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使用前、本取扱説明書及び本機貼付
のシールの警告・注意事項を必ず読
み、適正な方法で使用してください。
事故やけがの原因になります。

使用前には、利用者は、体調をチェッ
クしてください。
健康を害するおそれがあります。

動作前に使用時の腕や足の動きを
確認し、セーフティバーやメイン
ポール、伸縮アームにぶつからな
いか確認してください。
事故やけがの原因になります。

３Ｄモーションパッド上部が顎にぶ
つからないように高さを正しく調節
してください。
事故やけがの原因になります。

身体に病気（心臓病や高血圧など）
や障害のある方または日頃運動習
慣の無い方は、医師またはスポー
ツトレーナーに相談してください。
事故や体調不良を起こすおそれがあります。

腹部に圧力がかかる運動の為、内
臓疾患、骨粗しょう症等骨折しやす
い方は使用しないでください。
事故や体調不良を起こすおそれがあります。

禁止

運動中または運動後、気分が悪く
なったらすぐに使用を中止して医
師またはスポーツトレーナーに相
談してください。
健康を害するおそれがあります。

機器のそばに幼児などが近づかな
いよう十分に注意してください。
事故やけがの原因になります。

乗降の際は、転倒防止のためにセー
フティバーにつかまってください。
事故やけがの原因になります。

必ず守る 必ず守る

必ず守る

動作中、トップカバーフロントに手
をぶつけないように注意してくだ
さい。
事故やけがの原因になります。

必ず守る

動作中高さ調整ハンドル、トップカ
バーフロント部に頭部をぶつけな
いようにしてください。
事故やけがの原因になります。

必ず守る

過度な前傾姿勢は足の後方踏み
外しや、ハンドル部やトップカバー
フロントに頭部をぶつける可能性
があるので注意してください。
事故やけがの原因になります。

必ず守る

使用中駆動部に衣服、髪の毛、タ
オルなどが触れないように十分注
意してください。
事故やけがの原因になります。

必ず守る

使用時は側面への落下の可能性
もあるため、必ずスプリングデッキ
の中央にお乗りください。
事故やけがの原因になります。

必ず守る

本機に異常を感じた場合、ただち
に使用を中止し管理者へ連絡して
ください。
事故やけがの原因になります。

必ず守る

必ず守る

使用前には、本機に異常（破損、変形及
び異常作動等）がないか、正しく作動
するかご確認の上使用してください。
事故やけがの原因になります。

必ず守る

必ず守る

必ず守る

必ず守る

必ず守る

高さ調節の際、可動部は触らない
でください。トップカバーとアップ
ダウンユニットの間で指を挟まな
いように十分に注意してください。
事故やけがの原因になります。

必ず守る

注意

2

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを
次に説明しています。

安全上のご注意1

禁止を促す記号

警告表示の意味
表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示して
います。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う
可能性が想定される」内容です。

警告
この表示の欄は、「損害を負う可能性または物
的損害のみが発生する可能性が想定される」
内容です。

注意

禁止

強制を促す記号
必ず守る

妊婦の方は、絶対に使用しないで
ください。
健康を害するおそれがあります。

必ず運動靴を履いて使用してく
ださい。
転倒してけがをするおそれがあります。

禁止

使用中は駆動部や負荷変更部を絶対に
触らないでください。
事故やけがの原因になります。禁止

飛び乗り及び飛び降りは、絶対にしな
いでください。
事故やけがの原因になります。禁止

絶対に３Ｄモーションパッドの上に重いも
のを載せたり、上がったりしないでください。
事故やけがの原因になります。禁止

他の人が使用している時は、接触事故
やマシン可動部の挟み込みなどの危険
があるため、近づかないでください。
事故やけがの原因になります。

禁止

同時に2人以上での使用は絶対
しないでください。
事故やけがの原因になります。禁止

後ろ向きでの使用は絶対にしな
いでください。
事故やけがの原因になります。禁止

必ず守る

警告

重要事項
説　　明

万一本取扱説明書に書いている注意事項等を怠ったがために事故が生じたとしても、当社は責任を負いませ
んので、貴社がその責任すべてを負担し、当社には何らの迷惑・負担等をかけないようにしてください。
設置者は「安全上の注意」を利用者において理解できるようしっかりと説明してください 。
第三者事故が発生する場合に備えて、施設賠償責任保険等、適切な保険にご加入ください。
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組み立て方法

組み立て・設置方法3

必要工具

トップカバーをはずしたメインポール
を本体に取り付ける

セーフティバーをメインポール /
本体に取り付ける

３D モーションパッドを
メインポールに取り付ける

1.

4.

2.

メインポール

メインポール

エンドプレート

3Ｄモーションパッド

メインポール

高さ調節
ハンドル

ネジ部

ナット部

トップカバー

本体

トップカバー

セーフティバー

セーフティバー

本体

メインポール

セーフティバーをつなぐ3.

セーフティバー

セーフティバー

高さ調整ハンドルを回しながら、ネジ部を
ナット部に挿入し、エンドプレートを装着
します。

※梱包時、メインポールにトップカバーが装着されて
います。組み立て時は一度トップカバーをはずして
ください。

3D モーションパッド側に
フロント部がくるように
取り付けてください。

（梱包時と逆向き）

取付方向注意

  組み立て時のコツ
一つひとつのネジは少し緩めに仮どめし、全体が組み上がった後、
すべてしっかり本締めしてください。

●六角棒レンチ
　 （5・6・8・10）
●プラスドライバー

4

高さ調整ハンドル

トップカバーフロント

セーフティバー

3Dモーションパッド

伸縮アーム

スプリングデッキ

マウントベース

背面カバー
デッキカバー

トップカバー

メインポール

アップダウンユニット

モード変更レバー

本体

キャスター

製品説明2

各部の名称

重要事項
説　　明

・組み立て、設置は必ず2人以上で行ってください。
・製品の取り扱い、取り外しは安全を充分に確認したうえで行ってください。
・平たんかつ安定した床面に設置し、周囲のものと衝突しないよう十分な領域を
確保してください。

警告 身長130㎝以上190㎝未満、体重100㎏以下の人がご使用ください。
＊スプリングモードでは、100㎏以下でも使用できない場合があります。
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使用方法4

重要事項
説　　明

・Ｐ.8 の「乗り方マニュアル」の写真のとおり、正しいポジショニング で走行し
てください。またパッドの高さ調節と前傾の角度は正しい姿勢のために特に重要
です。写真を利用者に見せて、正しいポジションを理解させてください。

・適切な指導のもとで使用し、本製品の用途目的以外で使用しないでください。

モードについて

スプリングモード

ノーマルモード

※詳細は… Ｐ.8「乗り方マニュアル」を参照

デッキのモードを選ぶ（スプリングモード、ノーマルモード）

おへそが３Dモーションパッドの中心に当たるように高さを調節する

1.

2.

身体のラインをパッドの傾斜に合わせて一直線にして走る3.

走る際のバウンド感覚を身につける、リズムをとる練習ができるモードです。

スプリングデッキの沈み込みが大きいため、全力で走らず、５割から８割程度の力で走って
ください。

20 秒～ 3 分を目安に運動し、30 秒～ 1 分の休息をとるインターバルトレーニングを 3 セット～
5 セット行いましょう。
＊筋力のある方や体重 100kg 以上方は使用できない場合があります。 

陸上競技場のトラックをイメージして、しっかり走るモードです。

スプリングデッキの沈み込みは少なく、８割から10割の力で走ることができます。

10 秒～ 20 秒を目安に運動し、30 秒～ 1 分の休息をとるインターバルトレーニングを 3 セット～
5 セット行いましょう。 

6

上部ナット

ゆるめるゆるめる

高さを
調節する

下部ナット下部ナット

キャスターの使用方法

マウントベースの調整方法

組み立て・設置方法3

警告

背面カバーの下を持ち上げるとキャスターでの
移動ができます。
マウントベースを高めに設定している場合はマ
ウントベースを低く調節してから移動させてく
ださい。

本製品を平らな床に設置しても、本製品ががたつく場合は、本体裏面のマウントベースで調整します。
４か所あるマウントベースのうち、がたつく箇所のみ以下の手順で調整してください。

必ず2人以上で移動させて
ください。
思わぬ事故やケガの原因になり
ます。

マウントベースの上部ナットを緩める1.

下部ナットを回して高さを調整する2.

最後に、先ほどゆるめた上部ナットを締め、
固定する

3. 上部ナット

固定する固定する
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保管・お手入れ・安全点検5

直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に設置（保管）してください。

汗などの汚れは柔らかい布等で拭き取ってください。

安全のため、定期的に下記の点検をおこなってください。

メインポール

セーフティバー

3D モーションパッド

スプリングデッキ

接合部

タータンマット

点検箇所 点検内容 定期点検期間 標準耐用年数

破損、変形、錆等がないかを確認する １カ月 5 年

5 年

2 年

2 年

3 年

3 年

１カ月

日常

日常

日常

毎週

破損、変形、錆等がないかを確認する

破損、変形、錆等がないかを確認する

破損、変形、錆等がないかを確認する

破損、剥がれ、変形がないか確認する

ボルト・ナット類の緩み、破損、
変形がないか確認する

設置と保管方法

お手入れ方法

安全点検について

製品仕様6
リアルラン

120kg

RS1804

鉄、ステンレス、ゴム

(ｗ)850ｍｍ × (D)1400ｍｍ × (H)1580ｍｍ

日本

製 品 名

重 量

商 品 番 号

材 質

製 品 サ イ ズ

生 産 国

8

モード変更レバー

高さ調整
ハンドル

※パッドの位置が高すぎると、動作中にパッドが
あごにぶつかる場合があります。

※前傾角度をつけすぎると、足を後方に踏み外し
たり、頭部がトップカバーフロントや調整レバー
にぶつかる可能性があります。

※手は体の真横で振りましょう。
前方に出しすぎると、トップカバーフロントに
ぶつかる可能性があります。

乗り方マニュアル

3Dモーション
パッドの中心が
おへそに当たる
ように高さを調
節してください。

モード変更レバーを左右に動かし、溝に
しっかりといれてください。

3Dモーションパッドをおなかで押すように手
を振り、足を前方へ運ぶように走りましょう。

Ｐ.7「モードについて」を参照

使用方法4

モードを選ぶ1.

3Ｄモーションパッドの角度に沿って、
斜めにまっすぐ身体をセットします。

正しい姿勢をとる3.

高さ調整ハンドルを回し、おへそが３Dモー
ションパッドの中心に当たるよう確認してく
ださい。

3Ｄモーションパッドの高さを調整する2.

走る4.
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保証について8

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

※本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お名前

様

TEL:(　　　　)　　　　－　　　

★
販
売
店

お買上げ日より1年
保証期間

保証書

年　　　月　　　日

本保証書は明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。保証を受けるためには、本保証書
及び購入されたお店・ご購入日がわかるもの（レシート、注文明細書、納品書など）が必要になります。紛失され
た場合はカスタマーセンターにお問い合わせください。

品名 ／ 型番

ご購入年月日★

ご住所

★
お
客
様

リアルラン ／ RS1804

【保証規定】
１ 保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用により万一故障等が発生した場合は、無償で修理いた

しますので当社カスタマーセンターサービスへご連絡ください。
 但し、以下の項目またはこれに準ずる理由により生じた事故等については本保証は適用されません。
 ・取扱説明書及び本機貼付のシールの記載内容に沿わない誤操作、取り扱い上の不注意
 ・天災、火災、地変等による故障
 ・砂、泥、水かぶり等が原因で発生した故障
 ・お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
 ・保管上の不備
 ・当社指定のサービスマン以外が行った修理・改造による故障
 ・本製品本来の使用目的以外の使用
 ・本保証書の添付がない場合
２ 保証期間後の修理品についての運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
３ 保証期間はご購入から1年間です。
４ 保証の適用されない故障、及び保証期限の切れた後の故障につきましては、有償で修理します。
５ 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。また販売店の印のないもの及びお買い

上げ日の記載のないものは無効です。お買い上げ時のレシートまたは配達した運送会社の送り状も合わせて
保管ください。

６ 保証は日本国内でのみ有効です。

10

故障かな？と思ったら7
修理に出す前にもう一度点検してください。
それでも正常に動作しないときは当社カスタマーセンターに修理を依頼してください。

動作中異常な音が出る

本体の安定性が悪い

3Dモーションパッドが
動かない

症状 原因 対処方法

４つのマウントベースのうち、
床面に接地できていない箇所がある。

４つのマウントベースのうち、
床面に接地できていない箇所がある。

マウントベースを調整してください。

仕様を確認し、モードを変更する、
または使用を中止してください。

デッキカバーのネジをしっかり
締めてください。

セーフティバーのネジをしっかり
締めてください。

使用者が重量オーバーしている 

デッキカバーのネジが緩んでいる 

セーフティバーのネジが緩んでいる 

3D モーションパッド、
伸縮アームの内部の故障

高さ調節・負荷調節が
できない

アップダウンユニット内部、
スプリングデッキ内部の故障 

カスタマーサービスに
ご連絡ください。 

カスタマーサービスに
ご連絡ください。 

3D モーションパッド、
伸縮アームの内部の故障

スプリングデッキが
動かない スプリングデッキ内部の故障 

■修理・カスタマーサービスについてのご相談・お問い合わせは

TEL：06-6563-3601 受付時間  10：00～17：00（火～金・土日祝を除く） 
※上記以外の時間はメールでのお問い合わせをお願いいたします。

　メールアドレス：info@realrun.jp

スプリングデッキ内部の故障 

Ｐ.6 を参照

Ｐ.6 を参照

Ｐ.7 を参照

マウントベースを調整してください。
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