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ユーザーマニュアルは、製造元の原語で書かれ、その後、使用国の言語に翻訳されたものであり、製品を補
完する付属品です。

Technogym は、いつでも、事前通知の義務なく、製品および関連文書に変更を加える権利を保持します。

Technogym s.p.a. は、以下の予防措置が取られている場合にのみ、製品に対して責任を負うものとします。
- 仕様に準拠して製品を使用した
- ユーザーマニュアルを隅々まで慎重に読んだ
- 据え付け場所がユーザーマニュアルに記載されている要件を満たしている
- 電気配線が使用先の国の法規に適合している
- 衣服が適切である
- タオルなどが製品上に置かれていない
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安全のための重要注意事項

いかなる食事療法、およびストレッチまたはエクササイズのプログラムを実行する前に、認可を受けた医師
または医療衛生関係担当者に必ずご相談ください。全ての活動や健康に何らかの影響を及ぼす可能性の
ある活動に関しては、完全に調べ情報を得るようにしてください。 
製品を使用する前に、このユーザーマニュアルをすべてお読みください。このユーザーマニュアルは、ユーザ
ーの安全を保証し、製品を保護するために作成されています。
電気機器を使用する際、以下を含む最低限の注意事項は常に守っていただく必要があります。

	 危険
感電の危険を回避するため、使用直後に清掃やメンテナンスの作業を行う場合は、まず必ず先に電
源プラグをコンセントから抜いてください。
	 重要
火傷、火災、感電、または人身に危害を及ぼす危険を避けるため、下記の注意事項をお守りください。

 
電源プラグをコンセントに接続した状態で、監督なしで製品を放置してはいけません。製品を使用しないとき、
製品のお手入れを行うときや、電気部品の取り付けや取り外しを行う前には電源プラグを抜いてください。
お子様が勝手に製品に近づかないようにしてください。お子様のご両親や保護者はお子様の責任を持ち、製
品設計時に想定されていない状況や動作が発生しないようにしてください。お子様がいる場合、製品の使用
に関連する心身の成長を念頭に、注意深く監視する必要があります。製品をおもちゃとして使用するのには全
く適していません。13 歳未満のお子さまが本製品に近づかないようにしてください。
本製品を障害者が使用したり、またその付近で使用する場合は、必ず有資格者による行き届いた管理のも
とで行ってください。
本製品は、必ずこのユーザーマニュアルで規定された目的のみにご使用ください。エクササイズは、このユー
ザーマニュアルで指定された方法および条件において、この製品の利用を前提として組み込まれているタイ
プのみを行ってください。その他のあらゆる使用は、不適切と見なされ、危険です。
Technogymの推奨がない付属品は、ご使用にならないでください。
ケーブルやプラグにダメージがある場合、製品が適切に作動しない場合、製品が転倒したり破損したりした場
合、水の中に落とした場合などには、製品を絶対に作動させてはいけません。このような場合、Technogym
テクニカルサポートまでお問い合わせください。
電源ケーブルを持って本製品を引っ張ったり、ケーブルを持ち手のように取り扱ったりしないでください。
電源ケーブルを表面が高温を帯びた物のそばに近づけないでください。
手を稼働中の部品に近づけないでください。 
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開口部に物を落としたり、差し込んだりしないでください。
電源を切るには、すべての制御装置をオフの位置に合わせ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
屋外では使用しないでください。スプレーを使用する場所や、酸素を取り扱う場所では製品を操作しないで
ください。

	 重要
製品を適切に接地されたコンセントにのみ、正しく接続してください。設置につきましては、説明書
をお読みください。

本取扱説明書を保管してください
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個人の安全のための注意事項

あらゆるエクササイズを始める前に、マニュアルを隅々まで慎重にお読みになり、製品のコマンドについてよ
く理解するようにしてください。
この製品をご使用になるには、実行するエクササイズのタイプに合わせた健康診断を受け、Technogymが
想定する使用条件を守っていただくことが必要です。
トレーニングプログラムを開始する前に、製品の使用に対する制限があるかどうかについて、医師に相談し
てください。
トレーニング中に気分が悪くなった場合 (目が回る、胸の痛みなど)、直ちにエクササイズを中断し、医師に
相談してください。
各エクササイズを始める前に、障害となりかねないコンポーネントに注意し、製品上で正しい姿勢をお取り
ください。
各自の体力特質や体調に合わせ、トレーニングは軽めの負荷から始めてください。
疲労困憊や体力を限界まで消耗するほどの運動はしないでください。痛みや、体調に異常な症状が認めら
れる場合は、すぐにトレーニングを中断し、医師にご相談ください。
不適切なトレーニングや過度のトレーニングを行いますと、人体へ損傷を引き起こす危険性があります。
トレーニングを行う際には、適切なウェアおよびシューズをご着用ください。サイズが大きすぎるものは避け
てください。頭髪が長い場合、短く束ねてください。ウェアやタオル類は稼動部分に近づけないでください。
使用中は安全のため、周りの人との適切な距離を保ってください。
ペット動物のいるところでご使用にならないでください。
ご使用になる前に製品の組み立てを完了させてください。毎回ご使用になる前に製品を確認してください。
適切に作動しない場合は、製品を使用し続けてはいけません。
本製品は、床面が強固で水平なところで作動させてください。
感電の危険を避けるため、電源ケーブルやI/0スイッチなどのすべてのコンポーネントを液体の近くに置い
てはいけません。
製品の稼動状態を良好に維持してください。少しでも摩耗の兆候にお気付きの場合は、Technogymテクニ
カルサポートまでお問い合わせください。
製品のメンテナンスは、本ユーザーガイドで規定されているものと異なる作業を行わないでください。
フレームや画面の上には何も置いてはいけません。 ボトルや個人の小型デバイスにつきましてはマニュアル
の記載に従ってください。
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本製品ツールは、人の安全性および健康の要件に従って設計、製造されました。しかし、一部の部位で確証
されていないリスクが発生するおそれがあります。そのため、上肢および下肢の圧迫の危険に特に注意して
ください。 
承認を得ずに保守作業が行われた場合や不適切な使用、事故、怠慢、不適切な組み立てまたは設置、
製品が置かれた場所で行われたあらゆる建設工事等による塵埃、製品の配置先の条件による錆や腐
食、Technogymから書面による承認を得ずして行われた変更や改造、ユーザーがユーザーマニュアル上の
使用・機能・保守上の指示を守らなかった場合による故障またはダメージによって発生した損害について
Technogymは責任を負いません。
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C FB A

D E

TECHNOGYM RIDE は家庭の屋内で使用することを目的にした家庭用装置です。規則 ISO EN 20957-1 に
よると、これらは SA クラスの装置です。

図中に示された値はあくまで参考的なものです。正確な情報については、製品に貼付されたラベルをご確
認ください。

製造者と製品の識別

A - 製造者の社名および所在地

B - 製造地

C - 製品の説明

D - 電気仕様

E - シリアル番号と製造年月日

F - 製品モデル
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製品の説明

A. 画面
B. ハンドル
C. サドル
D. ペダル
E. ペダルクランク
F. 多機能ボタン

G. サドル調節用レバー
H. ハンドルバー調節用レバー
K. ボトルホルダー
L. 移動用キャスター
M. 携帯電話ホルダー 
N. 小さな移動用握り点
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H

使用方法

TECHNOGYM RIDEは、サイクルエルゴメーター同様、設計・製造の目的のための使用にのみ限定されてい
ます。その他のあらゆる使用は、不適切と見なされ、危険です。

ハンドルの高さに調整するには、レバー (H) を使用します。 
- ハンドルの横に立ちます。
- レバー (H) を完全に持ち上げます。
- レバー (H) を持ち上げたまま、ハンドルを希望の高さに動かします。
- レバー (H) を元の低位置に戻します。 

ハンドルの高さを設定したら、画面の傾きを
調整します。 
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サドルを水平方向に調整するには、レバー (Q) を
使用します。
- レバー (Q) を回します。
- サドルを水平方向に動かします。
- レバー (Q) をその初期位置に合わせ、サドルを固

定します。 

サドルは、持ち上げるだけで高さを上にあげること
ができます。サドルを下に下げるには、レバー (R) を
操作する必要があります。
サドルのポジションが高すぎたり、低すぎたりすると、
足に不適当な動作を強いることになります。

ペダルクランクの中央にある点は、ペダルの軸を表
します。ここに物差しを置き、サドルの高さを正確に
調整します。
サドルのクリック音がなる度に 12 mm 上下します。
サドルの高さを 12 mm 未満の幅で調整する場合、
サドルのネジ (P) を操作します。 
- ネジ (P) を緩めます。
- サドルの高さを調整します。
- ネジ (P) を締め付けます。
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8%

製品には、ペダルクランクの長さを調整するための 2 個
のアダプターが付属しています。

アダプターには向きが書かれています。
L - 左、左側のペダル用

R - 右、右側のペダル用

- ペダルクランクからペダルを取り外します。
- 取り付けられているアダプターと対応するプレー

トを取り外します。このアダプターの中央には穴
があります (ペダルクランクの長さ 172.5 mm)。
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- 新しいアダプターと対応するプレートを取り付けま
す。 

- ペダルを 47～54 Nm のトルクで締め付けます。

希望のペダルクランクの長さ (170 mm または 175 mm) 
を基に、アダプターの向きを決めます。
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サドルにまたがり、ハンドルを握ります。この位置から、ペダルが下の位置にある時に脚をほぼ完全に伸ばす
ことができることを確認します。 
上半身を前に曲げ、背中をますぐに伸ばした状態でサドルに座り、両手をハンドルの端に置きます。腕は若干
曲げます。横に揺れないようにしてください。
足は軸に合わせ、製品のカバーをこすらないようにしてください。

ペダルのベルトを調整します。
- 足のつま先を所定の位置に挿入し、前足部をペ

ダルの軸の先まで持っていきます。
- 足が所定の位置にしっかりと入り、密着するまで

ベルトのバックルを締めます。 

靴ひもや、隙間に入り込むおそれのある服の部分に
は十分注意してください。
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製品は立てておかないでください。不安定になり、破
損や転倒の危険があります。

後部プロテクションに座ったり、足で登ったり、その上
でストレッチしたりしないでください。
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製品に貼付された各ラベルには、リスクや危険性
に関する警告が記載されていますので注意してお
読みください。
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多機能ボタン

多機能ボタンはハンドルに取り付けられています。外側に 2 個、内側に 2 個です。
これらのボタンの機能は、エクササイズのタイプによって異なります。
上り坂でのエクササイズでは、例えば、緑色のスタートボタンを教えてエクササイズを開始した場合、多機能
ボタンの機能は次の通りです。
- 外側のボタンを同時に押すと、フロントスプロケットに作用 
- 外側のボタンを別々に押すと、コグセットに作用 
- 内側のボタンを別々に押すと、傾斜が変化

一定パワーエクササイズの場合、すべてのボタンで目標のパワーが変化します。 
外側のボタンでは数値が増加し、内側のボタンでは減少します。
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APPS

V

X

Y

Z

LIVE	インターフェース

V HDMI ポート (HDCP 2.2)、ミラーリングデバイス専用
X USB ポート、ミラーリングデバイス専用
Y イヤホン用コネクター
Z NFC / RFIDリーダー用センサー

お手持ちのデバイスを画面後ろのソケットに接続したら、APPS のフレームを、次に外部デバイスの接続用フ
レームをタッチします。
互換性のあるデバイスのリストを確認するには、サイト http://www.technogym.com/livesources をご
覧ください。
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Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

登録および個人プロフィール
製品を初めて起動させる際、基本設定を行います。
最初に登録を行います。 
家族の各人、製品の各ユーザーは、登録後に各々のプロフィールを作成することができます。これにより、ト
レーニング後の結果が個人プロフィールに記録されます。
すでに Technogym のアカウントをお持ちの場合は、接続するだけです。
接続には NFC センサーまたは QR コードを使用してください。

最初に登録する人は管理者です。 
管理者は、他のユーザーと異なり、ユーザーを削除することができます。

個人プロフィールの作成後、機能にアクセスするには自身のプロフィールのアイコンを押すだけです。
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コマンドバー
コンテンツとコマンドは、そのときに表示している内容や実行中のトレーニングの種類によって異なります。

それでも、いくつかのコマンドは表示されたままになります。
A. 「ホーム」のシンボルをタッチすると、自身のプロフィールの最初のページに戻ります。
B. 歯車のボタンをタッチすると、設定を変更できます。
C. 「オーディオ」のシンボルをタッチすると、音量を変更できます。
D. 「BLUETOOTH」のシンボルをタッチすると、個人のデバイスに接続できます。 
E. 矢印のシンボルをタップすると、前の画面に戻ります。
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Bluetooth	との統合
Bluetooth	の使用方法
Bluetooth 機能を使うと、次のことができます。 
- Bluetooth イヤホンの接続
- Bluetooth/ANT + 心拍数モニターの接続 

Bluetooth	イヤホンの接続
1. イヤホンの Bluetooth をオンにし、ペアリングモードを起動し

ます。

 Live の Bluetooth をオンにします。 

2. 接続したいデバイスを選択します。イヤホンのシンボルをタッチ
します。

3. デバイスリストが表示されます。リストの中からご自分の端末を
選択します。

Bluetooth	心拍数モニターの接続
1. Live の Bluetooth をオンにします。

2. 接続したいデバイスを選択します。ハート形のシンボルをタッチ
します。 

3. デバイスリストが表示されます。リストの中からご自分の端末を
選択します。 

互 換 性 の あ るデ バ イス のリストを 確 認 する に は 、サ イト 
Technogym.com をご覧ください。
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テクニカルデータ

製品の重量 67 kg

ユーザーの最大体重 160 kg

ユーザーの身長 155 - 205 cm

電源 12V   4.5A

電源供給装置 入力 100～240 Vac 50/60 Hz   2.5A
出力   12V   7.5A

騒音レベル 70 dB 未満

保護レベル IP 20

作動温度 +5°C～+35°C

製造元 Technogym s.p.a.- Italia
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC

付属の電源供給装置のみを使用してください。

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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ネットワーク要件

サービスの品質は、インターネット接続の速度に依存します。 
HD 品質のオーディオ-ビデオを体験できるようにするため、各製品ごとに 5 Mbps 以上のインターネット接
続スピードが推奨されます。これにより、最高 1080 p の HD 品質が保証されます。
接続スピードが低い場合、製品は自動的に利用できる接続速度に適応し、サービス品質およびビデオの解
像度を低下させます。 
- 3 Mbps：SD 品質 (標準解像度のビデオ)、つまり平均的な品質 (DVD 品質) のビデオ用接続スピード 
- 1.5 Mbps：低品質のビデオ用ブロードバンド接続スピード (推奨されません)

Wi-Fi	ネットワーク
製品を Wi-Fi ネットワーク (アクセスポイントまたはモデムワイヤレス) に接続するには、以下の要件を満た
す必要があります。
- 標準：2.4 GHz または 5 GHz の IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 安全プロトコル：WEP、WPA/WPA2
- DHCP：オン
- 2.4 GHz のバンドを使用する場合、チャンネルは 1、6、7、8、9、10、11、12 の使用が推奨されます。Bluetooth 

デバイスとの干渉の原因になりますので、チャンネル 2、3、4、13、14 は避けてください。

ワイヤレス

BLE：2402 MHz ～ 2480 MHz / 0.1mW

ANT+：2402 MHz ～ 2480 MHz / 1mW

RFID：13.56 MHz

WiFi：2402 MHz ～ 2480 MHz / 10mW

WiFi：5180 MHz ～ 5825 MHz / 10mW
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使用環境

以下に記載されている要件を満たす環境に製品を設置し、使用してください。 
- 温度が +10°C ～ +25°C であること。
- 身体エクササイズを快適でリラックスした環境で行えるよう、十分な照明があること。
- 製品の周りに最低 60 cm のスペースがあること。
- 平らで安定しており、振動がなく、製品の重量を支えるのに適した床であること。ユーザーの体重も考慮

すること。浮動する床には設置しないでください。

設置環境は、適用される法律で義務付けられているすべての適合性要件を満たしている必要があります。
製品を直射日光に当てないでください。 
屋外では製品を使用しないでください。天候の影響を受ける屋外に製品を放置しないでください。製品に
水をかけないでください。
プール、ジェットバス、サウナなど、湿度の高い環境に製品を置かないでください。

60 cm
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製品の移動

	 重要
製品がバランスを失わないよう、ゆっくりと慎重に移動してください。

製品には前方に固定式のキャスターがついています。 
移動させるには、図に示すように若干持ち上げ、前か後ろに押します。 
製品重量を考慮すると、二人以上で持ち上げる必要があります。
図に必ず従って製品を持ち上げます。画面やサドルを握る点として使用しないでください。
移動後は、正常に機能するよう、必ず製品が水平であることを確認してください。
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製品の調節

正常に機能させるためには、製品を水平に設置する必要があります。
- ロックナット (S) を緩めます。
- フレームが安定した位置にくるまで脚 (T) を締めたり緩めたりします。
- 調整実行後、ロックナット (S) を締め付けます。
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電気接続

製品をコンセントに接続する前に、電気配線の仕様が現行の法規に適合していることを確認してください。
電源の近くに貼付されたラベルに記載の製品の主電源に関する仕様を確認してください。
コネクターを覆うキャップを取り外します。
まず電源供給装置を製品のコネクターへ接続してから、プラグをコンセントへ差し込んでください。
キャップを戻します。

	 重要	
電源供給装置にダメージ等が生じていないか、定期的に確認してください。
壁面の電源コンセントは、プラグを無理なく抜き差しでき、危険の原因とならないところに位置する
ものを使用してください。

FCC	適合性宣言書
本装置は、FCC 規格のパート 15 に準拠しています。
操作は、以下の 2 つの条件で許可されます。
1 -  装置は有害な干渉を発生させてはならない 

2 - 装置は受信したあらゆる干渉を受け入れなけれ
ばならない。装置の望ましくない動作の原因とな
り得る干渉を含む

カナダ	ISED	適合性宣言書
本装置は、ラ イセ ンスが免除される無線装置に適用
されるカナダ政府産業省の RSS に準拠しています。
操作は、以下の 2 つの条件で許可されます。
1 -  装置は有害な干渉を発生させてはならない 

2 - 干渉が装置の動作を損なわせるおそれがあって
も、装置は受信したあらゆる干渉を受け入れな
ければならない。
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スイッチのオン・オフ

この製品をオン、オフにするには、画面下のスイッチを押します。製品は、配電網に接続する必要があります。
製品は、エクササイズ終了時、スタンバイの状態のときにオフにしてください。
画面がオフになっているときは、LED (V) が点灯します。
画面がオンになっており、製品を使用中の場合は、LED (V) は消えます。 
画面がオンであるものの製品を使用していない場合は、LED (V) は点滅します。
製品を長期間使用しないときは、スイッチをオフにするだけでなく、電源プラグをコンセントから抜いておく
ことが推奨されます。

スイッチは画面をオンおよびオフにするのに使用しますが、電源電圧から製品を完全に遮断するわけではあ
りません。完全に遮断するには、電源供給プラグを外す必要があります。
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通常のメンテナンス

本マニュアルに記載のないメンテナンスの作業については、Technogymのテクニカルサービスまでお問い
合わせください。
安全に製品を使用できる状態を維持するには、故障状況や消耗状況を 2 週間ごとに細かく調べる必要が
あります。
欠陥や磨耗の見られる部品は速やかに交換するか、または製品の使用を禁止してください。

通常の公衆衛生の原則に従って、製品を埃のない清潔な状態に維持してください。
あらゆる作業をおこなう前に、コンセントからプラグを外す必要があります。
使用後は、毎回製品を中性石鹸水を浸み込ませたスポンジでキレイにし、汗や湿気を取り除きます。その後、
よく乾かします。 
サドルおよびハンドルを最も高い位置に合わせ、それらの支柱をきれいにします。グリッド (Z) から埃を入念
に除去します。 
化学薬品や、溶剤は使用しないでください。研磨製品を使用しないでください。
画面および画面の後ろ側に液体を直接噴霧しないでください。

6か月ごとに、サドルの安定性を点検してください。サドルの連結部分の 2 個のナットを 25 Nm の締め付け
トルクで締め付けます。
3か月ごとに、ペダルクランクへのペダルの締め付け、および摩耗状態を点検してください。
年に一度、中心軸のペダルクランクの締め付けを点検してください。
異常がある場合は、Technogymのテクニカルサービスまでお問い合わせください。
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K

G G

6か月ごとに、縦方向の調整ユニット (G) (サドルとハンドル) が正常に機能していることを確認してください。
歯のグリップ、および対応するレバーの機能を点検します。歯を正しくつかめるように、Technogymのテクニ
カルサービスまでお問い合わせください。

6か月ごとに、サドルの横方向の調整ユニット (K) が正常に機能していることを確認してください。サドルの水
平移動が滑らかであるかどうかを確認します。ベースを PTFE ベースのオイルで潤滑します。
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サドルの遊びの調整

振動や騒音の原因になる場合があるため、定期的にサドルの遊びを点検することが推奨されます。また、サ
ドルの調整がより困難になる場合があります。
サドルの縦方向のスライドの遊びの点検は、次のように行います。
- 六角レンチでネジ (A) および (B) を調整します。
- サドル全体の遊びを点検します。

ネジ (A) および (B) をねじ込むと (右巻き)、すべりが硬くなります。
ネジ (A) および (B) を緩めると (左巻き)、すべりが軽くなります。
ネジは一回に	1/8	回転ずつ回し、次に回す前に滑りを試してください。
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C

D

E

サドルの横方向のスライドの遊びの点検は、次のように行います。
- ネジ (C) を緩めます。
- カバー (D) を持ち上げます。
- ナット (E) を調整します。
- サドル全体の遊びを点検します。
- カバー (D) を下げます。
- ネジ (C) を締め付けます。

ナットをねじ込むと (右巻き)、すべりが硬くなります。
ナットを緩めると (左巻き)、すべりが軽くなります。
ナットは一回に	1/8	回転ずつ回し、次に回す前に滑りを試してください。
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ハンドルの遊びの調整

ハンドルの縦方向のスライドの遊びの点検は、次のように行います。
- レバー (A) を動かし、ハンドルを下に下げます。レバーを持ち上げたままにします。
- ネジ (B) を緩めます。
- インジケーター (C) を持ち上げます。場所を覚えておいてください。
- ピン (D) を時計回りに調整します。
- インジケーター (C) を反時計回りで次の目盛りに合わせます。
- ネジ (B) を締め付けます。
- レバー (A) を下げます。
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テクニカルサポート

テクノジムテクニカルサポートにご連絡いただく際は、次の情報をお知らせください。 
- 製品モデル (A)
- ご購入年月日
- シリアル番号 (B)
- トラブルの正確な説明

Technogymの認定を受けた者以外が製品の修理を実施した場合、保証は無効となります。

https://www.technogym.com/int/contacts/
tel: +39 0547 56047
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保管および廃棄

長期間使用しない場合、製品を清潔で乾燥し、温度 -10°C～+70°C、湿度 20%～90% の場所に、埃よけカバ
ーで装置を覆って保管してください。

製品がいかなる方法でも危険の原因にならないことを確認してください。 
製品を子供のおもちゃにしないでください。そのため、長期間使用しない場合は電源コードを抜いて、本器
具が作動しないようにしてください。 
製品の環境内放置や公共地または私有地で一般の人々が利用する場所への投棄は禁じられています。 
製品は、リサイクルできる素材、つまりスチールおよびアルミニウム、プラスチック素材でできており、都市・
環境衛生の専門業者へ照会の上、都市廃棄物類に関する現行の法規の定める方法に準じて廃棄処分しな
ければなりません。
電化製品や電子機器を通常の家庭ごみとして処分することは禁じられています。このような製品について
は、現行法規に従って、適切な処理、回収、リサイクルを行うための専用の廃棄方法が定められています。
電化製品や電子機器の廃棄物の不法投棄や不適切な使用は、深刻な環境の損害や人体への影響を引き
起こす可能性があります。
欧州連合加盟国の現行の規程により、欧州連合内の個人居住者は、使用済みの電化製品や電子機器を指
定の回収センターへ持ち込むことができます。
業務用の製品については、それぞれの国の販売店またはTechnogymの顧客サービスセンターへお問い合
わせの上、電化製品や電子機器の回収・廃棄方法を取り決めてください。
欧州連合非加盟国での電化製品および電子機器の廃棄方法については、現地当局へお問い合わせください。

この製品の平均耐用年数：10 年。
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