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SelectTech™ 840 ケトルベル 
 取扱説明書

Bowflex ™ SelectTech ™ケトルベルのワーク
アウトトレーニングビデオ、ヒント、およ
びフィットネスガイダンスは、下記のウェ
ブサイトよりご覧いただけます。

https://www.bowflex.com/kb 
https://www.bowflex.ca/kb
https://global.bowflex.com/kb



はじめに
Bowflex™ SelectTech™ケトルベルをご購入いただき、誠にありがとうございます。この革新的なケトルベルは、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、8ポンド (3.63kg) から最大 40ポンド (18.14kg) 
までの幅広いウエイト選択を実現するために、注意深く設計、製造されています。製品を最大限に活用していただ
くために、SelectTech ™ケトル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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安全に関する重要な注意事項 ............................................................................................................................... 3 
 安全のための警告ラベルおよびシリアル番号 ..................................................................................... 4 
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操作  .......................................................................................................................................................................... 5 
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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。

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、1 (800) 605–3369までお問い合わせください。

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から、お近くの販売店を検索できます。

Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125  USA, www.NautilusInc.com - カスタマーサービス : 北米 (800) 605-3369, 
csnls@nautilus.com | Nautilus (Shanghai) Fitness Equipments Co, Ltd, Room 1701 &1702, 1018 Changning Road, Changning District, Shanghai, 
China 200042, www.nautilus.cn - 86 21 6115 9668 | 米国以外 www.nautilusinternational.com | Printed in China | © 2019 Nautilus, Inc. |Bowflex、 
Bロゴ、SelectTech、Nautilus、Schwinn、および Universalは、Nautilus, Inc.,が所有し、Nautilus, Inc.,にライセンス供与された商標です。
また、米国およびその他の国において登録商標であり、それ以外の場合においてもコモンローによって保護されます。

説明書原本 - 英語版のみ
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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。

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。
• 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。

• 使用前にケトル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ケトル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。

• 本機器は家庭用です。機器を商業環境または施設環境に設置したり、そのような環境で使用したりしないでく
ださい。これらの環境には、ジム、企業、職場、クラブ、フィットネスセンター、および会員、顧客、従業員ま
たは関係者などが使用する機器を所有する公共または民間団体が含まれます。

• 定期的にロック機構を点検し、正しく機能するか動作確認を行ってください。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、水気のある場所で使用しないでください。
• 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。
• ケトルベルと台座を一緒に持ち上げるために、ロック機構を使用したり、ハンドルを使用したりしないでください。
ケトルベルと台座を一緒に持ち上げるには、ロック機構を使用し、台座本体の持ち手を使用してください。

• ケトルベルを台座から取り外す際に、調節ノブを無理に回さないようしてください。
• ケトル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。

• トレーニング中にケトル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。

• ケトルベルのハンドルに寄りかかったり、ケトルベルを台にして腕立て伏せをするなど、体重を支えるためにケ
トルベルを使用したりしないでください。製品の損傷や人身事故の原因となる可能性があります。

• ケトルベルのハンドル、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。

• ケトルベルは非常に重いです。安全のためにケトルベル組立品は直接に床に置いてください。
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安全のための警告ラベルおよびシリアル番号 / 仕様

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。

シリアル番号

Do Not Drop  
(落とさないで
ください)

製品仕様書

警告
• 本機器は家庭用です。
• 14歳未満のお子様による使用を意図して
いません。
• 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。
• 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。
• 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。
• 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。修理
が必要な部品がある場合は使用しないでく
ださい。
• 「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、ラベルを交換してください。

(ラベルは、英語、カナダフランス語、中国語
での対応となります。)

仕様

寸法  長さ 22.4cm x 幅 17.8cm x 高さ 31.8cm (長さ 8.8インチ x 幅 7インチ x 高さ 12.5インチ)

ケトルベル組立品重量 18.4kg (40.5ポンド)
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A.  ハンドルグリップ
B.  調節ノブ
C.  外枠
D.  ウエイトプレート
  1.  4ポンド (1.81kg)
  2.  8ポンド (3.63kg)
  3.  5ポンド (2.27kg)
  4.  10ポンド (4.54kg)
  5.  5ポンド (2.27kg)
E.  ウエイト切り替えシャフト
F.  台座
G.  持ち手

各部の名称 / 操作

A
B

C

D1

D2

D3

D4

D5

F
G

E

E

C

Bowflex™ SelectTech™ケトルベルの基本説明
Bowflex™ SelectTech™ 840ケトルベルは、完全組立状態で、一つずつ箱に入れて出荷されます。ケトルベル
を慎重に箱から取り出したら、製品の機能を理解し、ケトル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。

  ケトルベルを落とさないでください。ケトルベルを落とすと、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. ケトル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。 
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操作

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。調節ノブを数回回し、いずれの方向にも問題なく回ること
を確認します。調節ノブを回してウエイトを増やすたびに、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. ウエイト選択ダイヤルの調節範囲は 8～ 40ポンド (3.5kg～ 18kg) です。
特定のウエイト (たとえば、20ポンド [9kg]) を正しく選択するには、ウ
エイト選択ウィンドウがウエイト選択ダイヤルのその数字 (20) と合うま
で調節ノブを回します。 

4. 調節ノブ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 
(図 1) の中心に数字の「8 (3.5)」が見えるまで調節ノブを回します。 

5. 調節ノブを「8 (3.5)」にセットし、ハンドルをケトルベルからまっすぐ引き抜き
ます。これは台座からケトルベルの外枠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 (図 2)。プレートが付いていないハンドルの初期重
量は 8ポンド (3.5kg) です。

6. 調節ノブを時計回りに回して、選択するウエイトを増やすことができます。 
7. ケトルベルの外枠および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。プレートが確実に台座に固定さ
れるよう、プレートは正しい順序で並べてください。

注記 :   ケトル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、ケトルベルを傾けたり、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。積み重ねられたウエイトプレートの順序を変
更しないでください。

ケトルベルと台座を一緒に持ち上げるには、調節ノブをウエイトの最大値に合
わせ、台座組立品の持ち手を使用してください。

 ケトルベルのハンドルに寄りかかったり、ケトルベルを台にして腕立て伏せをす
るなど、体重を支えるためにケトルベルを使用したりしないでください。そのよ
うな場合、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。

6段階のウエイト調節

8 12 20 25 35 40
(3.5kg) (5.5kg) (9kg) (11kg) (16kg) (18kg)

注 :   ウエイトの増加量は大まかな値に過ぎません。正確な値は、製造上のばらつきにより異なる可能性
があります。

図1

図2
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ロック機構の機能を理解し、動作確認を行う
Bowflex™ SelectTech™ケトルベルは、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。

機能
ロック機構には 2つの主要な機能があります。

1. 調節ノブは、ケトルベルのハンドルが完全に挿し込まれ、台座とかみ合っている場合にのみ回す
ことができる。

2. 調節ノブ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、ケトルベルのハンドルを
最下部のプレートに固定する。

目的
ロック機構は 2つの重要な目的を果たします。

1. ケトルベルが台座にない場合に、ウエイトプレートがケトルベルから外れて、落下することを防ぐ。
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ぐ。

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. ケトルベルのハンドルが台座にセットされている状態で、調節ノ
ブを回して「8 (3.5)」に合わせます。調節ノブがノッチ (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. ウエイトプレートをすべて残したまま、ハンドルを台座から取り出
すことができるはずです。 

3. ハンドルを台座から取り外した状態で、もう一方の手で調節ノブ
をつかみ、ゆっくりと回してみてください。ノブは回転しないはず
です。  

ロックされた調節ノブ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。
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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、ケトルベルのハンドルを台座組立品
に戻し、完全に挿し込んでください。

5. ハンドルを台座に戻し、調節ノブを「8 (3.5)」と「12 (5.5)」の間の位置まで回します。これは、調
節ノブがウエイトを完全に選択できておらず、戻り止め (クリック音 ) の間にある、不完全なウエイ
ト選択であることを表しています。 

6. このような誤った位置では、選択ノブは止まらず、かみ合いません。ゆっくりとハンドルを持ち上げ、
台座から取り外しみてください。ハンドルは台座にロックされており、通常のような軽い力では取
り外せないことが分かるはずです。 

7. 誤った位置にある調節ノブを完全な位置に戻し、適切なウエイト選択を行ったら、もう一度ケトル
ベルのハンドルが取り外せるかを確認してください。 

8. すべてのウエイト選択位置でこの動作確認を繰り返してください。

9. ケトルベルのハンドル組立品全体が適切に固定されていることを確認してください。これは、調節
ノブを 8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。調節ノブをつかみ、
ハンドルグリップ方向に、または逆方向に、軽く押し引きします。ノブに遊びはなく、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。

10. 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。 

上記の動作確認手順でケトル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。
 1. 認可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。
 2.  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。
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エクササイズ 
下記のウェブサイトより、Bowflex™ SelectTech™ケトルベルのワークアウトトレーニングビデオをご覧いただ
けます。

https://www.bowflex.com/kb 
https://www.bowflex.ca/kb

https://global.bowflex.com/kb

エクササイズ用ベンチおよびマットも別途ご購入いただけます。

追加の製品は、Nautilus, Inc.のウェブサイト (www.nautilusinc.com) からご購入いただけます。

保守管理 

Bowflex™ SelectTech™ケトルベルの保守管理
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™ケトルベルは、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。

1. SelectTech ™ケトル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。

2. SelectTech ™ケトルベルは、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
イトプレートとウエイト切り替え機構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。ウエイト切り替え機構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。

  ケトルベルのハンドルまたは台座組立品を分解しないでください。これらの部品は、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。
修理については、Nautilus, Inc.またはお近くの販売店へお問い合わせください。
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問題 解決策

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、ケトルベルのハンドル
が台座に完全に収まらない。

1.  調節ノブが「8」に設定されていることを確認してください。

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、ケトルベルのハンドルが
台座に完全に収まらない。 

1.  選択されていないプレート (ケトルベルの台座に残っているプレー
ト ) は適切な順序で並べられており、入れ替えられていないこと
を確認してください。これは、ケトルベルを台座の適切な位置に
戻す妨げとなります。

ハンドルが台座にある時に、調節
ノブが回らない。

1. ケトルベルのハンドル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、調節ノブの回転が妨げられる可能性があり 
ます。

2. ケトルベルの台座にほこり、ごみ、異物などがないことを確認し
てください。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。ウエイトプレートは、必ず、適切な位置および向き
に戻すようにしてください。

トラブルシューティング 
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