)] ボタンを押すと、リセットを開始せずに終了します。 
 注： [YES (はい)] オプションを選択すると、システム表示単位、LCD 輝度、デモモードがデフォルト設定にリセットされま

す。[Run Time Hours (稼働時間)] はリセットされません。 
[Increase/Decrease (増加/減少)] ボタンを押して、[YES (はい)] / [NO (いいえ)] を切り替えます。 
[Start (開始)] ボタンを押して選択を設定し、システムメニューを終了します。
27. コンソールはパワーアップモード画面を表示します。
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修理点検作業を始める前に、すべての保守管理指示書をよくお読みください。状況によっては、必要な作業を行うために補
助者が必要な場合があります。

! 定期的に機器を点検し、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。所有者は定期的に保守管理を
行う責任があります。摩耗、損傷または緩んだ部品は、すぐに修理するか、交換してください。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。

 修理点検を行う前に、機器に接続されたすべての電源を切ってください。

毎日 : 使用前に、必ずエクササイズ機器の部品に緩み、損傷、破損、または摩耗がないかを点検してく
ださい。  
そのような状態の場合は、機器を使用しないでください。すべての部品は、摩耗または損傷の最
初の兆候が見られた時点で修理または交換してください。ペダルを点検し、必要に応じて締め直
してください。ワークアウト後は、必ず湿った布で機器とコンソールを拭き、湿気を帯びないよう
にしてください。

注 : コンソールを過度の湿気にさらさないでください。

注記 :   必要であれば、刺激の少ない食器用洗剤と柔らかい布でコンソールの手入れを行ってくだ
さい。石油系溶剤、自動車用洗浄剤、またはアンモニアを含む製品は使用しないでください。
直射日光または高温の場所でコンソールの手入れを行わないでください。コンソールが湿
気を帯びないようにしてください。

毎週 : ペダルおよびクランクアームを点検し、必要に応じて締め直してください。 
ペダルを戻したり、逆方向に回したりしないでください。そのように使用した場合、ペダルが
緩み、機器の破損や使用者のけがの原因となる可能性があります。ペダルが緩んだ状態で本
機器を操作しないでください

機器の手入れを行い、表面のごみ、ほこり、汚れを除去してください。シートスライダーがなめら
かに動作することを確認してください。必要に応じて、動作しやすくするために、純度 100% のシ
リコン潤滑剤を塗布し、薄くコーティングしてください。 

シリコン潤滑剤は食用ではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。安全
な場所に保管してください。

注 : 石油系の製品は使用しないでください。

毎月または 
20時間使用後 : 

すべてのボルトおよびネジが締まっていることを確認してください。必要に応じて締めてください。

  本機器をスタジオ /施設環境で使用する場合は、ユーザーに最大の安全と性能を提供できるよう、毎年ペダルを交換
することをおすすめします。必ず、Nautilusから入手できる交換用ペダルを使用してください。他社製のペダルは、 
本製品向けに設計されておらず、ユーザーや周囲の人に危険がおよぶ可能性があり、保証は無効となります。

メンテナンス
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A コンソール クランクアーム CC ハンドルバークランプハンドル
B コンソールマウントブラケット リアスタビライザ ハンドルバーマウントカバー
C メディアトレイ 電源インレット 駆動ベルト

コンソールマスト AC アダプタ フライホイール
ピボットカバー 水平調整脚 マグネット台車
データケーブル (上部 ) T カバー (左 ) 抵抗センサー
インサート、下部マスト U ボルトキャッチカバー II 抵抗マグネット
フロントスタビライザ、左 上部カバー JJ 駆動プーリー

I 移動用キャスター W スライダー付きシートポスト KK 速度 ) センサー
J フロントスタビライザ、右 X シートスライダー調節ハンドル LL 速度センサーマグネット (4)
K スタビライザの脚 シート調節レバー MM サーボモーター
L カバー (右 ) シート NN マウント組立品
M ペダルストラップ AA ドリンクホルダー

N ペダル BB ハンドルバー
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トラブルシューティング

状況 /問題点 点検項目 解決策

コンソールディスプレイに何
も表示されない /一部しか
表示されない /ユニットの電
源が入らない

電源 (壁 ) コンセント ユニットが、正常に機能している壁コンセントに接続されていること
を確認してください。

ユニット前部の接続 接続部はしっかりと固定され、損傷がない状態でなければなりませ
ん。アダプタまたはユニットの接続部に損傷がある場合は、交換し
てください。

データケーブルの完全性 ケーブルのワイヤーは損傷がない状態でなければなりません。ケー
ブルが明らかに挟まれている、または切断されている場合は交換し
てください。

データケーブルの接続およ
び向き

マストベースとコンソール背面のケーブルがしっかりと、適切な向き
で接続されていることを確認してください。コネクタの小さなラッチ
は、まっすぐにして、カチッと音がするまで差し込んでください。

コンソールディスプレイの 
損傷

コンソールディスプレイに目に見える亀裂、または他の損傷がない
かを確認してください。損傷がある場合は、コンソールを交換してく
ださい。

コンソールディスプレイ コンソールの一部しか表示されず、接続に問題がない場合は、コン
ソールを交換してください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、カスタマーサービス (米国
およびカナダ ) またはお近くの販売店 (米国およびカナダ以外 ) まで
お問い合わせください。

コンソールディスプレイに 
[0 Base Hub Comm Error] 
というエラーコードが表示
されます。

データケーブルの完全性 ケーブルのワイヤーは損傷がない状態でなければなりません。ケ
ーブルが明らかに挟まれている、または切断されている場合は交
換してください。

ケーブルの接続/向き マストベースとコンソール背面のケーブルがしっかりと、適切な向
きで接続されていることを確認してください。コネクタの小さなラッ
チは、まっすぐにして、カチッと音がするまで差し込んでください。

コンソールディスプレイの
損傷

コンソールディスプレイに目に見える亀裂、または他の損傷がない
かを確認してください。損傷がある場合は、コンソールを交換して
ください。
上記の方法で問題が解決しない場合は、カスタマーサービス (米
国およびカナダ) またはお近くの販売店 (米国およびカナダ以外) 
までお問い合わせください。

コンソールディスプレイに 
[3 Stuck Button Error] と
いうエラーコードが表示さ
れます。

コンソールキーパッド コンソールキーパッドのスタックボタンを確認します。損傷がある
場合は、コンソールを交換してください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、カスタマーサービス (米
国およびカナダ) またはお近くの販売店 (米国およびカナダ以外) 
までお問い合わせください。

コンソールディスプレイに 
[5 NVRAM Error] というエ
ラーコードが表示されます。

コンソール コンソールのフラッシュメモリに問題があることを示します。カスタ
マーサービス (米国およびカナダ) またはお近くの販売店 (米国お
よびカナダ以外) までお問い合わせください。

ユニットは動作しているが、
®対応の心拍計が

表示されない

心拍数モニター (別売 ) デバイスに付属のトラブルシューティングの手順に従ってください。

心拍数モニターの電池 心拍数モニターに交換可能な電池が使用されている場合は、新しい
電池と交換してください。

干渉 干渉の原因と考えられるもの (テレビ、電子レンジなど ) からユニッ
トを離してみてください。 
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状況 /問題点 点検項目 解決策

心拍数モニターの交換 干渉が排除されても機能しない場合は、心拍数モニターを交換して
ください。

コンソールの交換 依然として心拍計が機能しない場合は、コンソールを交換してくだ
さい。

速度および の読み取
りができず、コンソールに
「 ペダリング
してください )」というエラー
が表示される

データケーブルの完全性 ケーブルのワイヤーは損傷がない状態でなければなりません。 
ケーブルが切断されている、または挟まれている場合は交換してく
ださい。

データケーブルの接続およ
び向き

各ケーブルが適切な向きで、しっかりと接続されていることを確認し
てください。コネクタの小さなラッチは、まっすぐにして、カチッと
音がするまで差し込んでください。

マグネットの位置 (カバーを
取り外してください )

マグネットはプーリーの所定の位置になければなりません。 

速度センサー (カバーを取り
外してください )

速度センサーは、マグネットと平行に並べ、データケーブルに接続
されていなければなりません。必要に応じてセンサーの位置を調節
してください。センサーまたは接続ケーブルに損傷がある場合は、
交換してください。

抵抗が変わらない (機器の
電源は入っており、動作して
いる )

データケーブルの完全性 ケーブルのワイヤーは損傷がない状態でなければなりません。ケー
ブルが明らかに挟まれている、または切断されている場合は交換し
てください。

データケーブルの接続およ
び向き

ケーブルが適切な向きで、しっかりと接続されていることを確認して
ください。すべての接続を切断し、もう一度接続してください。コネ
クタの小さなラッチは、まっすぐにして、カチッと音がするまで差し
込んでください。

サーボモーター (カバーを取
り外してください )

マグネットが移動した場合は、適切な位置に戻るまで調節してくださ
い。正常に動作しない場合は、サーボモーターを交換してください。

コンソールの確認 コンソールに目に見える損傷がないかを調べてください。損傷があ
る場合は、コンソールを交換してください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、カスタマーサービス (米国
およびカナダ ) またはお近くの販売店 (米国およびカナダ以外 ) まで
お問い合わせください。

使用中にコンソールがシャッ
トオフされる (スリープモー
ドに切り替わる )

電源 (壁 ) コンセント ユニットが、正常に機能している壁コンセントに接続されていること
を確認してください。

ユニット前部の接続 接続部はしっかりと固定され、損傷がない状態でなければなりませ
ん。アダプタまたはユニットの接続部に損傷がある場合は、交換し
てください。

データケーブルの完全性 ケーブルのワイヤーは損傷がない状態でなければなりません。ケー
ブルが切断されている、または挟まれている場合は交換してくださ
い。

データケーブルの接続およ
び向き

ケーブルが適切な向きで、しっかりと接続されていることを確認して
ください。コネクタの小さなラッチは、まっすぐにして、カチッと音
がするまで差し込んでください。

機器のリセット ユニットのプラグを電源コンセントから抜き、3分間待機してくださ
い。もう一度プラグをコンセントに挿してください。 
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状況 /問題点 点検項目 解決策

マグネットの位置 (カバーを
取り外してください )

マグネットはプーリーの所定の位置になければなりません。 

速度センサー (カバーを取り
外してください )

速度センサーは、マグネットと平行に並べ、データケーブルに接続
されていなければなりません。必要に応じてセンサーの位置を調節
してください。センサーまたは接続ケーブルに損傷がある場合は、
交換してください。

ユニットにガタつきがある /
水平にならない

水平調整脚の調整 バイクが水平になるまで水平調整脚を調整してください。

ユニットの下面 床面が平らでない場合は、調整できない可能性があります。バイク
を平らな場所へ移動してください。

ペダルが緩む /ペダリングが
困難なユニット

ペダルとクランクアームの取
り付け

ペダルはしっかりとクランクに取り付けられていなければなりません。
斜めに取り付けられていないことを確認してください。

ペダルをこぐとクリック音が
鳴る

ペダルとクランクアームの取
り付け

ペダルを取り外してください。ねじ山にごみがないことを確認して、
ペダルをもう一度取り付けてください。

シートポストが動く ロックピン 調節ピンがシートポスト調節穴の 1つに挿し込まれていることを確認
してください。

調節ノブ ノブがしっかりと締められていることを確認してください。

コンソールがプログラムの
画面を断続的に繰り返し表
示する

コンソールがデモモードに
なっている

[Schwinn™] のロゴのボタンを 3 秒間長押しします。設定は、次回
機器がスリープモードになった後に有効になります。
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