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安全に関する重要な注意事項
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

13.

14.
15.

16.
17.

以下の説明は大切に保管してください。
すべての警告をお守りください。

すべての説明にしたがってください。

19.

欠陥部品は即時に交換するか、または修理が完了するま
で使用しないでください。

20.

KEISER社が推奨する交換部品のみをご使用ください。

摩耗が激しい部品は特に定期チェックを行って摩耗がな
いかを確認してください。

高速でのぺダリングや立位でのぺダリングは上級者向け
の乗車方法であるため、上級者の方のみが行ってくださ
い。

使用者の動きを妨げる可能性がある調整ハンドルは、乗
車中に身体に接触しないか確かめすべて収納してくださ
い。
降車前に、緊急ブレーキを手前一杯まで動かして緊急停
止してください。

最大搭載重量は136 kg（300ポンド)です。

このサイクルは、フリーホイールではなく、固定ギアシステ
ムです。ペダルが空回りしません。

重度のケガを負う恐れがあるため、ホイールの作動中に
ペダルから足を離さないでください。

常に、ペダルに足を載せて親指をトーケージに固定して、
ペダル固定用ストラップで足を固定してください。ストラ
ップをつかんで上に引っ張って締めてください。ストラッ
プはきつく締め過ぎないでください。

緊急ブレーキを使用して、ホイールの動きを安全に緩め
る（または停止させる）ことができます。緊急ブレーキは
シフトレバーを奥まで倒すと フライホイールの動きが遅
くなり緊急停⽌します。

24 in
(0.6 m)
60.5 in
(1.54 m)

トレーニングエリア

12.

18.

24 in
(0.6 m)

このサイクルは、使用と管理が所有者（法的責任を持つ
人物）により規制されている、スポーツ団体、教育機関、
ホテル、クラブ、スタジオなどの組織のトレーニングエリ
アで使用することを目的としています。
特にサイクルの使用時には子供やペットを近づかせない
でください。子供にサイクルで遊ばせないでください。

こ の サ イ ク ル は 、サ イ ク ル の 安 全 な 使 用 方
法 に 関 す る 説 明 を 受 け 、注 意 を 必 要 と す
る 危 険 に つ い てよく理 解 して い る 限 り 、
14歳以上の⽅、身体または精神に障がいをお持ちの方、
または未経験の方にもご使用いただけます。

サイクル

10.

以下の説明をよくお読みください。

24 in
(0.6 m)

25.75 in
(0.65 m)

24 in
(0.6 m)

このサイクルは安定した水平な表面に設置してください。

サイクルの周辺には0.6 m（24インチ）以上の空間を空け
てください。サイクルを並べて設置する場合は周辺の空間
が重なっていても構いません。

警告: このマニュアルに記載されているこの記号は特に重要な注意事項を示しています。この警告マ
ークがある場合、安全に十分に注意してください。
ケガまたは死亡の危険があります 。
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はじめに
この度はKeiser プレミア M3i インドア サイクルをお買い上げいただきありがとうございます。本レジスタンスシステムはよりス
ムーズで静粛性の高い斬新なエクササイズマシンです。

重量と設置面積
梱包材を含めた総重量

41.27 kg（91ポンド)

M3iの設置面積

奥行き1537 mm（60.5インチ）x 幅654 mm（25.75インチ）

組み立て
1. ボックスからサイクルを慎重に取り出してください。
2. 包装を取り除いてください。
警告: サイクルの包装を取り除く際ために、
カッターなどの鋭利な道具を使用する際には十分ご注意くださ
い。道具によって、
シートやハンドルバーを損傷したり、サイクルのフレームにひっかき傷が付いたりすること
があります。
3. サイクルのすべての部品を並べて、5ページの「部品リスト」
と照合してください。
4. すべての部品が揃っていること、部品が破損していないことを確認してください。
ご注意: 部品が不足している場合または部品が破損している場合は、お近くの代理店、販売店、
または Keiser 社サービス部門ま
でお問い合わせください +1 559 256 8000。

組み立てに必要な道具

下記の道具はサイクルの組み立てに必要ですが、製品の付属品ではありません。
数量

説明

数量

説明

1

トルクレンチ（最小45 Nm/35 ft-lb）

1

16 mm（5/8インチ）
クローフット

1

4インチ エクステンション

1

5 mm 六角レンチ

1

15 mm オープンエンドレンチ

1

6 mm 六角レンチ

1

16 mm（5/8インチ）
オープンエンドレンチ

1

1

#2 プラスドライバー

1

清潔な布

1

15 mm クローフットレンチ

1

LPS #3 防錆剤（スマートストロー付き）

2

10 mm レンチ

ペーストまたはスプレーワックス
（組み立て後の
クリーニングに使用）
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部品リスト
1

7

11

15

18

19

2
16
12

3
8

4
9

20
13
17

5
10

14

6

21

説明

数

部品番号

1

7/16-20 六角袋ナット

4

555022

2

7/16 ワッシャー

4

9384

3

M6 x 1、六角ナット

1

9508

4

M6 x 1 x 45、六角ボルト

1

9525

5

M6 x 1 x 18、穴付きボルト

5

9547

6

ホイールガードブラケット

2

555025

7

ロックタイト242 - 中強度ネジゆるみ止め接着剤

1

105550

8

L字ハンドルアセンブリ

1

550828

9

ハンドルバースペーサー

1

555031

10

スウェットガードカバー

1

555080

11

デバイスホルダー

1

555085

12

ハンドルバー

1

550844

13

ハンドルバースライド

1

555026

14

Keiser 左右ペダル

1

555473

15

ハブキャップ

1

555005

16

ホイールガード

1

550845

17

大型ホイール

1

555003

18

コンピュータ

1

550853X

19

サイクル - メインフレーム

1

550820

20

局

1

550814

21

穴用シール

5

555379
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製品概要
10
11
13
12

14
1

15

2
16

3

4
17
5
18
6

7
8
9

1

シート

10

デバイスホルダー

2

シート前後位置調整ハンドル

11

Bluetooth® smart搭載コンピュータシステム

3

シート上下位置調整ノブ

12

レジスタンスレバー/緊急ブレーキ

4

ホイールガード

13

ニュートラルポジションハンドルバー

5

ベルトカバー

14

ハンドルバー前後位置調整ハンドル

6

フライホイール

15

ハンドルバー上下位置調整ノブ

7

レベリングフット

16

ボトルホルダー

8

キャスター

17

Keiser® コンボペダル

9

ストレッチゾーン

18

運搬用ホイール
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キャスターへのサイクルの取り付け
ご注意: サイクルは重量が大きいため、
この組み立て作業は2人
で行うことを推奨いたします。
1. サイクルの穴をキャスターのスタッドに合わせます。図1参
照。
サイクルの前部がキャスターのホイール側に向いている
ことをご確認ください。
2. サイクルをキャスターに配置します。
3. 4本のすべてのスタッドにワッシャー（付属品）
を挿入します。
4. すべてのスタッドに六角袋ナット
（付属品）
を取り付け、手で
締め付けます。
5. トルクレンチに取り付けた16 mmまたは5/8インチのクロ
ーフットを使用して六角袋ナットを45 Nm（35 ft-lbs）に締
めます。
図 1. サイクルとキャスターの位置合わせ

フライホイールとハブキャップの取り付け
警告: 下記の手順にしたがわなかった場合、ホイールが破損することがあります。

1. シフトレバーを手前一杯まで移動させます。図2参照。

図 2. シフトレバーの位置

2. フライホイールを横に滑らせ、2つの磁石の間とハブの上
に来るようにします。図3参照。

図 3. 磁石の位置

M3i インドアサイクル
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3. ホイールの穴をハブの穴に合わせます。ご注意:ホイールが
ハブと平行になるようにしてください。
4. ハブキャップの取り付け:
a) ハブキャップの穴をホイールの穴に合わせます。図4
参照。
b) ホイールをこの位置に保持します。
c) 5本のM6x1x18 SS 穴付きボルト
（付属品）
と5 mm 六
角レンチを使用して、ネジを締めます。
d) ホイールがハブの表面と水平になっていることを確認
します。
ホイールを回転させて、
スムーズに回転することを確
認します（ぐらつきがない）。

ホイールガードの取り付け

図 4. フライホイールとハブキャップの取り付け

ご注意: ガードの取り付けとセンタリングの際は、
ガードがフライホイールに触れないようにご注意ください。
1. キャスターのフレームから2本の六角穴ネジとワッシャーを取
り外します。図5参照。
ネジは捨てないでください。
ホイールガ
ードを取り付ける時に使用します。
2. ホイールガードの開口部がある端をサイクルのフレームの装
着スタッドの上に置きます。図6参照。
3. ガードがホイールの上に来るように半回転させます。図7参照

図 5. 六角穴ネジを取り外す

図 6. ホイールガードを置く 回転させる

図 7. ホイールガードがホイールの上に来るように
回転させる

M3i インドアサイクル
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4. ホイールガードの端にブラケットを取り付けます。図8参
照。M6 x 1 x 45 六角ボルトとナット
（付属品）
を使用して、
手で締め付けます。
5. 手順1で取り外した2本の六角穴ボルトとワッシャーを使用
してブラケットをキャスターのフレームに取り付けます。
ボル
トはきつく締め過ぎないでください。
6. ホイールとホイールガードの間に十分な隙間があることを
確認します。
7. 2本の10 mm レンチと5 mm 六角レンチを使用して、ホイー
ルガードがホイールを覆っている状態で、ボルトとネジでホ
イールガードを固定します。

ペダルの取り付け

図 8. ホイールガードブラケットの位置合わせ、配
置、固定

警告: ネジゆるみ止め接着剤を使用せずにペダルを取り付けたり、ネジを交差させたりすると、ネジが破損し、重
度のケガにつながる恐れがあります。
ご注意: ペダルを正しい強度に締めるには、４インチ エクステンションと15 mm クローフットを取り付けたトルクレンチを使用する
必要があります。
1. ペダルとロックタイト242（中強度ネジゆるみ止め接着剤）
右ペダル - 右ペダル（Rマーク）
を右クランクアームの右側
の包装を取り除きます。
に通して右回りに回して固定します。図10参照。
2. ペダル のネジを清潔な布で拭きます。
5. トルクレンチ、4インチ エクステンション、15 mm クロ
3. ネジゆるみ止め接着剤をペダルのネジにします。
ーフットを使用してペダルを締め付けます。ペダルを45
4. 5 mm オープンエンドレンチを使用して、ペダルを取り付
Nm（35 ft-lb）に固定します。
けます。
6. 高性能防錆剤LPS#3を左下のブラケットのベアリングにし
左ペダル - 左ペダル（Lマーク）
を左クランクアームの左側
ます。
に通して左回りに回して固定します。図9参照。
7. 高性能防錆剤LPS#3をペダルのクリップイン部にします。
左下のブラケット
のベアリング

トルク: 45
Torque:
45Nm
Nm
(35 ft-lbs)
ft-lbs)
(35

Torque:
Nm
トルク: 4545
Nm
(35ft-lbs)
ft-lbs)
(35
図 9. 左ペダルの取り付け、左回り

図 10. 右ペダルの取り付け、右回り

M3i インドアサイクル

コンピュータの取り付け

1. #2 プラスドライバーを使用して、ハンドルバーチューブか
らコンピュータ装着ネジを取り外します。図11参照。
2. コンピュータ用ケーブルを巻いて、
コンピュータ装着穴の
中に収納します。図12参照。

図 11. ハンドルバーチューブから装着ネジを取り外す
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3. 2つの固定フックにコンピュータをスライドさせます。
4. #2 プラスドライバーで取り外したネジをコンピュータに挿
入して締めます。

図 12. コンピュータをハンドルバーチューブに取り付ける

ハンドルバーの組み立て
1. スウェットガードの両側からネジを取り外します。図13参
照。
2. ガードカバーをスウェットガードの上に配置し、
カチッと音
がするまで固定します。図14参照。

図 13. スウェットガードからネジを取り外す

3. 取り外したネジを使用してカバーを固定します。
ネジはきつ
く締め過ぎないでください。
4. コンピュータ装着部の下で、ハンドルバーチューブから
8 mm 六角ネジを取り外します。図15参照。

図 14. ガードカバーを装着穴に合わせる

M3i インドアサイクル
5. 取り外した4本の8 mmネジを使用して、ハンドルバースラ
イドをハンドルバーチューブに取り付けます。6 mm 六角レ
ンチを使用してネジを締めます。ハンドルバースライドと

図 15. ハンドルバーから8 mm ネジを取り外す

6. ハンドルバーをハンドルバースライドに取り付ける:
a) L字ハンドルアセンブリを分解します。5 mm 六角レン
チを使用して、ネジとワッシャーを取り外し、ハンドルスタッ
ドを取り外します。
b) L字ハンドルスタッドをハンドルバースペーサーに合
わせて、ハンドルバーをハンドルバースライドに固定しま
す。図17参照。
アセンブリを手で締めます。

11
ハンドルバーチューブの間に隙間がないようにしてくださ
い。図16参照。

図 16. ハンドルバースライドをハンドルバーチューブに
取り付ける
c) L字ハンドルをハンドルスタッドに取り付けます。L字
ハンドルはハンドルバーが固定されているときにサイクル
から外側を向けてください。
ネジとワッシャーをアセンブリ
に取り付けます。図18参照。
7. L字ハンドルを緩めます。ハンドルバーを前後にスライドさ
せて、ハンドルバースライド上でスムーズに動くことを確認
してください。

L字ハンドルを分解する

ハンドルバースペーサーは、
スペーサーの高い部分が

サイクルの後側を向くように取り付けてください。

図 17. ハンドルバー、ハンドルスタッド、ハンドルバース
ペーサーを組み立てる

図 18. L字ハンドルを取り付け、ネジとワッシャーで固
定する

M3i インドアサイクル
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デバイスホルダーの取り付け

デバイスホルダーを取り付けるには、図19に示した方向に差し込んでください。デバイスホルダーは図20のようにハンドルバーに
固定されます。

図 20. 取り付けた状態のハンドルバーとデバ
イスホルダー

図 19. デバイスホルダーをハンドルバーに取り付
ける

穴用シールの貼付
ハブの穴用シールを図21の通りに貼付します。シール
がホイールの半部キャップの5つの穴をすべて完全に
覆うようにしてください。

図 21. 穴用シールの貼付

組み立ての完了と乗車前のチェック
ご注意: サイクルに乗車する前に下記の手順を実施してください。通常の使用前にサイクルのテストをしなかった場合、保証の対
象外となり、重度のケガにつながる恐れがあります。
•
•
•
•
•

すべての部品が取り付けられていますか？
メインサイクルのフレームをキャスターのフレームに固定
する4つの六角袋ナットが45 Nm（35 ft-lbs）に固定されて
いますか？
ペダルに中強度ネジゆるみ止め接着剤を塗布し、45
Nm（35 ft-lbs）に固定されていますか？
すべてのネジとナットが正しく固定されていますか？
ハンドルバーとシートの調整部分ハンドルが正常に機能し
ますか？

•
•
•
•
•

左下のブラケットのベアリングに高性能防錆剤LPS#3を適
用しましたか？
ペダルのクリップイン部に高性能防錆剤LPS#3を塗布しま
したか？
コンピュータが設置済みで、正常に機能しますか？
サイクルにペーストまたはスプレーワックスを塗布して、清
潔な布で拭きます。
組み立ての状態がすべて問題なければ、サイクルに試乗し
ます。

M3i インドアサイクル
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走行単位
（マイルまたはキロメートル
（km）
）
とバイクIDの設定

（ご購入時に特に指定や指示がない限り、M3iの走行距離の初期設定はマイルです。）
ご注意: 手順1から7は1分以内に完了する必要があります
2

1

3

1X
タイムv行

最初にバイクをオフにして、
シフトレバーを手前一杯まで下げます

ペダルを1回転させます。上図のバイク
ID（bid）は0になっていますが、
ご使用のサイクルでは異なる場合があ
ります。
「タイム行」が1になっているこ
とを確認します。
5

4

マイルに設定する場合はシフトレバーを
ギア21に、

キロメートルに設定する場合はシフトレバ
ーをギア19にセットします。

6

1X

1X

タイム行

タイム行

ペダルを1回転させます。
「タイム行」
が2になっていることを確認します。

7

マイルに設定する場合はシフトレバーをギ
ア19に、キロメートルに設定する場合はシ
フトレバーをギア21にセットします。
8

バイクID番号（bid）
USA = 走行距離がマイ
ルに設定されました
EURO = 走行距離がキ
ロメートルに設定さ
れました

シフトレバーを6回停止位置に入れま
す。

正しい走行単位が設定されているこ
とを確認します。

ペダルを1回転させます。
「タイム行」
が3になっていることを確認します。

9

ギア8～16
bid番号の保持

ギア17～24
bid番号
の増加

ギア1～7 bid
番号の減少

走行距離の設定後、bid番号を調整する
ことができます。シフトレバーを必要なバ
イクID番号になるように調整し、ギアを8
から16までの間で設定します。
ご注意: コンピュータは、ギアが8から16
までの間に設定されているときにのみ終
了できます。
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M3i シリーズ コンピュータ

1 - バックライトセンサー
M3i シリーズ コンピュータが起動している間は、バックライトセンサーが周辺の照明強度を自動的に感知して、必要があればバ
ックライトが点灯します。
2 - RPM（ケイデンス）
RPMはクランクアームの毎分回転数を表します。RPMはサイクリング用語でケイデンスと呼ばれ、
サイクリストのおよそのぺダリン
グ速度を意味します。
3 - 電源と消費カロリー
電源出力にはワット
（現在の出力）
とキロカロリー（総消費カロリー）が表示されます。
ワット表示（8秒）
とキロカロリー表示（2秒）
が自動的に切り替わります。RPM（毎分回転数）が30から160で、50～1,100ワットの電源の定格精度は、50ワット未満では±5ワ
ット、50ワット以上では±10%です。
4 - 心拍数
心拍数の記号が表示されていない場合は、静止状態のハートの記号と0が表示されます。心拍数ストラップを着用する場合は、
コ
ンピュータが心拍数の追跡をスタートすると、ハートの記号が点滅し、心拍数が表示されます。心拍数ストラップはPolar社製品と
互換性がある商品をご利⽤いただく必要があります。
5 - 経過時間
表示される数字はサイクリングの経過時間を示します。60秒間何も操作しない場合またはギアシフターでコンピュータをリセット
すると、0にリセットされます。
6 - ギア
画面左下に1から24のギアが表示されます。
7 - オドメーター/走行距離
コンピュータの起動後8秒間、
オドメーターにサイクリングの総走行距離が表示されます。
この機能はサービスおよびメンテナンス
の目的にのみ使用されます。8秒経過するとオドメーターが消え、走行距離がマイルに設定されている場合は「USA」、キロメート
ルに設定されている場合は「EURO」
と表示されます。走行距離が消えるとすぐに、
ワークアウトの残り時間が表示されます。走行
距離を変更する方法については、
「走行単位（マイルまたはキロメートル（km））
とバイクIDの設定」のセクションをご覧ください。
平均値の計算
ワークアウトの途中で、RPM（ケイデンス）
、電源、および心拍数の平均値を表示するには、ぺダルを3秒間停止します。ペダルをも
う一度漕ぎ始めるまで、
または60秒後にコンピュータがスリープ状態になるまで、平均値が点滅します。
インターバルトレーニング
インターバルを開始するには、高いギアから開始してシフトギアを1/4秒間ギア1に入れ、すぐに高いギアに戻します。
インターバ
ルの開始を意味する
「inL #」が表示されます。
インターバルを終了するには、上の手順を繰り返します。
インターバルが終了すると、
「inL End」
と表示され、そのインターバルの
平均値が点滅します。
サイクリング終了時にペダルを停止した時に表示される平均値は、走行時間とインターバルの時間を合わ
せた数値です。
Bluetooth® smart
コンピュータのBluetooth® smart機能を有効にすると、携帯電話、
タブレット、
コンピュータなどのBluetooth® smartに対応したデ
バイスでワークアウトの情報を収集できます。M3i互換アプリにデータを保存して、
ラップタイムをトラッキングすることも、他のフ
ィットネスアプリケーションでデータを使用することもできます。
クラスでは、
リアルタイムのパフォーマンストラッキングプログラ
ムを使用して、
クラスの参加者同士がパフォーマンスを比較することができます。
ご注意: スタートアップ中にペダルを初めて回転させる時に、2と3に
「bid」
と0から150の間の任意の数字が表示されます。
グルー
プサイクルのセッティングでは、bid（バイクID番号）により各サイクルが識別されます。

M3i インドアサイクル
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図 22. M3i コンピュータの概要

警告: 心拍数モニターシステムは不正確であることがあります。過度の運動は重度の傷害や死亡に
つながる恐れがあります。めまいを感じた場合はすぐに運動を止めてください。
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セットアップと操作
M3iサイクルは、循環器系のエクササイズ専用です。
グループエクササイズ用に考案された特別プログラムがあり研修を受けた認
定インストラクターの指導の下で使用してください。以下、安全なサイクルの使用に必要な機能の概要についてご説明します。

緊急停止
シフトレバーを緊急ブレーキとして使用して、ホイールの動きを停止できます。
レジスタンスシフターを緊急ブレーキとして使用
する場合は、回転が停止します。図23参照。停止の手順を行う際には、ペダルとホイールが完全に停止していることを確認してか
ら降車してください。

緊急ブレーキの位置
図 23. 緊急ブレーキの位置

調整ノブでシートとの高さを調整するには
（下記はシート調整ノブの例ですが、ハンドルバー調整ノブも同様に機能します）
図24を参照して、調整ノブが緩むまでノブを左に回します。
ノブを手前に引きます。
ノブをつかんだまま、
シート/ハンドルバーの
柱を必要な位置に上下に調整します。
ノブを押して、
シート/ハンドルバーの柱の穴に固定します。
ノブを右回りにしっかりと固定
されるまで締めます。
シート/ハンドルバーの柱にぐらつきがなく完全に安定していることを確認します。

図 24. 調整ノブを引く

M3i インドアサイクル
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レベリングフットの調整
レベリングフットはキャスターのフレームの左後コーナーにあ
ります。
レベリングフットは、サイクルのコーナーを僅かに上げ
て、
フットを右または左に回すことで調整します。
サイクルでレベリングを行う場合、サイクルが他の3本の固定
フット上で安定するまで、
フットを内側に回します（上から見た
場合、左回り）。次に、サイクルが他の3本の固定フット上で安
定している状態で、
フットが床面に接触するまでフットを外側
に回します（上から見た場合、右回り）。
サイクルに試乗して安
定していることを確認し、必要があればレベリングフットを微
調整します

図 25. レベリングフットの調整

姿勢と体位
背中が常に伸びた状態が推奨されます。
ケガを防止するため、上半身と下半身の正しい姿勢を保ちます。
図26参照。

図 26. 基本姿勢

M3i インドアサイクル
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シートの高さ調整
警告:
• 最大搭載重量は136 kg（300ポンド)です。
• ペダルを漕ぐたびに臀部が前後に揺れる場合は、
シートの位置が高過ぎる可能性があります。左右に不安
定に揺れる場合は、臀部または背中をケガする恐れがあります。
• 使用者の膝が外側にはみ出している場合（人間工学的に正常な位置から外れている場合）は、
シートの位
置が低過ぎる可能性があります。膝を曲げ過ぎると、膝頭に必要以上にストレスがかかります。常に膝を伸
ばし過ぎないでください。

1.
2.
3.
4.

サイクルのシートの近くまたは横に立ちます。
シート上部が臀部上部に平行になるようにシートの高さを調整します。
足の親指をペダル中央に置いて、
シートに座ります。
ゆっくりとペダルを漕ぎます。

ご注意: 脚が真下の位置になったときに膝が少し曲がっていれば問題ありませ
ん。図27参照。

警告: シートの高さを調整する際に、安全に乗車
いただくための最⻑値を示す「STOP（停止）」マ
ークを超えることはできません。
図 27. 脚が真下の位置になったときに
膝が少し曲がっている

ペダルの取り付け
警告: このインドアサイクルは、
フリーホイールに設計されていない固定ギアシステムです。ホイールが
作動するときにペダルが同時に作動します。重度のケガを負う恐れがあるため、ホイールの作動中に
ペダルから足を離さないでください。
常にペダル固定用ストラップを締めてください。
1. 足幅が一番広い部分をペダルに置きます。
2. ストラップをつかんで上に引っ張って締めて
ください。
ストラップはきつく締め過ぎないで
ください。
ご注意: 高速でのぺダリングや立位でのぺダリン
グは上級者向けの乗車方法であるため、上級者
の方のみが行ってください。

図 28. ペダルへの足の配置
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ハンドルバーの高さ調整
警告: ハンドルバーの位置が低いと、腕、中背、首に過度の負荷がかかることがあります。サイクリング
のスキルが上達するまで、高目の快適な位置でご使用ください。
1. シートの高さを調整した後
に、ハンドルバーの高さを
調整してください。
2. ハンドルバーはシート上部
と平行またはそれより高い
位置に調整してください。
3. 肘を少し曲げて、肩が直角
になるようにしてください。

ご注意: 初心者の方は、背中
に負荷がかからないように、ハ
ンドルバーを高目の快適な位
置に調整することをお勧めし
ます。

図 29. オーバーハンド フロントハンド
ルバー グリップ

図 30. フックまたはミドル ハンドルバー グ
リップ

図 31. エクステンド ハンドルバー グ
リップ

図 32. タイムトライアル ハンドルバー
グリップ

シートの前後位置の設定
1. シートの高さを正しい位置に調整します。
2. シートに座ります。
3. ハンドルバーに両手を置いて、ハンドルバーの前後位置を
調整します。
ご注意: 腕は、肘を少し曲げてハンドルバーから快適な距
離になるようにしてください。
4. ペダルに両足を載せ、⾜が床と⽔平になるポジションにし
ます。
ご注意: クランクアームとペダルが重なったときに、膝頭が
ペダルの中央に揃うようにしてください。

5.
6.
–
–

肘を少し曲げて、肩が直角になるようにしてください。
下を見る:
つま先が見える場合は、
シートを後に移動させます。
足全体が見える場合は、
シートを前に移動させます。
ご注意: 膝頭がペダルの中央に揃っていることを確認して
ください。ペダルを漕いだときに膝が肘より前に来ないよ
うにしてください。

M3i インドアサイクル
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サイクルの操作
サイクルを正しく組み立て、調整を行った後に、サイクルに試乗
して、必要があれば微調整します。ペダルは前方向に回転するこ
とが推奨されます。
2つの主なサイクリングポジションがあります:
1. 座位（図33）は、
ウォームアップ、
トレーニング、
クールダウン
に適しています。初心者やオールラウンドのワークアウト向
けのポジションです。座位では、図29から32に示した4種類
のグリップ方法のすべてが可能です。
2. 上級者の方には、
ヒルクライムまたは立位（図34）が上級ワ
ークアウトに最適なポジションです。
ケガを防止するため、ハ
ンドルバーをしっかりと握ってコントロールする必要があり
ます。
どのような状況でも、不慣れな動作をする前にはイン
ストラクターにご相談ください。Keiser認定インストラクター
がサイクルのセットアップやサイクリングテクニックに至るす
べての側面をサポートいたします。

図 33. 座位の乗車ポジション

ご確認ください:
• 乗車前に全身ストレッチングとウォームアップする。
• 乗車前に、ハンドルバー、
シート、ペダルが正しく固定されて
いることを確認する。
• ワークアウトを楽しみましょう。
• クールダウン中は徐々にペダルのスピードを落とす。
• M3i互換アプリを使用して、
ワークアウトの平均値を
Bluetooth® smartに対応した携帯電話またはタブレットにダ
ウンロードする。
• ワークアウト後は毎回ストレッチングする。

図 34. ヒルクライムまたは立位の乗車ポジション
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メンテナンス
メンテナンス表

警告: 本機の安全性は、定期的に点検を行って破損や摩耗がないかを確認することで維持することができます。
欠陥部品は即時に交換し、すべての修理とテストが完了するまでは本機を使用しないでください。

クラス終了毎

• サイクル全体を点検して、安全に動作することを確認する。
• 柔らかいタオルまたは布で汗を拭き取る。

毎週 ～ 毎月

• クランクアームを点検し、ペダルを47 Nm（35 ft-lbs）に締める。
• ネジ、ボルト、
ナットがすべて固定されていることを確認する。
• メインフレームを下のフレームに固定しているナットを点検して、45 Nm（35 ft-lbs）に締
める。

毎週

毎月

• サイクル全体を点検して、安全に動作することを確認する。
• ぬるま湯と柔らかい布で、汚れがあるか、
または汗が付いたサイクルの部分を拭き取る。保
護塗装面がはがれることがあるため、家庭用または業務用洗浄剤は使用しないでくださ
い。石鹸を使用する必要がある場合は、中性洗剤で洗浄した後、Meguiar製Quik Detailer
Mist & Wipeなどの車用トリートメント剤を使用してください。
• コンピュータの電池の残量が少なくなっていないか確認する。複数のサイクルがある場合
は、すべてのコンピュータの電池を同時に交換することをお勧めします（バイク毎に単三電
池2本）。22ページの「コンピュータの電池交換」参照。
• サドルの詰物とペダルのストラップは最も摩耗が激しい部品です。
これらの部分を少なくと
も週に1回確認し、摩耗の兆候があれば交換してください。

• クランクアームを点検し、ペダルを47 Nm（35 ft-lbs）に締める。
• ネジ、ボルト、
ナットがすべて固定されていることを確認する。
• メインフレームを下のフレームに固定しているナットを点検して、
45 Nm（35 ft-lbs）に締める。
• ハンドルバースライドを固定している4本のボルトがしっかりと固定されていることを確認
する。ハンドルバースライドとスライドマウントの間に緩みや隙間がないことを確認する。
• 汗が付着し、錆が発生しやすいサイクルの部分にワックスを塗布する。Meguiar製Quick
Detailer Mist & Wipeなどの容易に塗布できる車用トリートメント剤を使用してください。
汗が付着する部分に少なくとも月に1回ワックスを塗布しない場合、腐食による塗装の剥
がれやフレームの劣化の原因となります。
この場合、保証の対象となりません。
• 調整ハンドルのネジを取り外し、洗浄して、
グリースを塗布する。
ネジ付きのスタッドやナッ
トはステンレス製であるため、Acculube #2。等の白色または透明のグリースをネジに塗
布することは非常に重要です。
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コンピュータの電池交換

電池の残量が少ない場合は、
オドメーター（ODO）
の設定に
「LO-BA」
と表示されます。電池を交換するには:
1. コンピュータ本体裏のネジを取り外します。
2. 2本の単三電池を取り外します。使用済みの電池は地域の規制にしたがって廃棄してください。
3. 電池収納部の図のとおりに、新しい単三電池2本を正しい方向で挿入します。電池はR6または
LR6タイプの単三電池のみをご使用ください。FR6または同様の電池は使用しないでください。
4. コンピュータ本体をネジで元の場所に取り付けます。
図 35. 電池収納部
警告: 電池を燃やさないでください。電池を普通ごみとして廃棄しないでください。使用済みの電池は地域の規
制にしたがって廃棄してください。電池の電解液が漏れた場合、腐食性が非常に高いため、皮膚に触れないよ
うご注意ください。電解液に皮膚が接触した場合は、十分な量の水で15分間洗浄した後、医師にご相談くださ
い。電池の液漏れを処理する際には、必ず手袋、オーバーオール、安全靴、保護めがねを使用してください。電
池の処理と管理については、
メーカーの推奨事項にしたがってください。

M シリーズ カaーディオの校正

M シリーズはすべて工場出荷時にツールにより校正済みであるため、
レジスタンス機構またはコンピュータに関連する部品の保
守が必要とされる場合以外は、特に校正する必要はありません。

規制および順守について

順守
本機は、EN ISO 20957-1および、専門的用途および/または商
用のEN 957-10.の使用クラスSに準拠しています。本サイクル
は屋内専用です。
本機は、
カナダ産業省ライセンス控除RSS標準に準拠していま
す。本機の運用は次の2つの条件に基づきます:（1）本機は干
渉を生じさせない、および（2)本機は、本機の望まくない操作
を生じさせる原因となり得る干渉を含む、
あらゆる干渉を受容
する。
Le present appareil est conforme aux CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes : (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi,
meme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.

規制
ご注意: 本機は、FCC規定第15条に基づきクラスBデジタル機
器の規制に準拠することが検査済みであり、実証されていま
す。
これらの規制条件は、住居環境での機器の使用において、
有害な干渉に対する合理的な保護を保証することを目的とす
るものです。本機は、高周波エネルギーを生成および使用し、
また、それを放射する可能性があります。本機を指示に従って
設置、使用しない場合、無線通信に有害な干渉を生じることが
あります。
ただし、特定の設置条件において混信が発生しない
保証はありません。本機器が無線もしくはテレビ受信機に対し
て有害な混信を発生する場合（本機の電源を切り替えることで
確認）
、本機のユーザー以下の1つ以上の方法を用いて混信を
修正することが推奨されます:
— 受信アンテナの向きを変更する、
もしくは受信アンテナの位
置を変更する。
— 本機と受信機の間の距離を延ばす。
— 本機を受信機が接続されているコンセントと回路が異なる
コンセントに接続する。
— 販売店または経験豊富な無線/テレビ技術者に相談する。

Bluetooth® のワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。KEISERによるこれらの使用はライセンスに基づいて
います。他の商標および商号は各当事者の商標または商号です。
- Keiser Corporationが明示的に承認しない変更または改変があった場合、
本機を使用するユーザーの権利は無効となります。
- 本サイクルの使用期限が過ぎた場合は、
地域の法律と規制にしたがって、
電池および製品を廃棄してください。
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保証
Keiser M3i Iインドア サイクルは、素材および製造工程に欠陥がないことをお客様に保証いたします。

保証に含まれないもの
•
•
•
•

事故、濫用、不適切な使用、
または不注意による損失
不適切なメンテナンス。
お客様による不適切な組み立て。
Keiser M3iに付属する任意の取扱説明書の記載にされている手順にしたがわなかった場合。

本保証は適切な出荷関連書類により確認される出荷日より適
用されます。Keiserの書面による明示的な同意を得ることなく
表記の機器を改変した場合、お客様による本保証の放棄とみ
なされます。本保証はKeiserの製造によらない他社製品に対
しては適用されません。
これらの製品は各メーカーの保証が
適用されます。保証期間中に、保証対象となる欠陥部品はカ
リフォルニア州フレズノに所在するKeiserにて修理をお引き
受けいたします。
または、当社の判断で、交換部品費および修
理費無償で、欠陥部品を交換いたします。欠陥部品の取り外
しと交換部品の設置は本保証の対象外です。本保証における
請求はすべて書面によるものとし、欠陥部品の返送について
Keiserの事前の承認を必要といたします。欠陥部品はKeiser
に返却いただく必要があります。製造施設までの保証対象の
部品の配送はお客様のご負担となります。
ユーザー、代理店、
または対象機器の使用を指示する人物は、
意図される用途に関する本製品の適合性を判断するものと
し、かかる当事者は関連するあらゆるリスクおよび責任を負う
ことを特に通知されるものとします。
上記の保証は、商用性または適合性に関するあらゆる黙示的
保証を含みこれらに限定せず、法律またはその他の規定によ
り明記または示唆されているかに関わりなく、本保証に明示
的に規定されていない他のすべての保証に代わるものであ
り、それらの保証を排除するものです。

Keiserは、いかなる場合も、エクササイズ製品に関連する偶発
的または因果的な紛失、損害、
または費用について責任を負
いません。本保証におけるKeiserの責任は、本保証に準拠し
ない部品の交換、
または、当社独自の判断により、対象部品の
購入価格の払い戻しに明示的に限定されます。Keiserは欠陥
部品の交換に要する修理費を負担いたしません。Keiserは、当
社独自の判断で、すべての欠陥部品の返却を求める場合があ
ります。製造施設までの保証対象の部品の配送はお客様のご
負担となります。交換部品には当初の保証の残存期間が適用
されます。
保証の適用をお受けいただくには、Keiserの販売会社、代理
店、
または販売員が販売するKeiser全製品をご登録いただく
必要があります。販売日または設置日から7日以内に保証登
録用フォームをご提出いただく必要があります。米国またはカ
ナダ以外の国に輸出されるKeiser製品は、対象製品が設置さ
れる国内のKeiser販売会社または代理店、
またはKeiserの海
外販売部門から直接購入されない限り、本保証は無効となり
ます。
何かお困りのことがある場合は、当社サービス部門までお問
い合わせください:
電話: +1 559 256 8000
Eメール: service@keiser.com

インタラクティブ オンライン登録フォーム
にアクセスいただくには、
このQRコードを
スマートフォンまたはタブレットでスキャ
ンしてください。
https://www.keiser.com/forms/warrantyregistration
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顧客サービス

このマニュアルを読んだ後にインストールや操作に関する
質問がある場合は、Keiserカスタマサポートに連絡してくだ
さい。
+1 559 256 8000
service@keiser.com
keiser.com/support

この取扱説明書で使用されるKeiser、Keiserのロゴ、およびKeiser製品に関連するその他の商標はKeiser Corporationのトレードマークです。
他のすべての名称およびサービス名は各当事者の所有物です。© Copyright 2017, Keiser Corporation.転載禁止。
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