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本書では、2つの Handy Gym モデルに関する情報を掲載しています。 

HGE-01: バッテリー駆動のエンコーダーを内蔵したモデル。 

HG-01: このモデルは電池式エンコーダーを内蔵していません。 

このマニュアルのほとんどの情報は、両モデルとも同様に適用されます。 

モデル HGE-01 のみに関する情報は、以下のように記載されます。 

「この情報は、HGE-01 モデル（エンコーダー付き Handy Gym）を購入された方のみに適用されま

す。」 

モデル HG-01 のみに関する情報は、以下のように記載されます。 

「HG-01 モデル（Handy Gym エンコーダーなし）を購入された方のみに適用される情報です。」 

購入したモデルがわからない場合は、本体のマークで確認することができます。本体裏面に記載さ

れています。

 

モデル HGE-01 は、「Handy 

Gym モデル」の項で規定さ

れています。また、FC、

CE、WEEEのロゴも表示され

ています。 
 

 

 

モデル HG-01 は、「Handy 

Gym モデル」の項で規定さ

れています。

  
  

  
  

  

  HG–01 型 

 

HGE–01 型 
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1. 重要なお知らせと警告 

重大な人身事故や物的損害、死亡事故を避けるため、製品を使用する前にこの章をよく読み、適切

かつ安全に使用してください。 

Handy Gym を使用する際は、使用に関するすべての推奨事項に従い、特に以下に示す警告とリスク

に注意してください。 

以下の項目を必ず守ってください 

注意事項 

警告 - 皮膚に火傷を負う危険性 

a) ディスクが動いているときは、絶対に手を触れないでください。本体の側面、各ディスクの横に

は、「可動部」の存在を示す警告マークが表示されていますので、体の一部を可動部に近づけない

ように注意してください。 

b) 慣性ディスクの回転を手や体の一部で止めようとしないでください。 

 

c) 体のすべての部分を慣性ディスクから 10cm 以上離してください。ただし、機械に付属のハンド

グリップを使用する場合は、手がディスクから 10cm 以下になるため、例外とします。ただし、手

がディスクから 2.5cm 以下にならないようにしてください。ハンドグリップの構造上、手が保護さ

れるように、必ずグリップの内側を握ってください。 

d) Handy Gym でトレーニングするときは、プルロープを手に取ったり、触ったりしないでください。 

e) Handy Gym でトレーニングするときは、プルロープやプーリーから 10cm 以内に体を近づけない

でください。 

 

警告 - 挟まる危険性 

a) 使用中はロープを握ったり触れたりしないでください。ロープを直接引っ張らないでください。 

b) ロープに結び目を作ったり、体の一部に引っ掛けたりしないでください。ロープは、ロープレギュ

レーターカラビナまたはプーリーカラビナを使用して付属品に取り付けます。 
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c) 本体のノズルに触れたり、物を差し込んだりしないでください。指や髪などを挟む恐れがあります

ので、使用中はノズルから 10cm 以上離してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 慣性ディスクと本体の隙間に物を入れたり、触ったりしないでください。 

e) 髪をおろしたままで使用しないでください。ノズルやプーリーに巻き込まれるおそれがあります。

特にプーリーやノズルなどの可動部には、髪を近づけないようにしてください。 

f) 引っかからないように、常にタイトな服を着てください。 

g) アクセサリー類（イヤリング、指輪、チェーン、ブレスレットなど）を身につけ

ての使用は避けてください。もし身に着ける場合は、衣服の下にきちんと収まるよ

うにしてください。引っかかってけがをするおそれがあります。 

h) プーリーを使用するときは、プーリーと身体、衣服、機器との間に 10cm 以上の安全距離を保っ

てください。 

i) カラビナを使用するときは、カラビナと身体、衣服、機器との間に 10cm 以上の安全距離を保っ

てください。 

 

警告 - 転倒の危険性 

a) ロープレギュレーターがロープにしっかりと固定されていることを確認してください。毎回、

または運動を開始するときに、正しく固定されていることをロープを引っ張って確認してくだ

さい。ロープが正しくロックされていないと、運動を行う際に後方に倒れるおそれがあります。 

b) レギュレーターの出口にぶら下がっている余分なロープは、運動中に邪魔にならないよう

にまとめておくことを推奨します。つまづいて転倒する恐れがあるためです。 

c) Handy Gym は、滑りやすい床やでこぼこした地面、危険な環境では使用しないでください。 

ロープや他の物につまずき、転倒したときに大きな怪我をしないようにするためです。安定した

固い地面で、十分なグリップ力があることを確認してください。 

d) 裸足や靴下だけでの使用は避けてください。 

e) 転倒や滑落を防ぐため、両足でしっかりと踏み込んでください。 

f) Handy Gym を固定するために、木やその他の構造物に登らないでください。Handy Gym は、手の

届く高さ 2m 以下の適切な場所にのみ設置してください。 
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警告 - 自身にぶつかる危険性 

a) Handy Gym を天井に固定したり、体重をかけてぶら下がったりしないでください。マシンが外れ

て、あなたに当たる可能性があります。 

b) ロープレギュレーターを使ったエクササイズは、ロープが体に当たらないよう、衣服や器具を含

め、体から 10cm 以上の安全距離をとって行ってください。 

c) 頭の近くで行う運動は、特に注意してください。Handy Gym と頭の間は 10cm 以上離し、顔が最

も危険な部位であることを念頭に置いてください。 

d) Handy Gym で運動する前に、必ず慣性ディスクのねじをしっかりと締め、正しくねじ込まれてい

ることを確認してください。その際、ロープレギュレーターに付いているキーを使用します。エク

ササイズをするたびに、ネジが正しく締まっているかどうか確認してください。本機には、ディス

クが回転方向に緩まないようにするための保護手段があります。万一、走行中にディスクが緩むと、

地面に触れたときに回転方向に移動し、回転して体に当たる可能性があります。 

e) Handy Gym は、2 枚のディスクをそれぞれマシンの左右に置き、そのネジで締めることでのみ使

用できます。そうでない場合は、ディスクが外れて人に当たったり、マシンを損傷するおそれがあ

ります。ディスクは、外部からの異物が入らないようにする必要があります。また、ディスクを改

造したり、重さを変えたりしないでください。 

f) ハンドルやマウンティングプレートなどの取り付けられるものは、トラックを使ってマシンに取

り付け、二重安全システムのダブルクリックの音を聞いて、正しく取り付けられていることを確認

する必要があります。機械にはこのためのボタンが 2 つあり、それを押して、レールに沿って機械

が一列に並ぶまでスライドさせ、それぞれの穴に固定する必要があります。パーツを前後に動かし

て、しっかりと固定されていることを確認します。これで機械が飛んでいくことはないはずです。 

g) レールに完全に挿入されている必要があります。本機と付属品は、所定の位置に装着したときに、

決して突出してはいけません。はみ出ている部品がある場合は、間違って挿入されていることを意

味します。機械を両方向に動かして、正しく結合されていることを確認してください。  

h) ラック掛け用プレートを使用する際は、必ず 3 本の結束バンドを使用し、十分な抵抗

（660lb/300kg 以上）を持つ適切な構造物に固定する必要があります。結束バンドの本数を減らして

使用しないでください。3 本の結束バンドを同時に使用しないと、十分な抵抗力が保証されず、機

械が飛んできて人に当たる可能性があります。 

i) 必ず両足でしっかりと踏み込み、安定した固い地面で十分なグリップ力を発揮してください。そ

うでなければ、プラットフォームや本体が飛んできて、あなたに当たる可能性があります。  

j) ループストラップは、鋭利なもの、尖ったもの、突出したものに巻き付けたり、支えたりしない

でください。最低 600lb/300kg を支える丸みを帯びた構造物や低い角の構造物に装着し、しっかり

と固定することを推奨します。ストラップが切れると、体に当たってけがをすることがあります。 

k) 危険とみなされる構造物の例：固定されていない、簡単に移動できる、凹凸がある、車輪がある

などの構造物です。このような構造物に Handy Gym システムを固定すると、破損、衝撃、落下の原

因になります。 

l) ドアストッパーは、ドアの上部と中央に配置する必要があります。ドアの閉まる側のドアの桟に

向かって置き、ドアが開く方向ではなく、閉まる方向に動くようにします。ストッパーが壊れて落

下したり、ぶつかったりする可能性があるためです。 
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警告 - 他人にぶつかる危険性 

a) 周囲に危険物や人がいない、自分一人だけの安全な環境で運動してください。最小で幅 1.8m×長さ

2.4m の範囲を確保して運動してください。もっと広い場所が必要な場合は、範囲を広げてください。

持ち歩き用のプラットフォームを使用する場合、最小限の安全確保範囲は直径 1.8m です。 

b) 自分の周りで動いている他人やペットに注意し、安全範囲に入らないようにしましょう。そうする

ことで、他人にぶつからないようにすることができます。 

c) ほとんどのエクササイズでは、マシンの位置を確認することができます。従って、マシンや付属品

が見えない場所でエクササイズを行う場合は、特に注意が必要です。 

d) 本機は必ず明るい場所で使用し、他人から見えやすい状態にしてください。プルロープは黒色なの

で、他人から見えない場合があります。ロープにつまずかないように注意してください。 

 

警告 - 窒息の危険性 

a) プルロープは絶対に首などに結んだり巻いたりしないでください。ロープの操作は、各種付属品を

使用して行ってください。 

b) 結束バンドは絶対に首にかけないでください。ラック掛け用プレートにのみ使用します。  

c) ループストラップやベルトなどの付属品は、絶対に首に巻かないようにしてください。 

 

警告 - 壁掛け用プレートを取り付ける際の危険性 

壁掛け用プレートを取り付ける際の危険と、自分自身を傷つける可能性を避けるために、 

以下の推奨事項にしたがってください。 

a) 壁掛け用プレートの取り付けは、プロの業者に依頼し、保護手袋や安全ゴーグルを着用するなど、

適切な安全措置を講じて行ってください。ドリルなどの専門的な工具を使用する必要があります。 

b) ネジは、Handy Gym に付属しているものだけを使用してください。ネジが破損したり、壁面プラグ

が緩んでいたりすると、きちんと設置できません。 

c) 取り付ける壁には十分な強度（660lb/300kg の力に耐えられること）が必要で、プレートを取り付け

ても傷がつかないようにする必要があります。 

d) 穴は推奨寸法を守り、きれいで丸く、曲がっていないことが必要です。 

e) 梯子やベンチが必要な場合は、規制を満たし、適切な安全対策をすべて遵守する必要があります。 

 

警告 - ロープが切れる危険性 

a) ロープが切れるのを防ぐため、引っ張る力が

220lb/100kg を超えないようにしてください。 

 

*HGE-01 をお使いの方へ：エンコーダーとモバイルアプリ

を使用することで、自分が加えている力とマシンの回転数

を常に確認することができます。この値を超えないように

注意してください。 
MAX.100Kg                  MAX.100Kg 
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b) ロープが損傷（繊維の切断、切り傷、ひび割れ、つぶれた場合）した場合は交換する必要がありま

す。通常の使用状態でも 6 ヶ月経過したら交換の必要があります。 

c) ロープに結び目を作ったり、物で塞いだりしないでください。 

警告 - 切り傷の危険性 

a) カラビナには、ゲートを閉じる部分に鋭利な先端があります。

小さな切り傷を負う可能性があるため、取り扱い時にはこれらの先

端に触れないようにすることが重要です。 

警告 - ケガの危険性 

a) 慣性マシンを使用したことがない方は、偏心相の制御を行わないと、戻り相が振動することが

ありますのでご注意ください。必ず慣性マシン専門家にご相談いただき、安全な使用方法をご

確認ください。 

b) エクササイズをするときの姿勢が悪いと、ケガの原因になります。慣性マシンの専門家に、使い

方を指導してもらう必要があります。Handy Gym アプリには、エクササイズの方法に関するチュ

ートリアルがあります。  

c) ケガをしている場合は、悪化する恐れがあります。ケガをしている場合、またはその疑いがある

場合は、医師に相談し、機械の使用を控えてください。  

 

警告 - 既往症のある方が怪我をする危険性 

既往症のある方は、Handy Gym を使用する前に以下をよくお読みください。 

a) 重篤な疾病をお持ちの方は、専門医にご相談の上、ご使用ください。 

b) 持病のある方は、必ず医師の監督のもとで使用してください。 

c) Handy Gym の使用により悪化する可能性のある外傷やけがの疑いがある場合は、使用前に医師に

相談してください。 

 

警告 - 子供による使用の制限 

危険や怪我の可能性を避けるため、未成年者は Handy Gym を使用する前に以下のことに注意してく

ださい。 

a) 16 歳以上の未成年者は、慣性体操マシンの経験を持つ有資格の専門家（理学療法士、スポーツド

クター、フィジオセラピスト、スポーツ科学専門家、パーソナルトレーナー）によるトレーニング

を受ける必要があります。また、危険性を認識している必要があります。コーチの管理下のもとで

マシンを使用することができます。 

b) 例外的に、16 歳未満の方がマシンを使用する必要がある場合は、必ず専門家の責任のもとで行う

必要があります。 

 

警告 - 機械の故障 

a) 本機は個人で使用するための製品です。決められた休憩を取らずに、異なる人が連続して使用

することはできません。 

b) 連続使用時間が 5 分未満の場合は、2 分 30 秒以上休ませてください。5 分以上 10 分未満連続して

使用する場合は、5 分以上休ませてください。本機（プーリー、持ち運び用プラットフォームなし）

を連続して 10 分以上使用しないでください。 
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プーリー付きマシンおよびポータブルプラットフォームを最大 5 分間連続して使用した場合、少なく

とも 5 分間は休ませてください。プーリー付きマシンおよびポータブルプラットフォームを 5 分以上

連続して使用しないでください。機械的な牽引システムであるため、休息時間を必要とし、定められ

た時間以上稼働させることはできません。 

c) 1 日に 2 時間以上、合計で 1 週間に 10 時間以上使用しないでください。 

d) 220lb/100kg を超える運動や、20,000rpm を超える運動は行わないでください。 

Handy Gym は、これらの制限を超えない場合にのみ、その状態を維持し、正しく機能することを保証

しています。 

*HGE-01 をお使いの方へ。エンコーダーとモバイルアプリのおかげで、自分が発揮している力とマシンの回転数を常

に確認することができます。この値を超えないように注意してください。 

 

e) マシンの出口に対して 45°を超える角度でエク

ササイズを行わないでください。マシンの出口に

対して、できるだけまっすぐエクササイズを行

い、マシンが無傷で一体となっていることを確認

してください。 

f) 運動中は、多目的ハンドルやその他の付属品を

急に離さないでください。付属品が本体に激しく

ぶつかり、突然停止してしまうため、本体に不可

逆的な内部損傷を与える可能性があります。機械

は急に止めるのではなく、人の力を使ってゆっく

りと戻り動作を制御して止める必要があります。 

g) ディスクを絶対にぶつけないでください。デ

ィスクを急に停止させて、機械を制動させないでください。正しく使用するために、ディスクは傷の

ない状態である必要があります。 

h) Handy Gym が破損している場合は使用しないでください。機械のネジやその他の部品を緩めたり、

取り外したりしないでください。機械内部やその付属品をいじらないでください。 

i) Handy Gym は、必ずプルロープに安全スペーサーを装着して使用してください。 

j) 本機を落下させて地面にぶつけたり、本機の部品を危険

にさらさないようにしてください。 

k) 濡れた手や湿った手で Handy Gym やその付属品を使用

しないでください。 

l) ブランドから提供された周辺機器やアクセサリーは、そ

のモデルに対応するものだけを使用してください。Handy 

Gym は、これらを使用した場合のみ、マシンの正しい使

用を保証します。そうでない場合は、マシンを損傷する

恐れがあり、安全性にも影響することがあります。 

m) 付属品は、破損や摩耗の原因となるため、他の活動に

は使用しないでください。Handy Gym と一緒に、このマ

ニュアルに記載された方法でのみ使用してください。  
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n) 重大な故障の原因となりますので、電源に接続したまま使用しないでください。 

o) バッテリーの充電が必要なときは、製品を正しく電源に接続してください。 

p) これらの原因によって機械が故障した場合、保証することはできません。 

以下の破線枠内は、HGE-01 モデル（エンコーダー付き Handy Gym）を購入された方のみ対象です。 

警告 - 火災や爆発の危険性 
リチウムポリマー（Li-PO）バッテリーを含む。 
a) 本製品をほこりや湿気、外部からの電荷など極端な環境にさらさないでください。 

b) 1℃以下または 30℃以上の極端な高温にさらさないでください。 

c) 直射日光に長時間当てないでください。 

d) いかなる場合でも、バッテリーや電子基板を改造しないでください。 

e) いかなる場合でも、バッテリーおよび電子基板を改造しないでください。 

 

使用上の推奨事項 

a) この種のマシンの使用経験がなく、資格もない場合は、慣性ジムマシンの使用経験のある有資格の

専門家（理学療法士、フィジオセラピスト、スポーツ科学専門家、スポーツドクター、パーソナルト

レーナー）の指導を受けてください。マシンを使用する初期段階においては、指導が必要です。 

b) 必ずタイトな服装、靴、スポーツ用品を着用してください。手袋やリストバンドの使用をお勧めし

ます。 

c) 可能であれば、メガネではなくコンタクトレンズの装着をおすすめします。 

d) 必要な最小限の安全周囲は、幅 1.8m×長さ 2.4m で、物体や構造物がない環境で使用してください。

ポータブルプラットフォームを使用する際は、少なくとも直径 1.8mの安全周囲を確保してください。

できるだけ広くスペースをとることをお勧めします。 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

警告：運動中は、他の人やペットが安全周囲に入

らないようにしてください。特に、乳幼児、子

供、高齢者、障害者が近くにいる場合は、安全周

囲に近づくと危険なことに気付かない可能性があ

りますので、注意してください。 
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e) 本機をアンカーで固定する場合、システムは常 2m 以下の高

さに保ち、本機の下には絶対に立たないようにしてください。 

f) 十分な水分補給をした上で、機械を使用してください。 

g) 高温（30℃以上）の環境では使用しないでください。 

日当たりの良い場所での運動は避け、できるだけ日陰で行いま

しょう。 

使用時の周囲環境に関する情報 

- Handy Gym は、悪天候や危険な天候の下では使用しないで

ください。 

- 蛍光灯、白熱電球、エンジンなどのノイズを発生する電気

製品から遠ざけてください。 

- 液体や、泥、砂、雪などの不適切なものに触れさせないで

ください。 

- 高温になる場所や振動のある場所に置かないでください。 

- 長時間の直射日光に当てないでください。 

- 熱源に近づけないでください。 

- 本製品を電気製品や電磁波を発するものから遠ざけてください。 

メンテナンス 

本機のメンテナンスの詳細については、本書 50 ページを参照してください。メンテナンスの内容は、

以下のとおりです。 

- ロープを交換する 

- シャフトワッシャーの確認 

- 付属品の確認 

- ディスクのネジの確認 

- 取り付けネジの確認  

- ディスクマグネットに鉄粉が混入していないかの確認 

- 本体の洗浄 

 

以下の破線枠内は、HGE-01 モデル（エンコーダー付き Handy Gym）を購入された方のみ対象です。 

2. コンプライアンス情報 

- 簡易版 EU 宣言 

Global Traktus S.L.は、Handy Gym 無線機器、モデル HGE-01 V01 が EU 指令

2014/53/EU、EU 指令 2011/65/EU および EC 指令 2001/95/EC に適合しているこ

とをここに表明します。 

適合宣言の全文は次のリンクより入手できます： 
https://handygymfit.com/starterguide/. 
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HGE-01 モデル 
 

- FCC 情報（U.S.A.） 

注意：本機を改造しないでください 

このデバイスには、FCC 認定の BT ワイヤレス接続モジュールが含まれています。 

 

 

RSL10 SIP トランシーバー（FCC ID：2APD9-RSL10SIP） 

 

本製品は、製造・組み立てが完了した時点で FCC 要件に適合しています。GLOBAL TRAKTUS SL が明示的に承認し

ていない改造を行うと、FCC から付与された製品の使用権限が無効になる場合があります。 

この装置は FCC 規則 15 条に適合しており、次の 2 つの条件を満たしています。 
(1) このデバイスは有害な干渉を起こさないかもしれない 

(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、 受信したすべての干渉を受け入

れなければならない 

重要：本製品を付属品や他の製品に接続する場合は、高品質のシールドケーブルを使用してください。本製品

に付属のケーブルを必ず使用してください。すべての設置手順に従う必要があります。指示に従わない場合、

本製品を米国で使用するための FCC 認証が無効になることがあります。 

注：この装置は、FCC 規則の 15 条に従って、B クラスのデジタルデバイス制限に適合することが試験により

確認されています。 

これらの制限は、住宅用設備において有害な干渉から保護するように設計されています。 

この装置は、無線周波エネルギーを発生、使用、放射する可能性があり、指示に従わずに設置、使用すると、

無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。 

ただし、特定の設置場所で干渉が発生しないことを保証するものではありま せん。本装置がラジオやテレビの

受信に有害な干渉を引き起こす場合、装置の電源を切ったり入れたりすることで判断できます。ユーザーは以

下の手段を 1 つ以上行うことで、干渉を調整するよう試みることが推奨されます。 

• 受信アンテナの向きや位置を変える。 

• 機器と受信機の離隔距離を大きくする。 

• 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに、機器を接続する。 
IEC/EN 62133:2012 および UL-1614-UL 規格に準拠した Li-Po バッテリーを搭載しています。 

- Industry Canada 規制情報。 

本製品は、カナダ技術革新・科学・経済開発省の該当する技術仕様に適合しています。このデバイスには、

カナダ革新・科学・経済開発省のライセンス免除 RSS に準拠したライセンス免除トランスミッタとレシーバ

が含まれています。操作は次の 2 つの条件を満たしています。 

1. このデバイスは干渉を起こさないかもしれない 

2. このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れなけれ

ばならない。 

このホスト装置には、IC23763-RSL10SIP 付き RSL10 SIP トランシーバー認証 BT 無線接続モジュールが含まれてい

ます。 

ワイヤレス製品は、携帯機器の IC 放射線暴露制限に適合しています。 

この装置は、非管理環境のために定められた IC 放射線被ばく制限に適合しています。このデバイスは、RSS102 

のセクション 2.5 の日常的評価限界の免除と RSS102 RF 暴露への準拠を満たしており、ユーザーは RF 暴露と準

拠に関するカナダの情報を入手することができます。 

本機には IEC/EN 62133:2012 に準拠した Li-Po バッテリーが搭載されています。 
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HGE - 01   MODEL   HG - 01   MODEL   

以下の点線枠内は、HG-01 モデル（エンコーダーなし Handy Gym）を購入された方のみ対象です。 

- 簡易版 EU 宣言                        HG-01 モデル 

Global Traktus S.L.は、製品タイプ Handy Gym、モデル HG-01 V01 が、欧州議会の指令 2001/95/EC に適合してい

ることをここに宣言します。 

適合宣言の全文は、次のリンクから入手できます：https://handygymfit.com/starterguide/ 

 

以下の破線枠内は、HGE-01 モデル（エンコーダー付き Handy Gym）を購入された方のみ対象です。 

3.3. リサイクル情報 

この製品には、家庭ごみと一緒に廃棄してはならない電池が含まれていま
す。この製品の寿命が来たら、適切な回収場所に持って行き、電池を回収
してもらう必要があります。 
 

この記号は、この製品が家庭ごみとして扱われないことを示すものです。
この製品は、電気機器のリサイクルのための適切な回収場所に持ち込む必
要があります。 

電池や電化製品を適切にリサイクルすることは、健康や環境に対するリスク

を回避することにつながります。 

 

4. Handy Gym 
仕様 

メーカー Global Traktus S.L. Global Traktus S.L. 
ブランド名  Handy Gym Handy Gym 

モデル HGE-01 HG-01 
ベースマシンに使用されている材料と付属品 スチール、アルミニウム、耐熱性プラス 

チック（ABS、POM、 
脂肪族ポリケトン）、鉄、ナイロンなど 

スチール、アルミニウム、耐熱性プラス 
チック（ABS、POM、 

脂肪族ポリケトン）、鉄、ナイロン 
ベースマシン重量 722g（25.4 オンス） 712g（25.1 オンス） 

ベースマシンおよびハンドグリップの重量 917g（32.3 オンス） 907g（32 オンス） 
ベースマシン寸法 12×11×11cm（4.7 インチ×4.3 インチ×4.3 インチ） 12×11×11cm（4.7 インチ×4.3 インチ×4.3 インチ） 

ベースマシン寸法と付属品 22x14x11cm（8.7 インチ x5.5 インチ x4.3 インチ） 22x14x11cm（8.7 インチ x5.5 インチ x4.3 インチ） 
許容周囲温度範囲 +1ºC / +30ºC +1ºC / +30ºC 

許容相対湿度 最大 70%まで 最大 70%まで 
許容大気圧 700-1080hPa 700-1080hPa 

製造国 スペイン スペイン 
ハードウェアのバージョン V01 V01 
ソフトウェアバージョン V01  

分類 無線機器  

チップモデル RSL10SIP (オン・セミコンダクター)  

対応しているバンド 2.4～2.48GHz  

最大放射電力 1mW (0dBm)  

アンテナ利得 0dBm  

機器入力 DC5V 4mA  

バッテリータイプ リチウムポリマー   

電池容量 120mAh   

公称バッテリー電圧 DC3.7V   

電池の最大電圧 DC4.23V   

充電用コネクタータイプ USB-C   

BT ワイヤレス接続 5.0 RSL10SIP チップセット FCC ID 2APD9-RSL10SIP   

BT ワイヤレス接続 5.0 RSL10SIP チップセット IC ID 23763-RSL10SIP   

メーカーの連絡先 GLOBAL TRAKTUS SL - Calle Oporto N19 - Vigo 36201 - (Pontevedra) - スペイン 

 

 

 

リチウムイオン 
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問題が発生した場合は、直ちに機器を提供したサプライヤーに連絡してください。 

はじめに 

Handy Gym とは？ 

Handy Gym は、重いウェイトを持たずに様々な場所で全身運動を可能にする、小型で革新的な人力によ

る慣性運動マシンです。 

慣性テクノロジーは、他のタイプのトレーニングではできない方法で、運動のすべてのフェーズで筋

肉を発達させます（コンセントリックフェーズと、さらに重要なエキセントリックフェーズの両方）。 

トレーニングやリカバリーの効率化という点では、慣性テクノロジーは最良の選択肢のひとつと言え

ます。スポーツトレーニングに関する重要な研究により、エキセントリック運動中に発達した筋肉は

最高品質であることが確認されています。 

 

どのように機能するのですか？ 

Handy Gym は、回転を抵抗に変えることができる 2 枚の慣性ディスクを使用して動作します。その秘

密は、このマシンのコーンと特殊なエピサイクリックギアトレインが、シャフトスピードを N 倍に

し、ディスクの質量を N2 倍、結果としてマシン全体の重量を減らしていることにあるのです。 

Handy Gym は、交換可能な慣性ディスクにより、最大 220lb/100kg の力ですべての筋肉群をエクササイ

ズすることが可能です。 

 

 

HGE-01 モデル 

 

HGE-01 ユーザーへ。エンコーダーとモバイルアプリケーションのおかげで、自分が発揮している

力と機械の回転数を常に確認することができます。これらの値を超えないように注意してくださ

い。 

 

 

機械の内部 

Handy Gym の内部には、駆動源となるスチールシャフトと円錐形コイルを組み合わせたエピサイクリ

ックギアトレインがあり、その中に引っ張るロープが挿入されています。 

つまり、人の牽引力によって機械的に動くということです。内部には抵抗を発生させるモーターや電

気部品はありません。 

ヨーヨーの仕組みに似ています。ハンドグリップ（または他の付属品）を使ってロープを X の力で引

っ張ります。これにより、コーンに巻かれたロープがほどけます。そして、エピサイクリックギアと

ディスクが生み出す慣性で、ロープは X-r の力で巻き戻されます（r は摩擦による損失に等しい）。 

本機の内部は絶対に開けたりいじったりしないでください。技術サービススタッフのみが行ってくだ

さい。 

 



 16 

1
0

1
.0

0
 

1
1

3
.3

0
 

1
0

7
.9

0
 

基本マシンの全体寸法（単位：mm）: 
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ベースマシンおよびハンドグリップの全体寸法（単位：mm）: 
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ベースマシンの部品 

1 ベースマシン 

2 プルロープ 

3 安全スペーサー 

4 ロープレギュレーター（カラビナ、O リング付属） 

5 慣性ディスク 

（パックにより、数量、色が異なる場合があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベースマシンの部品 

1 ベースマシンの D リング（鼻）  6 ベースマシンのマーク 

2 ベースマシンのノズル  7 ロープレギュレーターの六角形のキー 

3 イナーシャディスクスクリュー  8 ロープレギュレーターカラビナ 

4 ベースマシンの安全ボタン  9 ロープレギュレーターのカラビナ O リング 

5 ベースマシーンレール   
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付属品のリスト 

直接ベースマシンに取り付ける付属品：  8 ループストラップ 

1 ハンドグリップ  9 ドアストッパー 

2 ポータブルプラットフォーム  
ロープに取り付ける中間アクセサリー： 

3 ラック掛け用プレート、結束バンド 3 本付き  10 カラビナ付きプーリー 

4 壁掛け用プレート（ネジ 4 本、壁掛け用プラグ

4 個付き）  持ち運び用アクセサリー： 

5 多目的ハンドル  11 バックパック 

6 アンクルストラップ  12 ケース 

7 ベルト  ロープに取り付けるアクセサリー： 

  13 スペアロープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接取り付ける付属品（マシンレールに装着） 

1 ハンドグリップ：レールに取り付けて、手で操作できるようにするためのものです。 

2 ポータブルプラットフォーム：マシンをその上に装着することで、直立運動ができるようになりま

す。 

3 ラック掛け用プレート（結束バンド 3 本付き）：構造物に本体を固定できるように装着します。 

4 壁掛け用プレート（ネジ 4 本、壁掛け用プラグ 4 個付き）：壁に固定することができます。  

ロープに取り付けるアクセサリーは、ロープレギュレーターのカラビナやプーリーカラビナに取り付

けます。 

5 多目的ハンドル：ロープレギュレーターのカラビナ（またはプーリーカラビナ）に取り付けて、手

や足を使ってエクササイズをするときに使用します。マシンは直付けアクセサリー1、2、3、4 に装着

する必要があります。 

6 アンクルストラップ：ロープレギュレーターのカラビナ（またはプーリーカラビナ）に装着し、膝

や手首を使ってエクササイズをするときに使用します。マシンは直付けアクセサリー3 または 4 に装

着する必要があります。 
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7 ベルト：ロープレギュレーターカラビナ（またはプーリーカラビナ）に装着し、ベルトを使ったエ

クササイズを行う際に使用します。マシンは直接接続するアクセサリー2、3、4 に装着する必要があ

ります。 

8 ループストラップ：ロープレギュレーターのカラビナ（またはプーリーカラビナ）に装着し、マシ

ンを持ちながらエクササイズを行う際に使用します。さまざまな構造物に装着できます。 

9 ドアストッパー：ロープレギュレーターのカラビナ（またはプーリーカラビナ）に取り付け、本体

を持ちながらエクササイズを行う際に使用します。ドアに取り付けて使用します。 

ロープに取り付ける中間付属品は、マシンロープに装着します。 

10 プーリー：上記のどの付属品にも使用できます。プーリーの項で、何に使うのか、どうすればいい

のかを説明しています。 

付属品を挿入する場所に応じた分布を示すイメージ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のページでは、各付属品と Handy Gym システムの使用方法について詳しく説明します。 

5. Handy Gym の使用方法 

装着・使用方法は、本体を保持する方法と、本体を固定する方法の 2 通りあります。 

Handy Gym システムは、2 種類の方法で使用できるように設計されています。 

-A：マシンを手に持ち、アクセサリーを固定する：ハンドグリップ（付属品番号 1）を使って Handy 

Gym を持ち、ロープを別の場所に取り付けます。 
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イエローディスク 

重量：120gr. 

等価慣性： 

0,026 kgm2 (90lbin2) 

ブルーディスク 

重量：180gr. 

等価慣性： 

0,040 kgm2 (1350lbin2) 

レッドディスク 

重量：250gr. 

等価慣性： 

0,064 kgm2 (2200lbin2) 

付属品は、ロープレギュレーターカラビナ、プーリーカラビナを使用してください。付属品は、

少なくとも 660lb/300kg を支えることができる構造物に取り付ける必要があります。 

このモードで使用するために、以下の付属品が用意されています。 

5 多目的ハンドル 

6 アンクルストラップ 

8 ループストラップ 

9 ドアストッパー 

- B. マシンを固定したまま、アクセサリーを引っ張る：このモードで Handy Gym を使用すると、マ

シンが固定用付属品によって固定されたまま、動作を行うことができます。 

このモードで使用する場合、Handy Gym を固定するための付属品は以下の通りです。 

2 ポータブルプラットフォーム 

3 ラック掛け用プレート（結束バンド 3 本付き） 

4 壁掛け用プレート 

このモードでエクササイズをするために、付属品が用意されています 

5 多目的ハンドル 

6 アンクルストラップ 

7 ベルト 

慣性ディスク 

Handy Gymは、左右に装着された 2 枚の慣性ディスクを利用し回転を抵抗に変えることができます。 

慣性ディスクは、色と重さが異なる 3 種類のペアがあります。非常に軽く、少ない重量で大きな

抵抗力を発揮します。 

これらはネジで固定されているため、素早く出し入れすることができます。また、それぞれを組み

合わせることで、数段階の強度を持たせることも可能です。 

裏面に 4 つの磁石を配置し、極性を交互に変えて配置しています。 
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本機を使用するたびに、ディスクを軸に固定している黒い HEX4 ネジがしっかりと締まっていること

を確認してください。 

A) ディスクは、シャフトの雄の四角とディスクの雌の四角を合わせて、金属シャフトに挿入します。

ディスクの中央のネジを締めるには、ロープレギュレーターにあるキーを使用します。このキーは、

ディスクを締め付けるために特別に設計された六角形のヘッドを持っています。片手でディスクを

持ち、もう片方の手でネジを締めます。 

B) バランスが悪くなるため、ディスク 1 枚では使用しないでください。また、ディスクなしでの使

用も抵抗がなく、単にロープを排出するだけになるため、やめてください。ディスクを 2 枚重ねて

使用したり、慣性力を変化させるために本機以外のものを追加することは、破損やその他の問題の

原因となりますので、絶対におやめください。 

イエロー、ブルー、レッドの 3 種類のディスクを組み合わせることで、最大 6 段階（プーリーを使

用する場合は 12 段階）の抵抗範囲を設定でき、鍛えたいレベルや筋肉群に応じて Handy Gym を調整

することができます。行うエクササイズによって、また、速いかきついかによって、1 つまたは複

数を選択できます。 

以下に、考えられるディスクの組み合わせを、耐性の低いものから順に示します。 

 
  

イエロー／イエロー 

-等価慣性：0.052kg/m2 (180lb/in2) 

-プーリーを使用しない場合の最大負

荷の目安：40lb/18kg 

-プーリー使用時の最大負荷の目安： 

80lb/36kg 

 

イエロー／ブルー 

-等価慣性：0.066kg/m2（225lb/in2） 

-プーリーなしでの最大抵抗値目安： 

57.5 ポンド/26kg 

-プーリー使用時の最大負荷の目安：
115lb/52kg 

 

ブルー／ブルー 

-等価慣性：0.080kg/m2 (270lb/in2) 

-プーリーなしでの最大負荷の目安：
75lb/34kg 

-プーリー使用時の最大負荷の目安：

150lb/72kg 

 

イエロー／レッド 

-等価慣性：0.090kg/m2 (310lb/in2) 

-プーリーなしでの最大負荷の目安：
75lb/34kg 

-プーリー使用時の最大負荷の目安： 

150lb/72kg 

 

ブルー／レッド 

-等価慣性：0.104kg/m2 (365lb/in2) 

-プーリーなしでのおおよその最大抵抗

値：92.5lb/42kg 

-プーリー使用時の最大負荷の目安： 

185lb/84kg 

 

レッド／レッド 

-等価慣性：0.128kg/m2 (440lb/in2) 

-プーリーを使用しない場合の最大負荷の

目安：110lb/50kg 

-プーリー使用時の最大負荷の目安： 

220lb/100kg 
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ディスクを交換する 

ディスクの交換方法について 

1) ロープレギュレーターを片手で持ち、六角レンチを使ってディスク中央の黒い六角 4 号ネジを

緩めます。このとき、ディスクが回転しないように、もう片方の手でディスクをしっかりと持ち

ながら、ネジを外してください。 

2) ネジを外したら、ディスクを軸方向に引き抜き、必

要であれば、少し横に傾けて、楽に外せるようにしま

す。なお、新品のディスクは締め付けが強く、抜き差

しがしにくい場合があります。 

3) ディスクを挿入するときは、「HANDY GYM」のロゴ

が外側になるようにシャフトにセットし、シャフトの

四角いオスとディスクの中央にある四角いメスを合わ

せてください。 

4) ディスクの位置が決まったら、黒いネジを手で締め

付けられなくなるまでねじ込みます。その後、ロープ

レギュレーターと六角レンチをドライバー代わりにし

てネジを締め、ディスクをしっかりと固定してくださ

い。 

 

警告 
ディスクが常に締まっていることを確認する。 

非公式ディスクを使用したり、他の物や荷重をかけたりしないでください。 

ディスクを他の手や電動工具で締め付けると、ディスクが破損して使用できなくなることがありますの

で、絶対にしないでください。 

ディスクが動いている間は触れないでください。ディスクが完全に停止したことを確認してから、取り

出してください。本体には「可動部」の警告が表示されています。 

 

 

 

 

 

 

決してディスクを直接止めないでください。 

ディスクと本体の隙間には何も差し込まないでください。 

ディスクと身体の間に 10cm 以上の安全距離をとってください。可能な限り、この距離を広げてくださ

い。 
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プルロープとロープレギュレーター 

プルロープは、本機の主要部品の一つです。直径 4.5mm の編組ロープで、一端が機械の内部機構に取

り付けられている。ロープを引くことで機械を操作します。直接ロープは引かずに、必ず付属品を使

用します。 

プルロープの長さは 3～4m で、完全に押し

込むことができるため、持ち運びが簡単で

す。使用時は 1.5m までしか入りません。 

ロープレギュレーターも本機の必須アイテ

ムです。ロープの長さを簡単かつ安全に短

くしたり長くしたりすることができるの

で、運動に応じて長さを変えることができ

ます。キーを使って簡単に開閉でき、ロー

プをしっかりとロックします。摩耗や破損

を防ぐため、キーがロープに触れないようにしてください。 

 

- ロープレギュレーターにロープを差し込む 

ロープレギュレーターへのロープの挿し方 

1) ロープレギュレーターの数字が書いてある側を手前に

してください。 

2) キーを最大開度まで持ち上げます。（3 番方向へ） 

3) 1 と書かれた穴からロープを挿入し、2 と書かれた穴

からロープを引き抜きます。 

4) ロープを上に伸ばし、3 番と書かれた穴に差し込みま

す。 

5) キーを上に上げた状態で、4 番の穴からロープを引き

抜きます。 

6) カラビナを上部の 2 番と 3 番の間に引っ掛け、ロープ

が動かないようにカラビナの O リングを一番細い部分に

入れ、正しく閉じてください。 

 

ロープを調節する方法 

ロープの長さを調節することは、Handy Gym を使ったエクササイズを正しく行うために必要不可欠です。 

1) まず、機械の中でロープ全体をほぐすことから始めます。 

2) ロープレギュレーター側面のスチールキーを上方向（3 番方向）一杯に上げて解除します。 

3) 距離を伸ばしたい、または引っ張る長さを増やしたい場合は、「＋」マークのあるロープレ ギュレ

ータからロープを引っ張ります。逆に、距離を短くしたい場合は、「－」マークがある方のロープを

引きます。 
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min. 70mm 

4) エクササイズを行うのに十分な距離に到達したら、潰さずにセイフティースペーサー、キーを閉じ

て位置をロックします。 

5) カラビナ側を引っ張って固定します。余ったロープは、トレーニング中に邪魔にならないよう、脇

に置くか、手で持っておくことをお勧めします。 

エクササイズによって異なるロープの距離 

各エクササイズに必要なロープの距離は異なる場合があります。 

ある種のエクササイズでは、最大牽引距離に応じて正確な調整が必要です。例えば、スクワットエク

ササイズや多目的ハンドルを足に装着してのエクササイズなどが該当します。 

微調整が不要な場合は、マシンに近づいたり遠ざかったりすることで調整することもできます。この

ような形で運動に適した距離に調整することもできるため、運動を変えるたびにロープを調節する必

要はありません。 

安全スペーサー 

安全スペーサーは Handy Gym の非常に重要な部品で

す。その機能は、装置の部品間（例えば、ロープレ

ギュレーターとノズルの間の衝突を防ぐことと、激

しい衝撃の際にエネルギーを吸収することです。）

長さは 7cm で、ゴム製です。作業中に押しつぶされ

ないように注意してください。安全性を高めるため、機械のノズルと安全スペーサーの間に 70mm の

距離をとってください。 
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カラビナ 

カラビナは、プルロープをさまざまなムーブメントやアンカーアクセサリーに迅速かつ安全に接続す

るためのリング状のステンレス製部品です。金属製のゲートを動かして開閉します。ヘッド部には鋭

い先端があり、小さな切り傷を負う可能性があるため、触れないように注意してください。 

Handy Gym の様々なアクセサリーに使用されるカラビナは、以下のものがあります。 

- ロープレギュレーター：このアクセサリーにはカラビナがついており、すべてのアクセサリーを接続

したり、マシンの D リングや「鼻」に接続したりすることが可能です。 

- プーリー：プーリーをロープに引っ掛けたり、さまざまなアクセサリーを取り付けるためのカラビナ

付きアクセサリーです。 

- ベルト：必要に応じて長さを調節できるカラビナを 2 つ装備しています。 

 

 

 

ゲート頭部の鋭利な先端に注意 

 

 

負荷をかける 

エクササイズを行う際、Handy Gym の内部リールには、最初にロープが装填されている必要がありま

す。エクササイズを開始するたびに負荷がかかっていることが重要です。巻き取り距離が設定される

と、始動荷重がかかります。 

起動荷重の設定方法 

1) 機械が完全に停止していること、ディスクが所定の位置にあり正しくねじ込まれていること、すべ

てのロープが巻き戻されて機械から出ていることを確認します。  

2) 人差し指とディスクのスリットを使ってディスクを手動で回転させ、マシンが最初のエクササイズ

を行うために十分な量のロープを円錐リールに蓄えていることを確認します。ディスクは、ロープが

マシンに入る方向に回転させる必要があることに注意してください。 

 

3) マシンの中に少量のロープを入れた状態でエクササイズを開始し、コンセントリック、エキセン

トリックのサイクルで動作を行いながらロープを再装填し、エクササイズ内の動作で必要な量と同
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じ量のロープをマシンが引き込むようにします。初期荷重をかけずに Handy Gym を使用すると、製

品の破損や故障の原因となることがあります。 

エクササイズの開始と終了 

エクササイズを始める前に、まず上記のようにマシンにロープをセットする必要があります。本体に

十分な量のロープをセットしたら、エクササイズを開始できます。以下の点に注意してください。 

1) 本機で運動やエクササイズをするときは、ロープを直接引っ張らないでください。エクササイズを

するときは、必ず付属品かマシン本体を使用してください。 

2) 最後のレップで引くのを止めないと、マシンが止まってしまい、ロープを巻き戻したり、エキセン

トリックフェーズを完了することができないことを念頭に置いて運動を行うことが非常に重要です。 

3) マシンが徐々にロープを拾い上げ、最適な方法でエクササイズができるようになるまで、毎回、力

を強めてエクササイズを行います。 

4) ロープが巻き戻されることで、エクササイズを継続することができ、ヨーヨー効果を得ることがで

きるため、ロープを引くのは必ず最後の一本で止めることを忘れないでください。Handy Gym はより

多くのロープを巻き戻し、運動が長くなればなるほど、より強力なエキセントリックフェーズが得ら

れます。 

5) マシンを停止してエクササイズを完了するには、マシンが徐々に停止するまで、動きを制御して力

を弱めます。付属品を外したり、足や手、物を使ってディスクを止めたりして、急停止しないでくだ

さい。 

 

6. 付属品（一覧と分類は P18 参照） 

*購入したパックによって付属品が異なる場合があります。 

HANDGRIP（ベースマシン直付け用アクセサリー） 

Handy Gym には人間工学に基づいた D 型ハンドグリップが

あり、主に手に持ってマシンを引くために使用されます。

ロープの端はロープレギュレーターまたはプーリーカラビ

ナで他の構造物やアクセサリーに固定する必要がありま

す。 

ハンドルのもう一つの利点は、軸に対して回転できることです。したがって、ユーザーは、多くのス

ポーツで見られる手首の動き（ラケット、アメリカンフットボール、ゴルフ、野球、スキーポール、

パドリング、カヌー、ホッケーなど）を模倣して、自分のニーズに従って動きを誘導することができ

ます。 
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させます。   

  
  

  
  

ハンドグリップや取り

付けプレートは、絶対

に半分だけ挿したまま

にしない。 

このハンドグリップは、常に片手または両手をグリップの内側に入れ、決してグリップの外側や端を

つかまず、常に中央で使用する必要があります。両手がきちんとはまる場合のみ、両手で使用するよ

うにします。ハンドルの片方の端をつかんでエクササイズをしないでください。 

 

Handy Gym 本体に直接アタッチメントを取り付ける 

Handy Gym はフックレールと二重の安全システムを備えています。マシンには 2 つのボタンがあり

（マシンの下部と上部）、直接取り付けるアイテム（ハンドグリップと、壁面取り付けプレート、ラ

ック取り付けプレート、プラットフォーム取り付けプレートなどの異なる取り付けプレート）を挿入

する際に一緒に押さなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

マシンレール 

Handy Gym に直付けアイテムを装着する方法 

1) 本体の上下にある 2 つのボタンをしっかりと押し、アイテムレールに沿って左右にカチッと音がす

るまでスライドさせ、完全に中心を合わせます。必ずダブルクリックの音がするはずです。 

2) 本体をレールに沿って前後に動かして、本体が正しく挿入されていることを確認します。また、ボ

タンが初期位置に戻っていることを確認してから押してください。ボタンだけで取り付けたり、中

心がずれていたり、部品が飛び出していたりすることのないよう注意してください。 

3) 本体を取り外すには、上下にある 2 つのボタンをしっかりと押し、直付けアイテムのレールに沿っ

て、完全に外れるまでスライドします。 
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以下の破線枠内は、HGE-01 モデル（エンコーダー付き Handy Gym）を購入された方のみ対象です。 

ポータブルプラットフォーム 

(ベースマシン直付け用アクセサリー） 

ポータブルなプラットフォームは、Handy Gym を

取り付け、両足でしっかりとその上に乗ることが

できます。そのため、スクワットやウェイトリフ

ティングのエクササイズを行うのに最適のシステ

ムです。エンコーダー付きのマシンのユーザーが

使用することを想定しています。これにより、ユ

ーザーは自分が発揮している力を常に確認するこ

とができ、定められた制限を超えないようにでき

ます。 

さまざまなエクササイズを行うには、堅くて滑りにくい床の上に、物や構造物から解放された

直径 1.8m の場所に設置する必要があります。また、持ち運びに便利なハンドルも付いていま

す。 

Handy Gym プラットフォームには、マシンを迅速かつ安全に取り付けることができる取り付け

プレートがあります。プーリーを使用しないプラットフォームの使い方 

1) HANDY GYM と書かれた取り付け板の部分の前に、マシンを置き、マシンのレールが取り付け

板のレールと一直線になるようにします。 

2) 各安全ボタンを押し、本機を取り付け板の下までスライドさせ、ボタンを離します。本機を前

後に動かして固定が完了し、本機が動かないことを確認します（詳細は 27 ページを参照）。 

3) Handy Gym の左右に足を置き（片足は左、もう片足は右）、必要な長さにロープを調節します。 

4) ムーブメントアクセサリー（ベルトや多目的ハンドル）をロープレギュレーターのカラビナに

引っ掛けます。 

5) 固定された機械をプラットフォームに載せるには、穴を使って指で通常通りディスクに挿入し

ます。 

6) マシンを取り外すには、Handy Gym の両方のリリースボタンを同時に押し、マシンが出てくる

までスライドさせます。 

ポータブルプラットフォームでプーリーを使用する場合は、プーリーアクセサリーの項

（38 ページ）を参照してください。 
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警告 
必ず左右の足でしっかりと踏み込んでください。落ちたり逆効果になるような動きをしな

いようにしてください。 

本機が取付板に正しく固定されているか、取付板が滑ったり動いたりしないかを確認して

ください。 

プラットフォームは必ず体全体を乗せるようにして使用してください。 

プラットフォームが左右に偏ったり、上がったりしないようにしてください。 

プラットフォームは必ず滑りにくく、堅くて安定した床の上に置いてください。 

取り付け板とボルトがしっかり締まっていることを確認してください。少しでも緩んでい

たら、壁掛けプレートのネジは TORX20 ドライバー、ボルトのネジは PH2 を使って、もう

一度すべてを締め直してください。底面のパッドを注意深く取り外してください。 

底面の滑り止めパッドは、基本的には取り外さないでください。 

 

 

壁掛け用プレート 

(ベースマシン直付け用付属品） 

壁掛け用プレートは、再利用可能な 3 本のケーブルタイ

を使用して Handy Gym を壁などの構造物に固定するため

に特別に設計された頑丈なプラスチック製の付属品で

す。2x2 インチ、3x2 インチ、3x3 インチのスチール構造

物や、トラクション・バー（直径 1.25 インチ）に適して

います。ジムでのトレーニング、スポーツセンター、ク

ロスフィットセンター、フィジカルセラピークリニック

などでの使用に最適です。 

660lb/300kg の力に耐えうる地面にしっかりと固定された

他の種類の構造物にも固定できます。このような構造物

は、タイを適切に固定するのに十分な直径があり、鋭い

先端がないことが重要です。直径が 55〜150mm であれ

ば、樹木や街灯などに固定することもできます。 

壁掛け用プレートは、必ず 3 本以上のケーブルタイを使用してください。このケーブルタイは再利用

できるのが利点です。 

ケーブルタイを開閉する 

ケーブルタイの使い方 

1) 赤いプラスチックのレバーは、タイの他の部分に対して垂直になっている必要があります 。これは

開いていることを意味します。直立している場合は、閉じていることを意味します。 

2) ループを作るときは必ず、歯のある方を内側に、歯のない滑らかな方を外側にします。 

3) ループを作るには、ケーブルタイの先端を赤いプラスチック製レバーのすぐ隣の溝に差し込む必要

があります。下側の溝は使用しないでください。 
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4) 赤いプラスチックのレバーを持ち上げて閉じ、ケーブルタイを歯でロックします。 

5) 挿入した端を引っ張り、ネクタイが締まっていると感じるまで、さらに閉じます。緩めるには、赤

いプラスチックのレバーを持ち上げます。ネクタイの端が完全に直角になるようにすると、簡単に取

り外すことができます。 

 

開いて挿入           閉じる・締める        開いて外す 

ラック取付プレートを結束バンドで固定する 

ケーブルタイを使用したラック取付プレートの使い方 

1) ケーブルタイをラック取付プレートの中央の溝に通し

てください。 

2) ラック取付プレートを構造物に正しくセットし、ケー

ブルタイを端に丸く巻いてください。 

3) ケーブルタイの先の尖った部分を、赤いプラスチック

レバーの横の溝に通します。 

4) 赤いプラスチックレバーを閉め、端を引っ張

り、タイを締めます。 

5) 残りの 2 つのタイと 2 つのラック取付プレートのスロットも同様にします。3 本のケーブルタイを

固定したら、最後にそれぞれを締め付け、緩みを取ります。 

6) 本体を動かしてみて、システムが正しく固定されていることを確認してください。 

7) Handy Gym をラック取付プレートのレールに挿入し、二重安全システムで適切に固定されている

ことを確認します（手順は 27 ページを参照）。 

8) 余分なフランジを隠したい場合は、端をラック取付プレートのスロットに挿入することができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

Handy Gym は、ラック取付プレ

ートと結束バンドで所定の位置

に固定されています。  

ラック取付プレート - 上面図 

 



 31 

警告 
ラック取付プレートは、上記より小さい、または大きい構造物や、製品を損傷する可能性のある鋭い

先端のある構造物には使用しないでください。 

製品を使用する前に、必ず 3 本のケーブルタイを真ん中のスロットから装着してください。 

ケーブルタイが破損または損傷した場合は、直ちに正規品と交換してください。 

ラック取付プレートが動いていることに気づいたら、運動を中止してください。 

必ず、すべてのケーブルタイがしっかりと装着され、支持面が上下左右に動かないことを確認してく

ださい。 

本製品はサスペンショントレーニングではありませんので、ぶら下がったり、アンカーに自分の体重

を預けたりしないでください。 

取付プレートのネジが正しく締まっていることを時々確認する必要があります。緩みがある場合は、

TORX20 ドライバーで締め直す必要があります。 

可動角 45°を超えるエクササイズは行わないでください。行う予定のエクササイズによって、取付プ

レートの位置を考えて取り付ける必要があります。 

壁面取付プレート 

(ベースマシン直付け用付属品） 

壁面取付プレートは、Handy Gym を完全に直立した壁に取り付けるための頑丈なプラスチック製の付

属品です。5x50mm のステンレススチール PZ2 ネジ 4 本と 8x40mm のウォールプラグ 4 個で固定しま

す（壁面取付プレートに付属）。 

5x50mm ラグスクリュー、8x40mm ウォールプラグ 

 

付属のネジとウォールプラグは、鉄筋コンクリート、セメント、コンクリート、耐火レンガ、硬質石

材で、厚さ 70mm 以上のものの壁面に取り付けることを想定しています。 

石膏ボード、針葉樹、パネリングなどの壁は、壁面取付プレートに適していません。硬い木材の場

合、ネジが破損する危険性が高いので、取り付け業者がリスクを負う必要があります。 

プレートの取り付け方 

1) 壁面取付プレートは、専門家が適切な安全対策を施して取り付ける必要があります。 

保護手袋や保護メガネを着用するなどの対策が必要です。 

2) 取り付ける直立した壁には十分な強度（660lb/300kg の力に耐えられる）が必要で、その上にプレー

トを取り付けても傷ついたり壊れたりしないようにする必要があります。 

3) 付属のネジ 4 本とウォールプラグを使用します。ただし、壁が硬質木材の場合はウォールプラグは

使用しません。  
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4) ネジが破損したり、壁面プラグが緩んだりした場合は、設置が有効になりません。 

5) ネジはステンレス製であるため、熱くならないようにゆっくりとねじ込まないと、折れてしまう

可能性があります。木材にねじ込む場合は、下穴をあけてゆっくりとねじ込み、休止時間を入れて

ください。取り付け板の破損やネジ頭の破損を防ぐため、最大ねじ込みトルクは 5Nm を超えないよ

うにしてください。 

6) 割れないように、取り付ける壁面の表面は完全に滑らかで、十分な大きさがあり、頑丈であるこ

とが必要です。 

7) 壁に 8mm のドリルビットで 60mm の深さに穴を開け、付属の

ウォールプラグ 4 個を表面と同じ高さに挿入してください。穴

は推奨寸法を守り、丸く、曲がっていないことが必要です。穴

の中に残っているほこりを取り除いてから、ウォールプラグを

押し込んでください。 

8) 壁が硬い木でできている場合は、直径 3～3.2mm の木工用ド

リルで 30mm の深さまで穴を開ける必要があります。穴は推奨

寸法を守り、丸く、曲がっていないことが必要です。穴の中に

残っている木くずは、ネジを押し込む前に取り除いてくださ

い。 

9) 取付プレートは必ず垂直（HANDY GYM のロゴが上）に置き、

手動または電動ドライバーと付属のステンレス製 PZ2x50mm ネ

ジ 4 本で、皿頭が取付プレートの外表面と同一面になるまで壁

の表面に固定してください。 

10) 取り付け板を傷つけないように、貫通させずに、取り付け板の外面から約 1mm ほどネジ頭が凹

むように、手回しドライバーだけで調整することが可能です。 

11) プレートは、最大 1.90m の高さに取り付ける必要があります。プレートの取り付けに梯子やベン

チが必要な場合は、規制を満たし、適切な安全対策に準拠する必要があります。 

12) 落下事故の際の安全を確保するため、半径 1.8m 以内に物や構造物がないようにします。 

* 足首、胸、頭の高さにプレートを取り付けることをお勧めします。 

より多様なエクササイズが可能になります。プレートは追加注文することができます。 

 

壁面取付プレートの使用方法 

壁面取付プレートの取り付け方 

1) プレートが設置されると、Handy Gym は上部（HANDY GYM のロゴが上部）からレールに沿っ

てスライドし、27 ページで説明したように、二重安全システムを使ってマシンが固定されます。 

警告
 

 

  

アンカープレートを天井に設置するなど、本機を天井に固定すること

は固く禁じられています。また、地面に固定することもできません。

ポータブル・プラットフォーム・アクセサリーは、本機を地面に設置

するためのものです。 
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プレートを粗い面や動く面に置かないでください。 

時々、プレートのネジが正しく締まっていることを確認する必要があります。緩みがある場合は、

手動 PZ2 ドライバーで締め直す必要があります。 

本製品はサスペンショントレーニングではありませんので、絶対にぶら下がったり、アンカーに

自分の体重を預けたりしないでください。 

可動角 45°を超えるエクササイズは行わないでください。行う予定のエクササイズによって、プ

レートの位置を考えてから取り付ける必要があります。 

 

多目的ハンドル（ロープに装着するアクセサリー） 

多目的ハンドルは、直径 34mm の人間工学に基づいたラバーハンドルと 2 本のストラップで構成さ

れ、そのうちの 1 本はカラビナで固定できるように金属リングを備えています。 

多目的ハンドルは、2 通りの使い方ができます。 

A- 手で引っ張る：本機を取付板の直付け

部（ハンドグリップを除く）に固定した

状態で、多目的ハンドルを金属リング付

きベルトを使って、ロープレギュレータ

ーカラビナまたはプーリーカラビナに装

着します。 

使用方法 

1) 壁面取付プレート、ラック取付プレート、または多目的プラットフォームを使用して、Handy Gym

を固定します。最大 45°の動作角度を超えないよう、適切な高さに設置し、2m 以下の高さにします。 

2) ロープレギュレーターのカラビナを多目的ハンドルリングに引っ掛けます。ゴム製のハンドルなの

で、手を使ってエクササイズができます。また、ハンドルの中に足を入れたり、ハンドルの片方を踏

んだりしてもエクササイズができます。 

B- 足で固定：このモードでは、マシンを持ち、ハンドグ

リップを使い、リングのないストラップを通して足を多

目的ハンドルに乗せてトレーニングします。このモード

は主に上腕二頭筋のエクササイズに使用されます。使用

方法： 

1) ハンドグリップを Handy Gym に、ロープレギュレータ

ーカラビナを多目的ハンドルのリングに差し込みます。 

2) リングのない多目的ハンドルストラップを踏んでくだ

さい。 

3) これで、エクササイズを行いたい距離に調整できま

す。 

4) ロープを調整したら、上腕二頭筋の直立運動を行いま

す。  
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警告 
ハンドルが不用意に体の一部に引っかからないようにしてください。 

手または足でのみ使用してください。 

ハンドルが手や足から滑り落ちないように、しっかりと握ってください。ハンドルから手を離したり

すると、機械にぶつかり、取り返しのつかない損傷を与えることがあります。 

足首ストラップ（ロープに装着するアクセサリー） 

足首ストラップは、主に大臀筋や脚のエクササイズに使用されます。ベルクロなので、どんな足首の

幅にも簡単に装着できます。また、手首に装着して使用することも可能です。アンクルストラップの

内径は約 65mm です。 

また、660lb/300kg の力に耐えられるパイプや小さな構造物にも固定できるため、マシンを持ってのエ

クササイズも可能です。 

アンクルストラップの開閉部には、強力な工業用マジックテープと、緩みを防止するための金属製ダ

ブル D リングを採用しています。足首ストラップは 2 通りの使い方ができます。 

A- ストラップを足首に装着する。以下の手順で行って

ください。 

1) 壁面取付プレートまたはラック取付プレートを使用

して Handy Gym を固定します。Handy Gym は、最大

45°の動作角度を超えないように、適切な高さに設置

し、2m 以下の高さにします。 

2) ベルクロテープパーツを引き離し、足首に巻きつけ

ます。2 つの金属製リングを合わせ、マジックテープ

を通し、マジックテープパーツを貼り合わせます。 

3) Handy Gym ロープレギュレーターのカラビナのゲー

トを開き、両方のリングを同時に引っ掛けます。 

B- ストラップを、600 ポンド/300kg の引っ張り力に耐えることができる鋭角のない小径の構造物に固

定。以下の手順に従ってください。 

1) マジックテープパーツを引き離し、構造体に巻き付けます。2 つの金属の輪を合わせて、マジックテ

ープを通し、マジックテープパーツを貼り合わせます。 

2) Handy Gym のロープレギュレーターカラビナのゲートを開き、両方のリングを同時に引っ掛けま

す。これで、Handy Gym を手に持ってエクササイズをすることができます。 

 

警告 
足首ストラップを 1 つのリングで固定して使用することは絶対にしないでください。 

使用中はロープにつまずかないようにしてください。 

反射運動を避けるために、エキセントリックフェーズの時間をコントロールします。 

ロープは足などに巻き付かないように、常に真っすぐに保たなければなりません。 
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ベルト（ロープに装着する付属品） 

エクササイズを行う際に腰に装着するベルト。さまざまなウエストサイズに対応できるよう、大きめ

のサイズになっています。また、カラビナが 2 つ付いているので、ウエストの幅に合わせて両端を長

くすることができます。 

使用方法： 

1) Handy Gym を取付プレート（ハンドグリップは

除く）に直接取り付けることができます。 

2) ロープを Handy Gym から最後まで引き出しま

す。次に、最大限の運動ができる距離に体を置

き、ロープをお好みに合わせて調節してくださ

い。 

3) ベルトは Handy Gym のラベルを背にして上向き

にし、リングが見えるように腰に巻いてくださ

い。 

4) ロープレギュレーターカラビナまたはプーリーカラビナのゲートを開き、エクササイズに必要な

幅に応じて、エンドリングまたは両方のベルトカラビナを挿入します。 

 

警告 

カラビナやリングは、エクササイズを行う際に体を傷つけないように特に注意し、適切な位置で使用

するようにしてください。体から 10cm ほど離し、それが無理な場合はプロテクターを前にしてくだ

さい。 

怪我や骨盤に挟まれないようにするために 、コッドピースやフラップなど、何らかの保護具を使用さ

れることをお勧めします。 

怪我をしないように、常に背中を正しい位置に置いてください。機械のフェーズが変わるタイミング

をコントロールできるようにしてください。 

ループストラップ（ロープに装着する付属品） 

ループストラップは、Handy Gym を柱や木、階段など、ほとんどの構造物に取り付けることを可能に

する付属品です。そのデザインにより、周囲 100cm までの対象物を囲むことができ、屋外トレーニン

グに最適なアクセサリーです。構造物は 660lb/300kg の力に耐えられるもので、地面に適切に固定され

ている必要があります。 

ストラップの使用方法 

1) ストラップは、エンドリングを処理するのに十分な長さを残して、

余分なストラップがあまりないように、構造体に適当な数だけ巻き付

けます。 

2) 片方の端のリング（小）を反対側の端のリング（大）に通します。 

3) 小さなリングを引っ張るとループが締まり、ストラップがフレーム

に引き寄せられます。 

4) ループストラップの小さなリングに、ロープレギュレーターのカラ

ビナを引っ掛けます。  
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マシンを引っ張ることでエクササイズを行います。運動しているとき、マシンの力で確実にループが

構造体の周りに正しくフィットするようにします。 

警告 
ストラップは、少なくとも 660lb/300kg の引張力に耐えられる十分な強度を持つ静止構造物に巻き

付けるようにしてください。 

ストラップは、切断や破損のおそれのあるものに巻きつけないでください。破損した場合、または

生地が劣化し始めたと感じた場合は、速やかに交換してください。 

ストラップを巻き付けた対象物に傷をつけないようにし、確実に固定してください。天井にあるもの

にはストラップを巻きつけないでください。 

ループストラップを体の一部や動くものに巻きつけたり、結んだりしないでください。 

ドアストッパー（ロープに取り付ける付属品） 

ドアストッパーは、先端にゴム製の円柱が付いた小さなベルトで、少なくとも 660 ポンド（約 300kg）

の力に耐えられる頑丈なフレームと柱を持つドアに挿入するためのものです。Handy Gym を持ったま

まエクササイズができるように設計されています。 

 

 

 

使用方法 

1) ドアを開け、閉める側に立ち、決してドアを開ける側には立たないようにします。 

2) 付属品をドアの上部と中央に置き、ドアが手前に閉まり、アンカーのゴムシリンダー部分が反対側

になるようにします。これで、ドアを閉めることができます。 

3) エクササイズを始める前に、手でテープを引っ張り、ストッパーが正しく配置されていることを確

認してください。 

4) ロープレギュレーターカラビナまたはプーリーカラビナのゲートを開き、ドアストッパーストラッ

プに引っ掛けます。  
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警告 
付属品が装着されたままドアを開けようとする人がいないことを確認し、エクササイズを行います。 

付属品を取り外すためにドアを開けるときは、付属品が床に落ちないようにしっかりと持ってくださ

い。 

ドアが十分に頑丈で、エクササイズをするときにきしみ音がしないかどうか確認してください。 

本製品はサスペンショントレーニングではありませんので、絶対にぶら下がったり、アンカーに自分

の体重を預けたりしないでください。 

引き戸、ガラスの入った扉、鋭利な角のある扉には付属品を設置しないでください。 

 

プーリー（ロープに取り付ける中間付属品） 

Handy Gym には、オプションでプーリーが用意されています。運動のスピードを半分に抑えながらマシ

ンの抵抗を 2倍にするため、大きな筋肉群のエクササイズに特化しており、高パフォーマンスのエクサ

サイズに使用されます。 

以下の画像は、プーリーを使用した場合の各ディスクの最大力のおおよその等価キログラム/ポンドを

示したものです。 

 

 イエローディスク ブルーディスク レッドディスク 

 

 80LBS/36KG 150LBS/68KG 220LBS/100KG 

 

プーリーはどのように使うの？ 

ポータブルプラットフォームを使用しないプーリーの使い方 

1) ロープレギュレーターのカラビナを、ノズルから一番遠い穴に通して、D リングの穴またはノーズに

引っかけます。カラビナに付いている 2 つのゴム部分がそれぞれ片側で、D リングの入口と出口に付い

ていることを確認し、カラビナの大きい方の曲がった部分を穴の中に残し、エクササイズ中に動かな

いようにします。この後、カラビナをマシン本体に対して垂直に固定する必要があります。 

2) 安全スペーサーを機械のノズルの近くまで移動させます。 
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HGE-01 モデル 

3) カラビナをプーリーから外し、片方の側面を開きます 1。次にロープの中央部分をプーリーの中に

入れ、回して側面を閉じます 2。プーリーの 2 つの側面にある 2 つの穴から再びカラビナを挿入しま

す 3。これにより、プーリーがロープに装着されます。 

 

4) プーリーのカラビナに使用するため、付属品を引っ掛け、使用する運動に合わせてロープを調節し

ます。プーリーはロープの中央部に、安全ースペーサーはロープのノズルに近い部分に必ず装着して

ください。運動中は、ノズルとプーリーの間に 7cm 以上の間隔を空けてください。 

以下の破線枠内は、HGE-01 モデル（エンコーダー付き Handy Gym）を購入された方のみ対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポータブルプラットフォームでプーリーを使用する。 

ポータブルプラットフォーム用プーリーでは、以下の手順で使用します。ポータブルプラットフ

ォーム用プーリーは、他のアクセサリーと同じようには使用できませんので、下記の要領で使用

してください。 

1) 27 ページで説明したように、ベースマシンを

ポータブルプラットフォームの取付プレートに

引っ掛け、カチッと音がして確実に装着されて

いることを確認します。 

2) マシンがすでにプラットフォームに取り付け

られている状態で、「安全ループ」（小さな黒

い紐）を装着する作業を行います。結び目の反

対側にあるロープを、ノーズの穴の上部から通

します。うまく通すには、端を指でつまむ必要

があります。 

3) 鼻の下の穴からひもが出てきたら、結び目を下部のひも部分に差し込み、下に引っ張ります。  

1 3 2 
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HGE-01 モデル 

HGE - 01 モデル 
  

 

4) ロープレギュレーターのカラビナを安全ル

ープに引っ掛けてから、プラットフォーム取

り付け板の横にある金属製のリングに引っ掛

けます。 

5) 安全スペーサーを機械のノズルの近くまで

移動させます。 

6) プーリーからカラビナを外し、片方の側面

を開きます。次に、ロープの中間部分をプー

リーの中に入れ、側面を閉じます。プーリー

の 2つの側面にある 2 つの穴から、再びカラ

ビナを挿入します。これにより、ロープがプ

ーリーに正しく挿入されます。 

7) プーリーのカラビナに使用する付属品を引

っ掛け、使用する運動に合わせてロープを調節します。プーリーはロープの中央部に、安全ス

ペーサーはロープのノズルに近い部分に装着してください。運動中は、ノズルとプーリーの間

に少なくとも 7cm の距離があることが必要です。このような場合、通常はベルトや多目的ハン

ドルを使用します。 

警告 
プーリーを使用して運動するときは、プーリーが

体から 10cm 以内にないことを確認してくださ

い。 

プーリーの内部には金属の車輪があり、肌や髪を

挟む可能性があります。安全な距離を保つこと

で、このような事態を避けることができます。 

ポータブルプラットフォームでプーリーを使用す

る場合、必ずロープレギュレーターのカラビナを

金属リングと安全ループに固定してください。 

セーフティループを使用して、本機が飛んできて

ぶつからないようにしてください。 

本機のノズルとプーリーの間は 14cm 以上あけてください。 

セイフティースペーサーは絶対につぶさないでください。 
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ワイヤレスシンボルの位置電子機器がある

場所を示しています。 

 

BT ワイヤレス接続モジュール 

- 周波数: 2.4〜2.48GHz 

- 最大放射電力: 1mW 

- アンテナゲイン: 0dBm 

HGE-01 モデル 
7. Handy gym と電子機器 

エンコーダーとバッテリー 

Handy Gym は、本体右側に無線マーク（ド

ットと 3 つの放射波）が付いた電子基板が

あり、ディスク内の回転する磁石を読み取

り、その情報を無線モジュールを通して、

タブレット端末や携帯電話にインストール

した Android または iOS アプリに送信する機

能を持っています。 

 

このアプリは、ディスクの回転数と慣性から、加速度、印加力、消費カロリーなどを計算する

ものです。 

120mAh のバッテリーを搭載しており、USB-C タイプのプラグで充電できます。充電後 24 時間

使用可能で、充電にかかる時間は 2.5 時間です。Handy Gym は休憩を取らずに一度に 10 分以上

使用することはできません。マシンが使用されていないときでもバッテリーは電力を消費しま

すが、その量はかなり少なくなります。使用しない場合、バッテリーは 1 週間ほど持ちます。 

仕様 

無線装置 

- 入力 5V DC 4mA 

バッテリー 

- リチウムポリマー電池 

- 3.7V 120mAh 0.44Wh 

電子機器の使用法 

初回使用時: 

起動、充電、アプリケーションへの接続 

エンコーダを初めて起動させる場合は、以下の手

順で行ってください。 

1) 本機を手前に置き、「鼻」を下に向け、右側

の無線マークが付いた慣性円盤を外します（外

し方は 22 ページ参照）。 

2) USB タイプ C の入力を探します。見つけたら、USB タイプ C ケーブル（5V 電源付き）を接続し

ます。これにより、バッテリーと BT ワイヤレス接続エンコーダーが起動します。また、青い LED

が点灯し、バッテリーが充電されていることを知らせます。青い LED が消えると、バッテリーは

完全に充電されます。 
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USB ポート  青色 LED 

3) 慣性ディスクを再び挿入し、ロープレギュレ

ーターにあるカムでねじ込みます。 

4) ディスクをねじ込み、バッテリーをフル充

電したら、タブレットや携帯電話の BT ワイヤ

レス接続を有効にして、接続を確立します。 

5) HANDY GYM のアプリケーションを開き、メ

ールアドレスとパスワードでログインしま

す。登録が必要です。最初のタブ「ジム」を

選択し、実行したいエクササイズを選びま

す。体の部位や器具で絞り込むことができま

す。次に、「ワークアウトを開始する」タブ

を選択します。ワークアウトの名前を選択す

るためのウィンドウが表示されます。 

   

  サインイン 「GYM」を押す 

Handy Gym デバイスを使用します。エクササイ

ズパラメータを設定します。ディスクの選択、

プーリーの有無、サイドの有無を選択してくだ

さい。 

  

    

エクササイズ

を選択する 

ワークアウト

を開始する 

デバイスを選択する パラメータ

を選択する 

HGE-01 モデル 
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6) エクササイズを始めるま直前に「スタート」タ

ブを押してください。 

 7) これでエクササイズの実行を開始し、デー

タとグラフィックを視覚化することができま

す。力、RPM（毎分回転数）、パワーやエネ

ルギーなど、表示したい情報を選択すること

ができます。 

   

スタート  SATA とグラフィックス 

8) ワークアウトが終了したら、「完了」または「終了」を押してください。 

通常使用時 

コネクション 

二回目以降に使用する場合、タブレットや携帯電話の BT ワイヤレス接続を有効にし、再度 HANDY 

GYM のアプリケーションを開く必要があります。ログイン情報はすでに保存されています。上記の

手順でエクササイズやデバイスの選択、情報の閲覧を開始する必要があります。電池の残量が 20％

〜30％のときに充電すると、電池の寿命が延びますので、お勧めです。バッテリー残量は、アプリケ

ーションで確認することができます。 

バッテリーを充電する 

バッテリーを充電するには、次の操作を行う必要があります。 

1) 無線マークがある右側から慣性ディスクを取り出します。 

2) USB 入力に USB-C ケーブルを接続します。 

3) 青い LED が点灯し、充電中であることを示します。LED が消灯すると、充電が完了し、ケーブルが

外せるようになります。 

4) 慣性ディスクを再び挿入し、ロープレギュレーターにあるカムでねじ込みます。 

* 充電時間の目安は 2 時間 30 分です。 

 

HGE-01 モデル 
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システムのシャットダウン 

エンコーダは、リセットを 20 秒間押すことで電源を切ることができます。これは、飛行機で

旅行する場合や、BT ワイヤレス接続のエンコーダを長時間使用しない場合に便利です。電源

を入れ直すには、リセットを一度クリックする必要があります。 

ペアリング 

アプリケーションに接続する必要はありませんが、次のように携帯電話をエンコーダーにペア

リングすることができます：リセットホールを 6 秒間押してください。この操作の後、利用可

能な BT ワイヤレス接続デバイスを探し、Handy Gym を選択します。この方法で、デバイスが電

波を送信しているかどうかを確認することができます。また、デバイスの名前を変更すること

もできます。ただし、アプリケーションに入った時点では名前は変更されません。 

- ペアリングの削除 

ペアリングを Handy Gym のメモリから削除したい場合は、リセットボタンを 12 秒間押してく

ださい。 
HGE-01 モデル 

 

モバイルアプリ 

Handy Gym アプリは、Handy Gym を使ったトレーニングに最適です。ビデオ付きのエクササイズの

完全なデータベースと、その正しい実行のためのすべての情報、各エクササイズに関連する筋肉に

関する情報、各エクササイズに必要な付属品を備えています。 

Handy Gym アプリは、BT ワイヤレス接続を介して Handy Gym に含まれるエンコーダーと通信し、次

の情報を収集します：シリーズ、反復、時間、強度、パワー。これらのデータはすべてグラフィッ

クで視覚化することができます。 

アプリケーションのダウンロードは、App Store、Play Store で HANDY GYM FIT を探すか、当社ウェ

ブサイト（www.handygymfit.com）のリンクから行ってください。 

HGE-01 モデルをお持ちでない方も、アプリケーションにアクセスし、豊富なエクササイズリストを

参照したり、アクセサリーや筋肉によってエクササイズを分類したりすることが可能です。また、

ビデオを見たり、すべてのタブにアクセスすることも可能です。ただし、データをデバイスに送信

したり、情報（筋力、エネルギーなど）を登録したりすることはできません。エンコーダーをお持

ちの方はグラフで表示されます。 

8. メンテナンス 

ロープを交換する 

Handy Gym のロープは、大きな抵抗力を発揮します。ロープを劣化させるような不適切な使用や極

端な使用は避けてください。ロープの耐久性を確保するため、200lb/100kg を超えない範囲で使用し

てください。ロープが損傷したり劣化した場合は、できるだけ早く新しいロープと交換してくださ

い。通常、各パックにスペアロープが含まれています。また、6 ヶ月間連続使用した場合もロープ

を交換してください。 

交換方法について 

1) 付属品（本体とロープの両方）、2 枚の慣性ディスク、ロープレギュレーター、安全スペーサーとそ

の O リングを取り外します。 

http://www.handygymfit.com/
http://www.handygymfit.com/
http://www.handygymfit.com/
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2) 次に、PH1 ドライバーを上手に使って、ボタンがある本体の 2 枚を外します。合計 8 本のネジを外

せば、本体から 2 枚のプレートが外れます。 

3) ネジのうち 4 つは背面、挿入レールの横にあります。残りの 4 本のネジは、本体側面に左右 2 本ず

つあります。本体の右側と左側にあります（写真参照）。 

4) ネジを外し、指でパーツを取り外すと、機械の内部が見えるようになります。2 本の指でディスクを

置く軸を回し、ロープの端がある機械内部の穴が見えるようにします。ロープが出てくる穴ではな

く、結び目が差し込まれている穴を探します。 

5) ピンセットや機械に傷をつけないような道具を使って、ロープの結び目の端を開口部から機械から

外し、全部抜けるまで引っ張ります。必要であれば、反対側からロープを押し出すと、より簡単に抜

けるようになります。 

6) 結び目のない予備のロープの端を持ち、円錐の大きな穴から反対側の端に出るまで差し込みます。

コーンの穴から出ているロープの端をつかみ、ロープを最後まで通して結び目をコーンの大きな穴に

埋め込むまで引っ張ります。このとき、円錐の 2 つの穴が本体開口部側に向いているとやりやすいで

す。 

7) 次に、結び目のないロープの端を機械に差し込み、ロープの出口の穴からロープを引き抜くように

します。うまくいかない場合は、ロープを挿入しながらノズルを見て、ノズルからロープがどのよう

な位置にあるか確認してみてください。ロープを回すと出やすくなります。 

8) ノズルからロープの一部が出てきたら、指で引っ張りながら、全体が出るまで引っ張ります。 

9) ロープをすべて抜いた状態で、ネジを外した部品を再び組み立て、元の位置に戻し、8 本のネジをね

じ込みます。 

10) O リング、ショックアブソーバー、カラビナ付きロープレギュレーター、シャフト上の慣性ディス

クの順に、新しいロープと一緒に部品を元に戻します。 

シャフトワッシャーの確認 

本機には、金属製シャフトの端に、プラスチック製のワッシャーが左右に 2 つずつ配置されていま

す。その機能は、メタルワッシャを保持し、ディスクのセパレーターとサポートとして機能すること

です。それらが紛失していないか、まだ所定の位置にあるか、磨耗していないかを定期的に確認する

必要があります。ワッシャーは、Handy Gym が正しく機能するために必要なものです。このワッシャ
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ーを紛失したり、機械から外れたりした場合は、使用を中止し、メーカーに連絡してください。ワッ

シャーを紛失すると、ディスクの内側が損傷して黒くなり、本体に擦り傷がつくことがあります。 

付属品の確認 

付属品に損傷や欠落がないか、定期的にチェックしてください。摩耗、剥離、破損、ひび割れなど、

適切な状態でない場合は使用してはいけません。 

ディスクのネジの確認 

運動の前に、ディスクのネジがしっかりと締まっていることを確認してください。ネジの締め付け

が不十分な状態でマシンを使用すると、あるいはネジがない状態で使用すると危険です。異音や振

動が聞こえたら、ネジがきちんと締まっているかどうか確認してください。 

取り付けネジの確認 

ロープを交換した後や 6 ヶ月ごとに、Handy Gym のネジが変わらず正しい位置にあること、突起物

がないことを確認してください。ディスクマグネットに鉄粉が混入していないかも確認してくださ

い。 

ディスク内のマグネットに鉄粉等が混入していないかの確認 

鉄粉は、エンコーダーの動作に影響を与え、機械自体の故障につながる可能性があります。ディス

クの清掃には、湿らせた布を使用してください。 

本体のクリーニング 

本機や付属品は、こまめにお手入れしてください。本機は屋外で使用すると、汗などで汚れたり、

跡がついたりすることがあります。湿らせた布でこまめにお手入れすることをおすすめします。 

特に本機を縦置きにした場合、ノズルを下に向けて運動をし、入り込んだゴミを取り除くとよいで

しょう。本機は直径 8mm のノズルを持ち、そこからゴミなどを逃がすことができます。 

9. よくある質問と回答 

引っ張っても、ロープが出てこない。 

ロープを完全に巻き戻した状態で、本機を再装填してください。ロープをディスクの穴から指で通

します。ロープを巻き込んだら、徐々にロープを巻き込みながら、最適な状態でエクササイズを行

うことができます。 

機械が停止し、動作が戻らない。 

引き方が間違っている可能性があります。ロープの長さいっぱいまで引っ張ってはいけないという

ことを忘れないでください。ロープの端に到達する直前で引くのを止めると、機械は戻り（偏心

期）を開始することができます。 

スクワットをすると機械が動きを返してくれない。 

先ほどと同様、偏心相では動きをコントロールし、システムを止めないようにマシンに合わせる必

要があります。もし止めてしまうと、戻り（偏心相）が完了しません。練習すれば、マシンを使用

する際の協調性を高めることができます。 
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ロープが短すぎたり、長すぎたりする。 

エクササイズを始める前に、ロープレギュレーターを使用して、そのエクササイズに必要なロープ

の長さを決めておくことが理想的です。長さを決めたら、ロープレギュレーターを閉じます。あと

は、指を使ってマシンに負荷をかけ、マシンや付属品から少しずつ引っ張ってエクササイズを開始

します。 

摩擦音が聞こえる。 

これは、ディスクの締め付けが足りないか、ネジが定位置になく、そのため本体内で摩擦が発生して

いることが考えられます。また、シャフト先端のリテイニングワッシャーが欠落していることも原因

として考えられます。これがないと、さまざまな問題が発生する可能性があります。 

したがって、運動をする前に、ディスクが正しく締められていること、シャフトリテーニングワッシ

ャーが残っていることを確認してください。 

ロープがすべて機械の中に入ってしまい、直接の取り付けを解除することができない。 

ロープの全長が機械内部に巻き込まれている場合、ボタンが塞がれてしまい、この現象が発生するこ

とがあります。この場合は、ロープを少し外し、ハンドルなどの付属品をインサーションレールから

引き抜いてみてください。 

 

10. 設置例 

アンカー 

Handy Gym は、湿度や温度が適切で、エクササイズを行うのに十分な自由空間があれば、屋外でも屋

内でも使用することができます。Handy Gym とその付属品は、660 ポンド（300kg）を支えることがで

きる強力なアンカーポイントに固定することができます。適切な固定ポイントは、頑丈な梁、体操用

ラック、ポール、木の枝や幹、コンクリートの壁、頑丈な木の構造物などです。このような構造物の

強度に疑問がある場合は、機械やその部品を損傷するような不必要なリスクを冒す前に、専門家に相

談してください。 

Handy Gym は、様々な構造物や環境に設置することができます。 

- 体操用ラック 

ラックマウントプレートとケーブルタイ（3 本）、アンクルブレースまたはループストラップを使用。 

- 木 

ラックマウントプレートと 3 本のケーブルタイまたはループストラップを使用。 

- ドア 

ドアストッパーの付属品を使用。 

- 壁 

壁掛け用取付プレートを使用。 

- 柱 

ラックマウントプレートとケーブルタイ（3 本）、アンクルブレースまたはループストラップを使用。  

- 660lb/300kg に耐えられる固定構造物 

ラックマウントプレートと 3 本のケーブルタイまたはループストラップを使用。 

- 街灯 

ラックマウントプレートと 3 本のケーブルタイまたはループストラップを使用。
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11. 正しい姿勢 

以下は、エクササイズを行う際の正しい姿勢の例です。 

 

スクワット 

 

 

 

 

アップライト・ロー 
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シングルハンドチェストプレス 

 

 

 

サイド・レイズ 
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12. 保証規約 

A. 定義 

1 製品：売り手と買い手の間の売買の対象物。 

2 製造：Global Traktus S.L.（住所：Calle Oporto 19, 36201 Vigo (Pontevedra), スペイン）。 

3 販売者：製品を販売した個人または事業者。 

4 顧客・購入者：製品を購入した人または企業。 

5 保証書：製品の故障や破損を規制するための、販売者と顧客との間の契約。 

6 故障：製品またはその一部に欠陥があり、お客様の過失によらず、またお客様の行為の結果で

もないこと。購入した製品が、想定された性能と一致しないこと。 

7 性能：製品が提供するはずの成果。製品およびその部品、付属品、構成品の機械的な機能に関

して。 

8 破損：販売者の商品説明と一致せず、お客様の過失によらず、またお客様の行為の結果でもな

い、商品の欠陥（配送時に隠されているか明らかなもの）。 

9 認定サービスセンター：製造業者または販売業者により、欠陥製品の受領、検査、修理または

代替を許可された個人または事業者。 

10 期間：本保証が有効となる、納入条件による納入後の期間。 

11 純正部品、付属品、構成品：製造者または第三者が認定した部品によって製造され、その指示

に従って使用されるもの。 

12 適用法令：販売条件に従って本領域に適用される強制的な保証規定。 

13 規約：このドキュメントに記載されている一連の規約。 

 

B. 購入者保証の権利を請求するための手続き 

購入者は、販売者に連絡することにより、期間内に保証の権利を主張することができます。購入者

は、製品の故障や損傷があるかどうか、また、その故障や損傷が保証の対象となるかどうかを明ら

かにするために、購入者の指示に従って、故障や損傷について説明し、製品の写真（販売者が要求

する場合は動画）を送付する必要があります。 

販売者は、故障または破損した製品が保証の対象となることを確認した場合、本規約に詳述されて

いる条件に従って手続きを行うものとします。 

販売者が、故障または破損した製品が保証の対象外であると判断した場合、本規約および/または適

用される法律で示された制限に従って、購入者に通知し、修理または、故障または破損した部品の

代替品の見積書を提供します。公式ウェブサイト handygymfit.com では、あなたの国の販売業者の

連絡先をご覧いただけます。 

 

C. 適用性 

本規約は、EU 域内または市場での新品状態の製品の販売にのみ適用されます。 

認定ディーラーが設立されているところのみで適用されます。 

 



 50 

D. 当事者の義務 

売主は、本製品に故障又は損傷が生じた場合、5 項に定める場合を除き、本期間内に、自己の裁量によ

り、欠陥部品の交換又は欠陥若しくは損傷した本製品の交換を行うことを約束します。 

 

E.トラブルシューティング 

故障や損傷の修理、交換部品の配送は、購入者が販売者に通知した後、また販売者が要求した場合、

製品が認定サービスセンターで操作できるようになった後、合理的な時間内に行われます。合理的な

時間は、故障や損傷の性質、原因の特定が困難な場合、スペアパーツの入手方法、技術的な能力によ

って決定されます。 

 

F.販売者/製造者のコミットメントの制限 

ケーブル、ロープ、コード、スナップフック、溶接金属リング、ゴム部品、耐衝撃部品など、製品の

消耗品および摩耗部品は、販売者の責任範囲外です。 

通常の磨耗、通常の腐食、塗装などの欠陥、変色、欠け、錆とみなされるものは保証の対象外です。 

また、購入者は、本期間満了後または本期間中に生じた下記の場合の故障および損害について、賠償

または代替品の提供を請求できないものとします。 

- 本製品を使用したお客様の行為、または第三者（販売元と無関係）の行為が取扱説明書の指示に従

っていない場合。 

- 製造者が示す安全に関する指示をすべて履行せずに使用する場合。 

- 正規の部品、構成品、付属品を使用していない場合。 

- 正規のサービスセンター以外で行われた修理、改造、復元。 

- お客様が故障や破損を発見された後の使用。 

- 製品が設計されていない方法および範囲での使用。 

- 通常の手入れをしないで使用した場合。 

- 製品の乱用。 

- メーカーが指示する適切なメンテナンスが行われていない場合。 

 

G.用語の定義  

保証期間は、故障または破損した部品に応じて、以下の通り最長 24 ヶ月間とします。 

- 機械本体および基盤（ディスクを除く）：24 ヶ月 

- ポータブルプラットフォーム：12 ヶ月 

- ディスク：12 ヶ月 

- その他のすべての付属品および部品：6 ヶ月（本契約の他の段落に従って除外されるものを除く） 

これらの条件は、本保証および商品性保証に適用されます。適用される法律が製品保証についてより

長い強制期間を定めている場合、故障または破損した部品の場合、24 ヶ月の期間が優先されるものと
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します。適用される法律が異なる強制期間を定める場合を除き、示された他のすべての保証期間およ

び制限は、本規約に記載されたとおりに適用されます。 

 

H. 配送の安全性と料金 

広範な欠陥の修理については、購入者は製品を指定されたサービスセンターに持ち込むものとしま

す。購入者は、故障や破損が修理された後、販売者または指定サービスセンターから製品を引き取る

ものとします。また、購入者が販売者または指定サービスセンターへ製品を発送することもできま

す。このような発送および取扱いは、認定サービスセンターから、または認定サービスセンターへの

発送は、購入者の単独のリスクと費用で行われるものとします。購入者が自分で交換することが予想

される交換部品は、購入者に無料で配送されます。 

 

I. 責任の制限 

個々の消費者については、責任の制限は適用される法律に従って行われます。したがって、購入者

は、第 4 項に従って補償される範囲を超える補償を受ける権利を有しません。商業的な顧客に対して

は、製造者／販売者の責任は、本規約に記載されたものに限定されます。したがって、買い手は、経

済的損害に対する補償を受ける権利を有しません。購入者は、製品が取扱説明書に従って慎重に取り

扱われることが重要であることを再度認識するものとします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細情報およびチュートリアル動画 

www.handygymfit.com/starterguide 

 

 

 

 

 

Global Traktus S.L.  

Email:  

info@traktus.com  

Oporto street Nº 19, 36201, Vigo, Spain. 

http://www.handygymfit.com/starterguide
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