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お買い上げありがとうございます
お客様は今、より健康で丈夫な体を手に入れる最初の一歩を踏み出されました。 Inspireのこの多機能ウェイトトレーニ ング器具
が、お客様の体のポテンシャルを解き放つ鍵になります。多機能ウェイトトレーニング器具を使った定期的な 筋力トレーニングに
は、次のような多くのメリットがあることが証明されています： 筋力 の向上、体脂肪の減少 、エネ ルギー水準の改善、ストレスの軽
減、心拍出量の向上。お客様は セルフイメージ 、健康状態全般、そして生活の質を改 善する道に進まれました 。

家庭用トレーニング器具を組み立てる前に
重要： この 機器 の組み立てまたは使用を始める前に、本マニュアルをすべてお読みください。本マニュアル には、適切 に組み立て
るための説明が順に記載されています。 本マニュアルに記載されている部品リストを使い、組み立てる前にすべての部品が揃って
いることを確認してくださ い。不足している部品があった場合は、この多機能ウェイトトレーニング器具の小売店に代替部品につい
てお問い合わ せになるか、 Inspire (877-738-1729）ま でお電話でご連絡ください。 多機能ウェイトトレーニング器具の組み立てを
始める前に、設置に適した部屋を必ず片付けておいてください。組み立 て中、または使用時に木製フローリングやカーペットが 損
傷しないよう、器具の下にゴム製マットを敷くことをお勧め します。 この多機能ウェイトトレーニング器具は屋内でのみ使用できま
す。湿気の多い環境では、ガイドロッドなど一部の部品 にさびが発生し、正常に機能しなくなるおそれがあります。 多機能ウェイトト
レーニング器具にサービスを実施できるのは、 Inspireの 認定小売店のみです。認定小売店以外のサー ビスを受けた場合、保証が
無効になる可能性があります。認定小売店を見つけるのにサポートが必要な場合は、当社に 直接お問い合わせください。

Eメール
costcosupport@inspirefitness.com

電話
877-738-1729 米国のみ
+1 714-738-1729 国際

月〜金8 am-5pm PT-UTC-7h / 8h

*サポートは英語とスペイン語で提供されます*

チャット
www.inspirefitness.com

オンラインでの保証の登録
保証のために製品を登録する際は、inspirefitness.com/supportにアクセスしてください。
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安全に関する重要なお知らせ・注意事項
このエクササイズ 器具 は、最大限の安全性を考慮して製造されています。しかしながら、エクササイズ器具を操作する 際には必
ず一定の注意が必要です。 製品 を組み立てる、または操作する前に必ず、マニュアルをすべてお読みくださ い。安全に関する下
記の注意事項に特に留意してください。

1. お子様やペットは、どのようなときも 器具 に近づくことのないようにしてください。 器具 のある部屋ではお子様か ら目を
離さないでください。

2. 器具 を複数の人で同時に使用しないでください。

3. 使用中にめまい、吐き気、胸の痛み、その他の異常な症状を感じたときは、直ちにトレーニングを中止し、医師に ご相談くだ
さい。

4. 器具 は清潔で平坦な場所に設置してください。屋外では使用しないでください。

5. 可動部には一切手を近づけないでください。

6. エクササイズの際は必ず、適切なトレーニングウェアを着用してください。 器具 使用時には、ランニングシューズ や 運動靴 
を着用 してください 。

7. 器具 は本マニュアルに記載された用途にのみご使用ください。

8. 身体に障害のある方は、資格のある人または医師の付き添いがある場合を除き、 器具 をご使用にならないでください。

9. 器具 を使用する前に必ずストレッチ運動を行い、体を適切に温めてください。

10. 器具 が適切に機能していないときは、絶対に 器具 を操作しないでください。

11. エクササイズの間は監督者がつくことをお勧めします。

組み立てに必要な工具
本製品 の組み立てには工具（モンキーレンチ、六角レンチ）が必要です。 備考： 本製品 の組み立ては 2人以上で行う必 要があり
ます。 1人で組み立てることはおやめください。
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金具類サイズ一覧

#25 φφ10 座金（数量 20個） #23 φφ10 ロック座金（数量 4個）

#24 M10 エアクラフトナット（数量 8個）

#9 ウェイトセレクターピン（数量 2個）

#35 工具： ：#14・ #17 レンチ（数量 1個）

#34 工具： ：#4 六角レンチ（数量 1個）

#18 M10 × 80 六角ボルト（数量 4本)

#19 M10 × 70 六角ボルト（数量 8本)

#20 M10 × 25 六角ボルト（数量 4本)

#22 M5 × 10 六角ボルト（数量 2本)

#33 工具： ：#6 六角レンチ（数量 1個）

#25 φφ10 座金（数量 4個）
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手順 1

手順 3

手順 2

部品 #20 (M10 × 25 : 4本)

部品 #23 (φ10 : 4個）

部品 #19 (M10 × 70 : 8本) 
部品 #24 (M10 : 8個）

部品 #25φ10 (20個）

部品 #22 (M5 X 8 : 2本)

部品 #9 (2個）

部品 #18 (φ10 : 4本)

単位：mm

部品 #33 (#6 : 1個）
部品 #34 (#4 : 1個）
部品 #35 (#14・ #17 : 1個）

部品
#25 (φ10 : 4個）
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分解組み立て図
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多機能トレーナーの組み立て方
手順 1
A. ナットとボルトは指示があるまで締め付けないでください。

B. 下部クロスブレース （#4) を右、左のステーション （#1、 #2) の間の中央に置きます。

C. 下部クロスブレースの一方の端を右ステーションに取り付けます。 M10 × 70 六角ボルト （#19) 2本、 φ10 座 金 （#25) 4個、 
M10 エアクラフトナット （#24) 2個を使って固定します。同じ手順を繰り返してもう一方の端 を取り付けます。

D. Bおよび Cの手順を繰り返して、上部クロスブレース （#5) を取り付けます。

E. プルアップバー組立品 （#3) を左右のステーションの上部に置きます。

F. 両端を、 M10 × 25 六角ボルト （#20) 2本、 φ10 ロック座金 （#23) 2個、 φ10 座金 （#25) を使って固定し ます。

G. 取り付けたすべてのナットとボルトをしっかり締めます。
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手順 2
A. 下部フレームの穴にガイドロッド （#7) を取り付けます。 M10 × 80 六角ボルト （#18) とφ10 スプリング座金（#25) を使い、この

時点で締め付けてください。

B. 各 ガイドロッド （#7) にラバーバンパー （#16) を取り付けます。次に 10lb 4.5kg ウェイトプレート （#10) 15個をガイドロッド 
（#7) の上から通し、ラバーバンパー （#16) の位置まで下ろします。ウェイトは必ず、ス テッ カーの切断面が 製品 の内側を向く
ようにしてください。

C. ガイドロッドブラケット （#6) を支えるため工場出荷時に予め取り付けられている 2組の M10 x 19 六角ボルト（#21 、φ10 スプリ
ング座金 （#23) 、 φ10 座金 （#25) を取り外します。セレクターステム組立品 （#8) をガ イドロッド （#7) に通します。セレクター
ステム組立品 （#8) に付いている M10 × 2 （#29) 六角ボルトを使っ てプーリー大 （#30) を取り付け、 U字型プーリーブラケット 

（#27) との間にケーブルを掛けます。

D. セレクターステム組立品 （#8) を積み上げたウェイトの上で支えて、ガイドロッド （#7) 上でガイドロッドブラ ケット （#6) を取り付
けやすいように し ます。

E. ガイドロッドブラケット （#6) をガイドロッド （#7) に取り付けたら、ガイドロッドブラケットを上に押し上げ ます。

F. ブラケットを再度、直立フレームに固定します。 2組の M10 x 19 六角ボルト （#21) 、 φ10 ロック座金 （#23) 、 φ10mm 座金 
（#25) を使用します。

G. セレクターステムを積み上げたウェイト上面まで下げます。

H. すべてのケーブルがプーリーの溝にはまっていることを確認してください。

I. 抵抗ラベルセット （#26) からウェイト抵抗ラベルをはがし、プレートに貼ります。

J. ウェイトセレクターピン （#9) を積み上げたウェイトに差し込みます。

K. ガイドロッドに 高級潤滑油または 付属 の 潤滑油を塗ります。

L. 必要に応じてケーブルの張力を調整します。最初にセレクターステム組立品 （#8) に付いている M10 × 2 （#29) 六角ボルトを緩
めます。次に、張力調整プレート （#28) を時計回りまたは反時計回りに回転させて 、ボ ルトとプーリー大 （#30) を U字型プーリ
ーブラケット （#27) 内の開放軌道に沿って上下させます。お好みの張 力になったら、ボルト （#29) を再度しっかり締めます。

M. 上述した Aから Nの手順を繰り返して 、もう一方のウェイトプレートのセットを左ステーション （#2) に取り付 けます。
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手順 3
A. プーリーキャリッジ（図示されていません）上の左ロックスイッチ （#32) に高さ調整ハンドル （#15) を取り付 け、 M5 × 10 六

角ボルト （#22) 1本を使って固定します。同じ手順を繰り返して反対側も取り付けます。

B. スプリングクリップ （#17) を使って、シングルハンドル （#13) を右ステーション （#1) のケーブル （#1) に接 続します。同じ手順
を繰り返して反対側も取り付けます。

C. 高さ調整ハンドル （#15) を引き上げ、プーリーキャリッジ・サポートフレームに沿って 、 選んだ高さまでプー リーキャリッジをス
ライドさせます。ハンドルから指を放し、プーリーキャリッジを選んだ位置に固定します。

D. 上部クロスブレース （#5) 背面にあるハンガーブラケットに、カールバー （#12) とロープ （#11) を格納します。上部クロスブレ
ース （#5) に懸垂ベルト （#14) を掛けます。



Pg. 13V05132022

ステッカーの位置
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メンテナンスに関する 情報
• ケーブルに裂け、ひび割れ、擦り切れがないか、定期的に点検してください。ケーブルに隆起や平らな部分がないかも注意して

ください。

• 破損や摩耗の兆候がケーブルに最初に現れた時点で、すぐにケーブルを交換してください。ケーブルが破損または 摩耗した状
態で器具を使用することは、絶対におやめください。

• 時間の経過とともにケーブルは自然に伸びます。ケーブルのたるみを定期的に点検し、必要に応じてケーブルの張 力を調整し
てください。

• 金具にゆるみが生じていないか、製品を定期的に点検してください。

• 器具を屋外で使用したり、保管したりしないでください。

• スナップリンク、スウィーベル、ハンドル、ウェイトスタックピンに摩耗や破損がないか、点検してください。摩 耗や破損が見つか
った場合は、すぐに交換してください。

• 多機能ウェイトトレーニング器具に貼られているすべての警告ステッカーの位置を確認し、よく理解しておいてく ださい。

• 装飾部品に破損や摩耗が生じた場合は、直ちに取り換えてください。

• ガイドロッドは乾いた布で定期的に拭き、テフロン系の潤滑油を薄く再塗布してください。

メンテナンスのスケジュール
定期的な作業 家庭での 

メンテナンス 日付を記入

点検： リンク、プルピン、スプリン グクリップ、ス
ウィーベル、ウェイ トスタックピン 週に 1回

掃除： 装飾部品 週に 1回

点検： ケーブルとその取り付け部品 週に 1回

点検： すべての ケーブル の張り 週に 1回

点検： アクセサリーバーとハンドル 3カ月に 1回

点検： すべてのステッカー 3カ月に 1回

点検： すべてのナットとボルト。必 要に応じて
締め付ける 3カ月に 1回

点検： 滑り止め付 き の面 3カ月に 1回

掃除と潤滑油の塗布： ガイドロッド に テフロン
系潤滑油を使用 3カ月に 1回

潤滑油の塗布： シートスリーブとす べてのプラ
スチック性スライド 3カ月に 1回

掃除とワックスがけ： すべての光沢 仕上げ 年に 1回

交換： ケーブル、ベルト、接続部品 2年に 1回
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番号 名称 部品ナンバー 数量
1 右ステーション組立品 GM692200408PZ 1

2 左ステーション組立品 GM692200409PZ 1
3 上部フレーム組立品 GM692220002PZ02 1
4 下部クロスブレース GM690260001PT0105 1
5 上部クロスブレース GM692300004PT0105 1

6 ガイドロッドブラケットとリングキャ
ップ

GM692381001PT0105 GM692-881-002 2

7 ガイドロッド GM692-381-002 4
8 セレクターステム組立品 GM692500003PZ10 2
9 ウェイト セレクターピン GM692-500-004 2

10 ウェイト プレート 30
11 ロープ GM692-881-011 1
12 カールバー GM691320003PZ02 1
13 シングルハンドル GM660820001WX07 2
14 懸垂ベルト GM692-400-005SK 1
15 高さ調整ハンドル GM691-880-003SK 2
16 ラバーバンパー GM692-881-003 4
17 フック 0200-070-082 2
18 M10 × 80 六角ボルト 0113-210-806 4
19 M10 × 70 六角ボルト 0113-210-708 8
20 M10 × 25 六角ボルト 0113-210-258 4
21 M10 x 19 六角ボルト 0113-210-208 4
22 M5 × 10 六角ボルト 0113-705-088 2
23 φ10 ロック 座金 0116-310-028 8
24 M10 エアクラフトナット 0110-710-008 8
25 φ10 座金 0116-210-508 28
26 抵抗ラベルセット GM692-900-001 2
27 U字型プーリーブラケット GM692-500-002 2
28 φ2” 張力調整 プレート GM690-501-006 2
29 M10 × 2” 六角 ボルト 0113-210-508 2
30 プーリー GM692-880-001 2
31 右ロックスイッチ GM690-320-003 1
32 左ロックスイッチ GM690-320-004 1

工具リスト
33 #6 六角レンチ（工具） 0511-606-03 1
34 #4 六角レンチ（工具） 0511-604-01 1
35 #14・ #17 レンチ（工具） M330-561-002 1

部品リスト
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重要安全事項 
注意
このエクササイズベンチは、最高の安全性のために設計されています。しかしながら、エクササイズ設備を操作する際は、常にある程度の
注意が必要です。ベンチの組立、操作をする前に必ず本マニュアルをすべてお読みください。特に、次の安全事項にご注意ください。

1. お子様、ペットをベンチに近づかせないでください。
2. ベンチを同時に使用するのは１名のみにしてください。
3. 使用者にめまい、吐き気、胸の痛み、その他の異常な症状が出た場合は、すぐにトレーニングを止め、医師に相談してください。
4. ベンチは周囲に物がなく水平な面に設置してください。屋外での使用はできません。
5. すべての可動部品に手を触れないでください。
6. 運動をする際は、常に適切なトレーニングウェアを着用してください。ベンチを使用する際は、ランニングまたは運動靴も必要です。
7. 本マニュアルに記載されているベンチの意図する目的以外に使用しないでください。
8. 身体障害のある方は、有資格者または医師の付き添いなしに本ベンチを使用するべきではありません。
9. 本ベンチを使用する前はいつも、しっかりウォーミングアップのストレッチ運動を行ってください。
10. ベンチが正しく作動していない場合は使用しないでください。
11. エクササイズ中は監視人の付き添いをお勧めします。
12. ベンチでの最大ユーザー重量は136kg / 300 lbです。これは、人の最大重量が最大136 kg / 300lbになることを意味します。ベン

チが保持できる総重量容量は226.8kg / 500lbです。

一般メンテナンス情報
1. 製品の金具類が緩んでいないか定期的に点検してください。
2. 設備の屋外での使用、保管はしないでください。
3. 家庭用ジム設備のすべての警告ラベルの位置を把握しておいてください。
4. 破損または経年劣化した部品は直ちに交換してください。

はじめに
Inspire FitnessのFLB2Cをお買い上げいただきありがとうございます。お客様の安全と利益を守るために、本製品マシーンをご使
用になる前にこのマニュアルをよくお読みください。当社は、製造者として最高の顧客満足度を提供できるよう尽力しています。ご質
問、部品の欠品、損傷等がありましたら、カスタマーサービスへご連絡ください。当社のカスタマーサービス代行業者が直ちにサポー
トさせていただきます。

Eメール
costcosupport@inspirefitness.com

電話
877-738-1729 米国のみ
+1 714-738-1729 国際

月〜金8 am-5pm PT-UTC-7h / 8h

*サポートは英語とスペイン語で提供されます*

チャット
www.inspirefitness.com

オンラインでの保証の登録
保証のために製品を登録する際は、inspirefitness.com/supportにアクセスしてください。
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本ベンチは、成人の使用のみを対象としています。お子様をベンチで遊ばせないでください。 
ベンチの調整またはトレーニング中は注意してください。

ポップピンを引いて脚を折りたたんだり開いたりしてください。手を必ずピボット部から離してください。調
整のたびに、ポップピンがロック穴に完全におさまっていることを確認してください。

パッド下部のロックレバーを回転させ、後部パッドを開放してください。サポートチューブの自由端がお好み
の位置のスロットに滑り込むよう、パッドの先端を上げてください。ご使用前にサポートチューブがスロット
にしっかり固定されていることを確認してください。

ベンチを平らに折りたたむ際は、ピボット部または閉じ部から必ず手を離してください。作動前にロックレバ
ーがキャッチピンにロックされていることを確認してください。

ポップピン

ロックレバー

ロックレバー

サポートチューブ
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