
型番 FUSE XL-1100
改訂版 011617

Fuse XL-1100
ラットプルダウン

取り扱い 
説明書



ストレングス
Fuse XL-1100

True Fitness Technology  •  O’Fallon, MO  •  電話：800-426-6570/636-272-7100  •  True�tness.com
ページ 2 / 35

重要提示： 
显示所有产品的原型。实际交付的产品可能有所不同 

产品规格，功能和软件如有更改，恕不另行通知 

迄今为止对于大多数的使用说明书，请访问  

对于其他语言的文档，请访问

 هام: 
 عند تسليمه. جميع المنتجات المعروضة هنا هي المنتج النموذجي. وقد يختلف المنتج الفعلي

 مواصفات المنتج وميزاته وبرامجه قابلة للتغيير دون إشعار.
  .www.truefitness.com لالطالع على أحدث دليل مالك، يُرجى زيارة

 /www.truefitness.com/resources/document-libraryلالطالع على المستندات بلغات إضافية، يُرجى زيارة 
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当社からのメッセージ
優れたフィットネス製品、サービス、サポートを提供するというシンプルな理念のもと、Frank 
Trulaskeは、35年以上前にTRUE Fitness®を設立しました。今日、TRUEは、施設向けおよび家庭向け高
性能フィットネス機器史上において、世界を主導する企業です。私たちは、技術、技術革新、性能、
安全性そしてデザインのリーダーになることを目指しています。TRUEは数々の賞を長年にわたり受
賞してきており、業界標準を築き上げてきました。TRUE製品は、施設向け・家庭向けを問わず耐久
性に優れた業務用のプラットフォームを使用しているため、フィットネス施設にも一般の消費者にも
支持されています。

TRUEは、伝統の高品質な製造過程と技術革新の文化により、有酸素運動および筋力強化のためのすば
らしい装置の数々を生み出してきました。その結果、世界中の人々がTRUE製の製品から恩恵を受けて
きました。製品ラインナップ全体における技術革新は、TRUE の成功の秘訣であり、代名詞でもあり
ます。TRUE の特許取得済みの Heart Rate Control（心拍数管理）技術は、すべてのユーザーが利用でき
る、シンプルで優れたソリューションを提供するすばらしい方法のひとつです。私たちは、個人の健
康とフィットネスの目標を実現することを最重要課題としてこれらの技術を活用してきました。

私たちの成功の鍵は、当社の製品と部品の両方に対する一連の飽くなき耐久試験です。私達の従業 
員は、世界で最高の製品を提供するという当社の理念を深く共有しています。

私たちの目標は、健康とフィットネスのソリューションを、世界最高のプレミアム器具という形でお
客様に提供することです。
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第1章：安全にお使いいただくために一般的な注意とメンテナンス

設備および利用者の安全に関する注意事項

 器具に貼られている警告ラベルと施設用安全シールをすべて確認し、理解してください。

 使用前に器具の操作方法を必ず理解してください。器具に貼り付けられている使用ラベルを参

照してください。

 本機の使用方法について、すべての使用者に適切なトレーニングを提供してください。器具を

商業施設で使用する場合、エンドユーザーは本書を閲覧できない場合があります。潜在的な危

険を認識させるだけでなく、装置の適切な使用法についてユーザーに適切な指示を与えること

も施設の責任です。取扱説明書に別途記載されていない限り、最大使用者重量は （

ポンド）です。

 各器具は、意図された運動用途でのみ使用してください。使用手順ラベルや用途ラベルに記載

されている以外の用途では、本機の使用を決して許可しないでください。

 器具を改造しないでください。

 本機は意図した運動用途に限り、安定性の安全基準を満たしています。ストラップや抵抗バン

ドなどの器具を本体のフレームワークに取り付けた状態でのストレッチやウェイトエクササイ

ズは、決して許可しないでください。それらの使用法は器具を不安定にし、衝突により重症を

負う危険性にもつながります。

 子供たちを本機に近付けないでください。未成年が使用する際は、大人が監督する必要があり

ます。

 エクササイズプログラムを開始する前に、身体の精密検査を受けることをお勧めします。ウェ

イトトレーニングの際は、既往症を悪化させないよう医療上の問題をすべて確認してくださ

い。

 器具が損傷していると思われる場合や動作しない場合は、施設のスタッフに連絡し、修理され

るまでは「故障中のため使用禁止」ラベルを掲示してください。器具を修理する際は、 認

定部品のみを使用してください。

 器具を使用する際は、ぶかぶかの服や、垂れ下がっている服を着ないでください。

 可動部が詰まった際は、自分で修理しようとしないでください。怪我をする可能性がありま

す。

 プレート装填済みフリーウェイトマシンの場合：

スポッターの使用スポッターでリフティングする際は、正しい使用方法について施設のス

タッフに尋ねるよう利用者に指示してください。リフティングウェイトの重量によって

は、複数のスポッターが必要になることもあります。

転倒防止のため、ウェイトプレートを均等かつ慎重に積載するよう利用者に指示してくだ

さい。

安全停止ボタンや安全装置を備えている器具では、使用前に正常動作を確認し、各部が確

実に固定されていることを確かめてください。利用メンバーには、すべての安全機構を操

作・調整できるよう適切な指示を与えてください。

本機は、 （ インチ）の穴を備えた、標準的なオリンピックサイズのウェイトプ

レート用に設計されています。

最大定格重量を超えないでください。プレートの最大サイズは、 または で

す。
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第1章：安全にお使いいただくために

 ウェイトスタックマシン、およびケーブルを装着したマシンの場合：

ケーブルの端やケーブル継手を保持したエクササイズは決して許可しないでください。ケ

ーブル端に適切に接続された適切なハンドルまたはアタッチメント以外は使用できませ

ん。

ウェイトスタックを高い位置でピン止めしたり、 本のピンを同時に使用したりすること

は避けてください。トッププレートまたはウェイトスタックを上昇位置で固定している場

合は、器具を使用しないでください。その場合は誰かに助けを借り、慎重に正しい位置

（キャッププレートがトップウェイトの上に乗っている状態）まで戻してください。ケー

ブルを端から端まで検査し、すべてのプーリー溝に正しく挟まっていることを確認してく

ださい。

ウェイトスタックに重量を追加する目的でウェイトプレートやダンベルを使用すること

は、決して許可しないでください。製品専用の ウェイト調整システムのみを使用し

てください。

設置上の注意

 器具を組み立てる前に、設置マニュアル（本書）をよくお読みください。

 器具の周囲に十分なスペースが確保されており、安全に利用できることを確認してください。

設置の際は、アクセシビリティに関するアメリカ障害者法（ ）の要件を満たしている必要が

あります。

 設置場所は、 （ インチ フィート）以上の（または現地の建築基準法で定め

る）勾配がない平らで固い床面を選んでください。

 移動を防ぎ安定性を高めるため、すべての器具は床に固定することを強くお勧めします。

 器具を設置できる床は多岐にわたります。床面に適した固定器具については、資格のある業

者に相談してください。

 器具を固定するには、直径 （ インチ）の金具を使用してください。各アンカーに

は、 （ ポンド）以上の引き抜き力が必要です。

 器具を床に固定する際に、本体の脚と床との間にすき間がある場合は、アンカーを使用して

間隙を埋めてください。すき間を放置すると本体のフレームが変形する可能性があります。

すき間を埋めるため脚と床との間にシムを挟み、アンカーを締めてください。

 本体の脚部にはアンカー穴が設けられています。器具を床に固定する際は、すべてのアンカ

ー穴を使用してください。

 プールや温泉といった多湿環境の近くにはフィットネス器具を設置しないでください。これら

の場所に設置すると腐食が進み、部品の早期故障につながります。

 器具を使用する前に、各部に緩みがないことを必ず確認してください。

 一部のアセンブリは、予め組み立てられた状態で出荷されます。第 章を参照してください：

アセンブリを分解する必要がある場合は、組み立てを開始する前に「組み立てガイド」を参照

し、分解方法を調べてください。
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第1章：安全にお使いいただくために一般的な注意とメンテナンス

メンテナンスにおける安全上の注意

 メンテナンスの実施時期については、本書のメンテナンス予定表を参照してください。

 以下の項目については、毎日検査してください。

 ケーブルを装備しているモデルでは、ケーブルや継手に摩耗の兆候がないか点検します。摩

耗、ほつれや損傷がある場合は、 の認定製品と交換してください。

 器具の位置をあらゆる角度で容易に調整できることを確認します。調整ピンについて、引っ

掛かることなく各位置に完全に挿入できることを確認してください。

 安全停止ボタンや安全装置が正常に作動することを確認してください。

 エクササイズがスムーズで、騒音や引っかかりなくできることを確認してください。

 ウェイトスタックを装着する製品では、適切なウェイトセレクタピンが正しい位置にあるこ

とを確認します。

 以下の項目については、毎週検査してください。

 ナット、ボルト、留め具：緩みがないか毎週点検します。金具が緩んでいる場合は か所

でも放置せず、 ブランドの （ネジロック剤）を使用するか、

工具で締め直します。

 フレームとリフティングアーム：亀裂 摩耗や機能を毎週検査します。部品やラベルに摩耗

の兆候が少しでも出たらすぐに交換してください。 純正品のみを使用してください。

 警告ラベルに摩耗の兆候が少しでも出たらすぐに交換してください。ラベルや施設用安全シー

ルは から入手できます。

ボルト長さの測定ガイド

皿ネジ

ボタンヘッドネジ

六角ボルト

六角ヘッドネジ
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第1章：安全にお使いいただくために

重要

予防メンテナンスは、器具の機能と安全性を維持するために不可欠です。器具を使用する施設では、

予防メンテナンス向けのガイドライン書類を作成する必要があります。器具に実施された保守メンテ

ナンスについては、書面またはオンラインで記録を保管してください。メンテナンスプログラムに

は、少なくとも本書の「安全に関する注意」の項、およびここに記載されている事項を含める必要が

あります。

 ケーブル（装着器具の場合）：結合部を毎日検査します。ケーブルについては、端から端まで毎

週点検してください。ケーブルは毎年交換してください。ただし摩耗の兆候が少しでも見られた

ら、直ちに交換する必要があります。ケーブルの張りを調整した後は、ケーブルナットがきつく

締まっていることを確認してください。

 ナット、ボルト、留め具：緩みがないか毎週点検します。部品が緩んでいる場合は か所でも

放置せず、 ブランドの （ネジロック剤）を使用するか、工具で締

め付けてください。器具を使用する前に、各部に緩みがないことを必ず確認してください。

 安全装置：安全装置、停止ロッドや関連する金具を毎週確認します。緩んだ金具は締め付けてく

ださい。摩耗の兆候が少しでも見られたら、直ちに部品を交換してください。

 フレーム：汗、消毒スプレー、液体の漏れは腐食の原因となり、部品の早期故障につながりま

す。湿った布で各部を毎日拭き、完全に乾かします。塗装部品、クロームメッキ部品、布張りパ

ッドも含めてください。

 塗装 クロームメッキ部品：軽い汚れの場合は、 を ： に薄めて使用するか、

同等のクリーナーを使用してください。頑固な汚れや油汚れの除去には、タートルワックス研磨

剤または良質の車用ワックスを使用します。溶剤、ラッカーシンナー、アセトンや除光液は使用

しないでください。上記の方法でも除去できなかった擦り傷や汚れには、ソフトクレンザーを使

用してください。作業の完了時は、すべての部品が乾燥していることを確認してください。

 ウェイトスタックカバー（装備している場合）：必要に応じて湿った布で拭きます。

 エクササイズの指示ラベル：必要に応じて石鹸と水で拭いてください。

 ガイドロッド（装着器具の場合）：ガイドロッドからすべての埃やほこりを拭き取り、

などのテフロン潤滑スプレーを軽く塗布してください。 を布きれに吹きつけ、ガ

イドロッドを拭きます。 などの潤滑油は使用しないでください。注意： がカ

ーペットや衣類に付着すると、シミとして残ります。

 青銅ブッシュ：磨耗の兆候がないか毎月検査し、必要に応じて交換します。

 リニアベアリングシャフト：シャフトに積もった埃などを、毎週拭き取ってください。 ® 
（ ）グリースを毎週、薄く塗布してください。 では Magnalube® ブランドを推奨しま

す。

 部品を交換する場合は、必ず 認定製品のみを使用してください。

 器具を使用する前に、各部に緩みがないことを必ず確認してください。

本書は今後の参考用としてお手元に保管してください。

ご質問については、 販売代理店または （

（ ） または ）までお気軽にご連絡ください
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第1章：安全にお使いいただくために

コンプライアンス：
本器具はすべてのフィットネス製品規格に準拠しています。準拠規格の完全なリストについては、 
www.TrueFitness.com を参照してください。

毎日 毎週 毎月 6か月に1回 1年に1回
検査：ケーブルの摩耗、張力、適切な
接続を確認 X

検査：必要に応じて、すべてのボルト
とナットを増し締めする。 X

検査：すべての滑り止め面をチェック
し、必要に応じて交換する。 X

検査：すべての調整ピン、ウエイトス
タックピン、止めねじ、ガスショッ
ク、スナップリンク、プーリーを点検
する。

X

検査：すべてのアクセサリーバーと 
ハンドルを点検する。 X

検査：すべての安全・指示シールを点
検する。 X

検査：すべてのウエイトスタックシー
ルドを点検する。 X

清掃：ガイドロッドを清掃し、テフ 
ロン潤滑剤を塗布する。 X

清掃：布張り X

潤滑：ピボットベアリングとリニアベ
アリングに潤滑剤を差す。 X

交換：ケーブル X

施設でのメンテナンススケジュール

ラットプルダウン/FUSE1100ラットプルダウン/FUSE1100

1. 本体の警告ラベルをすべてお読みください
2. 本機が破損している場合や、動作しない場合

、使用や修理を試みることは避けてください
3. ウエイトが高い位置に固定されている場合は

、使用しないでくださいスタッフの助けを借り
てください

4. 初めて本機を使用する場合は 必ず弱抵抗を
選択してください

1. ハンドルがちょうど手の位置に来るよう シートの高さを調整
します

2. ローラーパッドが太ももの上に来るよう 黄色の調整ノブを使
用して調整します

3. ハンドルをにぎり 肘が肩と同じ高さか 肩より少し下に来る
までゆっくりと下げます

4. 初期位置に戻し 同じ手順を繰り返します

FUSE XLFUSE XL パラマウントシリーズLBL-PR-FU211パラマウントシリーズLBL-PR-FU211

開始 終了

広背筋
大円筋

上腕二頭筋

ガイドビデオの検索

DIGITAL CYMK 

+ Flood of white

Rich Black  C 60% M40%  Y40%  K100%

調整ガイド
 高さ  メートル法  シート
 5' 2" 以下 157 cm 5
 5' 7" 170 cm 4
 5' 10" 178 cm 3
 6' 183 cm 2
 6' 2" 以上 188 cm 1
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第2章：組み立ての手引き
マシンの仕様：
機能
• 標準のウエイトスタック：17 段階のポジション、 10 ～ 170 ポンド（4.5 ～ 77 kg）、10ポンド刻み
• オプションのウエイトスタック：17 段階のポジション、10 ～ 250 ポンド（4.5 ～ 113 kg）、15ポンド
刻み

• 16 段階の垂直ポジション調整
• 組み立て後のマシン重量489 ポンド（222 kg） （170 ポンドウエイトスタック装着時）、569 ポン 
ド （258 kg） （250 ポンドウエイトスタック装着時）

• フロア荷重 
• 標準の 170 ポンドスタックの場合、38 ポンド/フィート2（183 kg/m2） 
• オプションの 250 ポンドスタックの場合、 44 ポンド/フィート2（213 kg/m2）



ストレングス
Fuse XL-1100

True Fitness Technology  •  O’Fallon, MO  •  電話：800-426-6570/636-272-7100  •  True�tness.com
ページ 11 / 35

第2章：組み立ての手引き
必要なツール：

ラチェットハンドル

9/16インチ ソケット

6 mm ヘックスビットソケット

9/16 インチおよび 3/4 インチのレンチ

六角レンチ（同梱）
• 3 mm 

踏み台

ウエイトスタック

各マシンには4ボックスのウエイトプレートが必要です。

• 標準の 170 ポンドスタック: 

• オプションの 250 ポンドスタック 

10 ポンドのウエイトプ 
レートボックス

部品番号：B1602 は４個の 10 
ポンド ウエイトプレートで構

成されます。

15 ポンド ウエイトプ 
レートボックス

部品番号：B1603 は４個の 15 
ポンドウエイトプレートで構

成されます。
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第2章：組み立ての手引き
組み立て前のチェックリスト：
カートン 1 の内容物

アイテ
ム番号

部品番号 説明 数量

1 FUS-00FS101X 前面シュラウド 1

2 FUS-00RS101X 背面シュラウド 1

3 FUS-00GR001 ガイドロッド（短） 2

4 PAD-ST001-00X パッド、サドル 1

5 FUS 00TC001 前面上部キャップ 1

6 FUS-00MT001 上部キャップパッド 1

7 FUS-00TC004 支柱上端キャップ 1

8 FUS-00TC002 背面上部キャップ 1

9 TRXL2-11U500X 支柱アセンブリ 1

10 TRXL2-11AD600X 太もも固定アセンブリ 1

注：据え付け説明書 
 （カード）のハードウエア
アイテム番号と取扱説明
書のバードウエアアイテ
ム番号が一致していない
場合があります。
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第2章：組み立ての手引き

アイテ
ム番号

部品番号 説明 数量

1 TRXL2-11MF650X 前方クロス金具 1
2 TRXL2-11PA800X リフティングアーム（右） 1
3 TRXL2-11PA900X リフティングアーム（左） 1
4 TRXL2-11MF700X メインフレーム 1
5 IT90121700 カウンターウエイト 2
6 TRXL2-07PH600 プーリーハウジング 1
7 TRXL2-00SF550X シートフレーム 1
8 TRXL2-11MF780X 後方クロス金具 1

組み立て前のチェックリスト：
カートン 2 の内容物

注：据え付け説明書 
 （カード）のハードウエア
アイテム番号と取扱説明
書のバードウエアアイテ
ム番号が一致していない
場合があります。
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第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 1（メインフレーム）：
指定された部品を用いて、メインフレー
ムと支柱アセンブリを組み立てます。

注：ステップ8（前面シュラウド）ま
で、メインフレームと支柱組み立て品
は強くネジ締めしないでください 

ウエイトスタックケーブルをメインフ
レームに通してください。 

注：つまづく危険性がありますので、
マシンが完全に組み立て終わるまで、
ウエイトスタックケーブルの端を確実
に固定しておいてください。

アイテ
ム番号

部品番号 説明 数量

1 TRXL2-11MF700X メインフレームアセンブリ 1
2 11MF650X 前方クロス金具 1
3 TRXL2-11U500X 支柱アセンブリ 1
4 C-749 止めワッシャ、3/8 インチ 6
5 C-754C 平ワッシャ 3/8 インチ 4
6 C-622 SH ネジ、3/8 インチ-16、  

3/4インチ
4

7 C-629 SH ネジ、3/8 インチ - 16、 
2 - 1/2 インチ

2



ストレングス
Fuse XL-1100

True Fitness Technology  •  O’Fallon, MO  •  電話：800-426-6570/636-272-7100  •  True�tness.com
ページ 15 / 35

第2章：組み立ての手引き

指定された部品を用いて、接続金
具をメインフレームと支柱アセン
ブリに取り付けます。

注：ステップ 12（前面シュラウ
ド）までは、メインフレームと支
柱アセンブリのネジをステップ 8 
 （前面シュラウド）まで完全に締め
付けないでください

アイテ
ム番号

部品番号 説明 数量

8 TRXL2-11MF700X メインフレーム 1
9 TRXL2-11MF780X 後方クロス金具 1

10 TRXL2-11U500X 支柱アセンブリ 1
11 C-749 止めワッシャ、3/8 インチ 4
12 C-754C 平ワッシャ 3/8 インチ 4
13 C-622 SH ネジ、3/8 インチ-16、 

3/4インチ
4

組み立て手順：
ステップ 2（後部クロス金具）：
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第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 3a（高さ調整シート） ：
高さ調整シートアセンブリを組み立
て、指定された部品を用いて 
メインフレームに固定します。

注：ステップ 4b（ガススプリン
グ）まではガススプリングを接続 
しないでください。

アイテ
ム番号

部品番号 説明 数量

14 C-749 止めワッシャ、3/8 インチ 8
15 C-754C 平ワッシャ 3/8 インチ 8
16 TRXL2-15SF500X シートフレーム 1
17 TRXL2-15SF513 ガススプリング MTG  

プレート
1

18 TRXL2-15SF512 シートフレームサイドプレート
（偏向）

1

19 TRXL2-15SF511 シートフレームサイドプレート 1
20 TRXL2-11MF700X メインフレーム 1
21 TRXL2-15SF515X シートフレーム調整プレート 1
22 FUS-00GS002 ガススプリング 1
23 TRXL2-15AX502 シート軸 4
24 TRXL2-CP502X シート調整キャップ 1
25 TRXL2-11MF650X 前方クロス金具アセンブリ 1
26 C-911 BH ネジ、3/8 インチ -16、 

3/4 インチ
8

重要：
次のステップまでガスス
プリングを接続しないで
ください。
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第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 3b（ガススプリング）
ステップ A：このステップで図示されたボタンヘッドボルトを取り外し、ガススプリング取り付けプ
レートが自由にスイングできる状態にします。 

ステップ B：このステップで図示されたガススプリングの位置を合わせて連結します。

ステップ C：以前に指定された部品を用いて、ガススプリング取り付けプレートをシートアセンブリ
に再び取り付けます。
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第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 4（プレスアームとカウンターウェイト）：
一度に 1 本のプレスアームを所 
定の位置に保持し、指定された部 
品を用いてメインフレームに取り
付けます。 

指定された部品を用いて、カウン 
ターウェイトをプレスアームに取り
付けます。

アイテ
ム番号

部品番号 説明 数量

27 TRXL2-09AX501 軸 2
28 IN-S51102100 軸カバー 

（アルミ製キャップ）
4

29 TRXL2-11PA800X リフティングアーム（右） 1
30 TRXL2-11PA900X リフティングアーム（左） 1
31 IT90121700 カウンターウエイト 2
32 C-749 止めワッシャ、3/8 インチ 4
33 C-754C 平ワッシャ 3/8 インチ 4
34 C-657A FH ネジ、3/8 イン 

チ -16、 3/4 インチ
4

35 C-1009 BH キャップネジ M10 x 65 4
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第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 5a（ウェイトスタックと上部キャップセレクタハンドル）：
ガイドロッドを支柱アセンブリ
の指定された穴に挿入します。

以下に示す順序で、ウエイト
バンパー、平ワッシャ、ウエ
イトプレート、ウエイトトッ
ププレートをガイドロッドに
取り付けます。

指定された部品を用いて、ガ
イドロッドを支柱アセンブリ
に固定します。 

支柱アセンブリのこちら側には必ずロ
ックナットを取り付けてください。 

ウエイトスタック 
ピン、B1602（10 ポン
ド）およびB1603 
 （15 ポンド）は4 つの
プレート梱包箱に含ま
れます

重要：
このステップでは、ガイドロッドにカラーを締め付け
ないでください。 （カラーはガイドロッドの左右どち
らでも設置できます）。

アイテム番号 部品番号 説明 数量
36 TRXL2-11MF650X 前方クロス金具 1
37 TRXL2-11U500X 支柱アセンブリ 1
38 FUS-00WB001 WT バンパー 2
39 C-757A フラットバンパー 2
40 FUS-00GR001 ガイドロッド 2
41 B1602 または B1603 ウエイトプレート 16
42 FUS-00TP016X FUSE 16 WT 上部プレート 1
43 XL2-OOPN000 セレクターピン 1
44 D-840 1 インチクランプカラー 1
45 C-752 平ワッシャ 1/4 インチ 4
46 C-740A ロックナット、1/4 インチ-20 2
47 C-417 HH ネジ、1/4 インチ-20、 

2-1/2 インチ
2
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第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 5b（ガイドロッドのカラーの高さ）：
両方のカウンタウエイトの間に約 1.3cm（1/2 インチ）のすき間ができるようにプレスアームを保持
したまま、カラーと支柱アセンブリの間に約 7cm（2-13/16 インチ）のすき間ができるよう各ガイド
ロッドのカラーを締め付けます。

プーリー、2-13/16 インチ

約 1/2 インチ
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第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 6（プーリーアセンブリ）：
指定された部品を用いて、次に示す
ように、プーリーを組み立てます。 

プーリーの部品をネジ締めする前
に、ケーブルがプーリの溝に収ま 
っていることを確認してください。

アイテム
番号

部品番号 説明 数量

48 B-900 プーリー、4-1/2 インチ 9
49 C-749 止めワッシャ、3/8 インチ 4
50 C-627 SH ネジ、3/8 インチ-16, 2 インチ 4
51 C-754C 平ワッシャ、3/8 インチ 

SAE、ZP
13

52 C-766A ロックナット、3/8 インチ-16 5

53 C-626 SH ネジ、3/8 インチ - 16、 
1 - 3/4 インチ

5

54 TRXL2-11CB000X ウェイトスタックケーブル 1
55 TRXL2-11CB500X プレスアームケーブル 1
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第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 7（シートパッド）
指定された部品を用いて、シートパ
ッドをシート調整アセンブリに取り
付けます。

アイテ
ム番号

部品番号 説明 数量

56 C-749 止めワッシャ、3/8 インチ 4
57 C-754C 平ワッシャ、3/8 インチ 

SAE、ZP
2

58 PAD-ST001-00X パッド、サドル 1
59 TRXL2-15SF500X シートフレーム 1
60 TRXL2-11MF700X メインフレーム 1
61 C-754 平ワッシャ 3/8 インチ 2
62 C-1012 SH ネジ、3/8 イン 

チ - 16、2 - 3/8 インチ
2

63 C-911 BH ネジ、3/8 イン 
チ -16、3/4 インチ

2

64 TRXL2-11AD600X 太もも固定アセンブリ 1
65 TRXL2-11AD607 太もも固定軸 1



ストレングス
Fuse XL-1100

True Fitness Technology  •  O’Fallon, MO  •  電話：800-426-6570/636-272-7100  •  True�tness.com
ページ 23 / 35

第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 8（前面シュラウド）
フレームおよび支柱アセンブリのネ
ジをすべて完全に締め付けます。

次に、指定された部品を用いて、タ
オルロッドを支柱アセンブリに固定
します。

最後に、指定された部品を用いて、
前面シュラウドを支柱アセンブリに
固定します。 

注：シュラウドを固定しているネ 
ジを締めすぎないでください。 

アイテ
ム番号

部品番号 説明 数量

66 XL2-00PN00 セレクターピン 1
67 FUS-OORD002 タオルロッド 1
68 FUS 00RD001X ロッドカバー 1
69 C-1006 M5 ワッシャー 2
70 C-1007 M5 ロックワッシャー 2
71 C-1005 M5 x 60 PHMS 2
72 FUS-00FS101X 前面シュラウド 1
73 C-1003 M5 x 15 PHMS 6

セレクターピンのリング端を図
に示すように取り付けます。
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第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 9（背面シュラウドと上部キャップ）
指定された部品を用いて、背面 
シュラウドを支柱アセンブリに 
固定します。

次に、指定された部品を用いて、上
部キャップを固定し、前面と背面の
上部キャップを支柱アセンブリに固
定します。 

アイテム
番号

部品番号 説明 数量

74 TRXL2-11U500X 支柱アセンブリ 1
75 FUS-00TC004 上部キャップ 1
76 C-1002 M5 x 16 FHMS 4
77 FUS-00MT001 上部キャップパッド 1
78 FUS-00RS101X 背面シュラウド 1
79 C-1003 M5 x 15 PHMS 2
80 FUS-00TC002 背面上部キャップ 1
81 FUS 00TC001 前面上部キャップ 1
82 C-1004 PPMS M6 x 60 2

ぴったりと合うまでネジを
締めてください。
締めすぎないでください。
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第2章：組み立ての手引き
組み立て手順：
ステップ 10（ウエイトスタックラベル） ：
前面シュラウドの指定された場所にウエ
イトスタックラベルを貼ります。

注：ウエイトスタックの選択に基づい
て、適切なウエイトスタックラベルを選
択してください（標準 170 ポンド、オプ
ションで 250 ポンド）

アイテ
ム番号

部品番号 説明 数量

83 LBL-WS-FU170 ウエイト ラベル 
170 ポンド

1

84 LBL-WS-FU250 ウエイト ラベル 
250 ポンド

1
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第3章：お手入れとメンテナンス 第 章：お手入れとメンテナンス

お手入れとメンテナンス：
予防メンテナンスは、器具の機能と安全性を維持するために不可欠です。器具を使用する施設では、予防メ

ンテナンス向けのガイドライン書類を作成する必要があります。器具に実施された保守メンテナンスについ

ては、書面またはオンラインで記録を保管してください。メンテナンスプログラムには、少なくとも本書の

「安全に関する注意事項」の項、およびここに記載されている事項を含める必要があります。

重要：交換部品は必ず から購入してください。多くの交換部品は 製の

機器用で認証された専用品です。認証されていない部品を使用すると、重症を負う危険性があります。

毎日の検査とメンテナンス
以下の項目は、利用者やメンテナンス要員の安全を確保し、器具の性能を維持する上で重要になります。こ

れらの点検は、本機を使用する前に毎日行う必要があります。メンテナンスや点検が定期的に実施されてい

るかどうかに対して、 では責任を追いません。

 ケーブルに磨耗がなく張りがあり、適切に接続されていることを確認します（下記のケーブル検査の項を参
照）。

 すべての調整ピン、ウエイトスタックピン、止めねじ、ガスショック、スナップリンク、プーリーを点検す

る（装着器具の場合）。

 すべての安全・指示シールを点検する。

 すべてのウエイトスタックシールドを点検する（装着器具の場合）。

 ゴム製のグリップが損傷していないことを確認してください。

 滑り止めフットグリップが損傷していないことを確認してください。

 ウェイトスタックセレクタのピンが、コイル状のコードによりトッププレート（装着器具の場合）に取り付

けられていることを確認します。

週１回の検査とメンテナンス
以下の項目は、利用者やメンテナンス要員の安全を確保し、

器具の性能を維持する上で重要です。これらの点検は毎週行う必要があります。メンテナンスや点検が定

期的に実施されているかどうかに対して、 では責任を追いません。
 ケーブルおよび結合部に摩耗の兆候がないか、最初から最後まで確認します。必要であればケーブルをすぐ

に交換してください。（「毎日のメンテナンス」の項を

参照）。

 ケーブルボルトのネジ部分の少なくとも インチ（ ）が天板にねじ込まれており、（ケーブ

ルが装備されている場合は）ナットが締め付けられていることを確認します。（「ケーブルの検査と

メンテナンス」のセクションを参照）。

 ケーブルを装備している器具では、セレクターピンをトッププレートに置き、意図した通りに動作するか

機械を使用してテストします。器具がスムーズに動作することを確認します。適度な体重を選択し、テス

トを繰り返します。

 滑車を装備している製品では、各プーリーが自由に回転することを確認します。プーリーが回転しな

いとケーブルが激しく摩耗し、断裂する原因となります。直ちに原因を特定し、対策を取ってくださ

い。

 調整ピンの抜き差しが容易で、（ピンを離した後は）調整ディスクの穴 スロットに完全に係合している

ことを確認します。調整ピンはバネ式になっているため、ノブを離すと係合位置に戻ります。

 調節機構を作動させる際は、調整ピンを自由に抜き差しでき、係合することを確認してください。調整

ピンが調整ディスクに最後まで挿入されることを確認してください。
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 各部に緩みがなく、関連フレームが確実に固定されていることを確認します。緩んでいるボルトには、

などのネジ固定剤を少量使用してください。

 フレームの亀裂 摩耗や機能を検査します。摩耗の兆候が少しでも出たらすぐに交換してください。交

換部品には 認定製品のみを使用してください。

他の定期的な予防メンテナンス：
資格のある技術者によるメンテナンスの実施が奨励されています。販売店にお問い合わせいただくか、また

は からお近くの 認定技術者を検索してください。

毎月：

ガイドロッドを装着している製品では、ガイドロッドをクリーニングし、テフロングリースで潤滑します。

ヶ月ごと：

ピボットベアリングとリニアベアリングにはリチウムグリースを塗布します。

器具の清掃：
日常的なクリーニング：
各器具を水で湿らせた布で拭き、完全に乾かします。塗装部分、クロムメッキ部品（ガイドロッドを除

く）、プラスチック部品、布張りパッドなども水拭きしてください。部品を湿った状態で放置しないでく

ださい。湿った状態で放置すると腐食する危険性が高まります。

注意：
一部の抗菌クリーナーや強力な洗浄剤は、機械部品を腐食させる可能性があります。これらの

溶液が乾くと、張り地にひび割れや亀裂が生じることもあります。

頑固な汚れの除去：
ガイドロッド（装着器具の場合）：テフロンスプレーで洗浄し、潤滑してください。ガイドロッド全体

をコーティングしてください。潤滑剤をキャッププレート用ブッシュに吹き付けることもお勧めします。

クロムメッキされた調整パイプ：テフロン潤滑剤を吹き付ける前に、ほこりや汚れを拭き取ってくだ

さい。 では、 製または類似ブランドの潤滑剤を推奨しています。

リニアベアリング：リニアシャフトのほこりや汚れを拭き取り、必要に応じてテフロングリースで潤滑します。

リニアベアリングを清潔に保ち適切に潤滑することで、性能を維持して長くお使いいただけます。

塗装フレーム：フレームの擦り傷や、固着した染みや油汚れを除去する際は、中性石けん液または

などの洗剤を希釈（希釈率 ： ）した溶液で試してください。それでも汚れや染みを除去できない場

合は、自動車用のワックスや洗浄剤を使用します。ラッカーシンナー、ミネラルスピリッツ、アセトンなど

の溶剤は使用しないでください。より深い擦り傷には、自動車用の研磨ワックスを使用します。

張り地：頑固な汚れを落とすには、中性石鹸を薄めて使用します。ほとんどの汚れはこれで落ちます。固着し

ている汚れには、 ～ ％ の家庭用漂白剤を水で薄めて使用します。最初に目立たない場所でテストしてく

ださい。ビニールの張り地には洗浄剤を使用しないでください。張り地にはラノリンベースのハンドクリーナ

ーを使用できます。湿った布で拭いて拭き取り、よく乾燥させます。プラスチック部品：薄めた石鹸を使用し

て汚れやグリース痕を除去してください。ラベル：薄めた石鹸を使用して汚れやグリース痕を除去してくださ

い。カバー：薄めた石鹸を使用して汚れやグリース痕を除去してください。

注意：
酸性洗浄剤は絶対に使用しないでください。酸性洗浄剤を使用すると、塗料または粉体皮膜が浸食される場合が

第3章：お手入れとメンテナンス 
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あり、保証の対象外となることがあります。

製品保証：本機のいかなる部分にも、液体をかけないでください。本機は使用前に完全に乾かしてください。

注意：
本機の修理が必要な場合に、エリプティカルが誤って使用されることがないよう注意してください。
同時に、器具の修理が必要であることを他の使用者にも通知してください。

部品の注文や、 の正規修理担当者への連絡は をご覧ください。

ケーブルの検査とメンテナンス
機種を問わず頻繁な検査が必要な場所の つは、ウェイトスタックを持ち上げるためのケーブルまたはベル

トシステム（装着器具の場合）です。摩耗したケーブルが突然破断すると、怪我につながる危険性がありま

す。ケーブルを定期的に検査するのは施設の責任です。

ケーブルは時間の経過や使用に伴い劣化する、消耗部品です。つまり器具が多く使用されるほど、ケーブル

が摩耗する可能性も高くなることを意味します。これはどのメーカーの器具にも当てはまります。また、ワ

イヤーロープだけでなくウレタンベルトも同様に摩耗します。以下に、ケーブルの検査項目を示します。

では、安全性に万全を期すため、すべてのケーブルを毎年交換することをお勧めします。

ケーブルの摩耗：
損傷がないか、すべてのケーブルを点検します。ケーブルの結合部や接続部には細心の注意を払ってくださ

い。プーリーやカムの周辺部を点検します。ケーブル損傷の兆候としては、以下のような例が考えられます。

これらの兆候が つでも見つかった場合は、器具を直ちに使用停止して修理する必要があります。ケーブ

ルの交換には 認定製品のみを使用してください。手動圧着工具で継手を取り付けたケーブル

は使用しないでください。

ケーブルのねじれ（ジグザグパターン）： ケーブル被覆の破れ：

ケーブルの破損 曲がり： ケーブル被覆ーの破れ：

ケーブル被覆の伸び： 圧着コネクタの外れ：

悪い 良い

第3章：お手入れとメンテナンス
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ケーブルの検査とメンテナンス（続き）：
ケーブルの張り具合：
ねじ式継手によりケーブルの張りが調整されており、たるみが無いことを確認します。ねじ式継手は通常、

ウェイトスタックの接続部に配置されています。器具によっては、複数のケーブルに複数のねじ付き継手を

備えています。ケーブルの張り具合は、エクササイズを試してみることで判断できます。荷重アームやハン

ドルを動かしたときにウェイトスタックがすぐに上昇すれば正常です。そうでない場合は、ケーブルの張り

を調整する必要があります。

ケーブルの張りを調整するには、トッププレ

ートに接続されているケーブルボルトのケー

ブルナットを緩めます。トッププレートが一

番上のウェイトプレートから少し持ち上げら

れるまでケーブルボルトを締め、ケーブルナ

ットを締め直します。

注意：

ケーブルボルトのネジ部分の少なくとも
インチ（ ）が天板にねじ込まれて
いることを確認します。

ケーブルボルトのねじ部が （

インチ）以上突出しないように注意してく

ださい。

ハンドル継手（該当する場合）：

ケーブルの端にハンドルが取り付けられてい

る場合は、ケーブルの継手を点検します。器

具に付属する継手は、定格スナップリンクで

す。スナップリンクが簡単に開閉でき、閉じ

たときは完全にはめ込まれることを確認して

ください。スナップリンクは必要に応じて交

換してください。

ケーブルボルト

トッププレート

ケーブルナット

インチ（ ）

最大
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お客様サービスへのお問い合わせ：

販売に関するお問い合わせ：

製造番号、モデル番号、および問い合わせ理由のメモを準備しておくことをお勧めします。これらの
情報を揃えた後、お求めになった販売店またはお近くの修理会社に連絡して訪問予約をお取りいただ
けます。 （お近くの連絡先が不明な場合は、弊社の Web サイト（www.true�tness.com）から最寄りの
販売店情報を検索することができます。）

また、TRUE Fitness お客様サポートに連絡していただくこともできます。月曜日から金曜日の通常の
営業時間内であれば電話（電話番号： 800.883.8783）または電子メール（service@true�tness.com）で
お問い合わせください。

TRUE FITNESS サービス部門 
865 HOFF ROAD  
ST.LOUIS, MO 63366  
1.800.883.8783  
業務時間午前 8:30 ～ 午後5:00（中部標準時） 
電子メール：service@true�tness.com

TRUE 製品の購入を考えていますか？販売や製品に関して質問がある場合は、是非弊社にお問い合わ
せください。お客様の質問に適切に対応できる担当者がお答えします。

TRUE FITNESS 本社 
865 HOFF ROAD 
ST.LOUIS, MO 63366  
1.800.426.6570   
業務時間：午前8:30 ～ 午後5:00（中部標準時） 
電子メール：sales@true�tness.com
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運送中の破損や部品の損傷を報告する：
残念ながら、製品は輸送中に損傷を受けることがあります。製品が輸送中に損傷を受けた場合は、以
下のガイドラインに従って適切なプロセスを判断してください。 

損傷が深刻な場合： 
梱包または梱包内の製品が明らかに損傷している。荷物の受け取りを拒否し、運送会社によって 
TRUE Fitness に返送されるようにしてください。月曜日から金曜日の通常の営業時間内に、TRUE 
Fitness お客様サポート（電話：800.883.8783）または販売サポート（電話：800.426.6570）まで連絡
し、配送の受け取りを拒否した旨を伝えてください。損傷した梱包が弊社に届き次第、別の梱包が
出荷されます。複数の箱で出荷された場合、破損した部品に限って受け取りを拒否することができ
ます。 

わずかなダメージ： 
梱包がわずかに損傷を受けており、梱包内の製品の状態が不確かな場合があります。配送品を受け取
る場合は、損傷を受けたことを明記して貨物引換証に署名する必要があります 。梱包を開封した後
に製品が損傷していることが判明した際は、本体のシリアル番号、モデル番号、および損傷の状態と
写真を準備してください。写真には、損傷した製品だけでなく、製品が入っていた梱包箱の破損状態
も含めるようにしてください。月曜日から金曜日の通常の営業時間内に、TRUE Fitness お客様サポー
ト（電話：800.883.8783）または販売サポート（電話：800.426.6570）までお問い合わせください。 

損傷が隠れていた場合： 
見た目は問題ない梱包を受け取った後  に損傷に気が付くことがあります。すぐに運送会社に連絡して
ください。すぐに運送会社に通知されない場合は、弊社は請求を処理することができません。運送会
社に電話したあとで、シリアル番号、モデル番号、損傷の説明および写真を集めてください。月曜日
から金曜日の通常の営業時間内に、TRUE Fitness お客様サポート（電話：800.883.8783）または販売サ
ポート（電話：800.426.6570）までお問い合わせください。  
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製品寸法 W X D X H
50 x 60 x 76 インチ
127 cm x 152 cm x 193 cm

製品重量
スタックオプションの重量 170 ポンド / 77 kg 250 ポンド / 113 kg

マシンの重量 489 ポンド / 222 kg 569 ポンド / 258 kg

カラー
粉体塗装仕上げは標準のシルバーまたはホワイトの他に、オプショ
ンでカスタムカラーも可能です。
ビニールシートは12の標準色から選べます。カスタムカラーもご用
意できます。
詳細については、販売代理店にお問い合わせください。

保証
保証に関する詳細な情報については、www.truefitness.comをご覧くだ
さい。

今日の商業フィットネス施設のスペース、予算、性
能要件を満たすように設計された最新式の総合的な
16ピース筋力トレーニングシステムです。

紹介ビデオを見る

主な特徴
•  5 つの位置に設定できるシートは、4本の連結用ガスシ
リンダーによりスムーズな調節を実現。

•  5 つの位置に設定できる太ももパッドは幅広いユーザーに
対応。

• 片側のアームが広がって肩関節の動きを最大限まで引き
出し、完全なエクササイズを実現。

快適にご使用いただくための装備
• 高さ調整ガイド
• オンライン解説動画にアクセスするための QR コード
• ガスシリンダーで補助された4バー連結シート調整
•   タオルホルダーと一体になった、カップホルダー付きア
クセサリートレイ

FUSE - 1100 
ラットプルダウン

FUSE XL
パラマウントシリーズ

米国およびカナダ以外の国では保証が異なる場合があります - 詳しくは販売店にお問い
合わせください。
仕様は予告なしに変更されることがあります。
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時間を節約して、オンライン登録！
truefitness.com で複数の保証をアクティベートしましょう。

TRUE® Fitness製品はすべて TRUE が販売し、通常の使用と
保守点検のもとで、最初に登録した製品購入者および 以
下に示すTRUE 製品（以下、「製品」）の部品は保証の対
象となり、最初の購入日から以下に定められた一定の期 
間は、製造工程及び材料に由来する製造上の欠陥がない 
ことを保証いたします。 

フレーム* 10 年
部品
軸受、ブッシュ、およびウエイトプレート
ガイドロッドとプーリー
ケーブルとベルト
装飾品、コーティング、グリップ、および布張り

5 年
5 年
1 年
3か月

労力
フレーム
ベアリング、ブッシュ、ウエイトプレート
ガイドロッドとプーリー
ケーブルとベルト
装飾品、コーティング、グリップ、および布張り

1 年
1 年
1 年
1 年
6か月

注：保証は、米国及びカナダでのみ有効です。 
注：本製品の登録をしなかった場合、点検修理やパーツ出
荷の承認が行われません。
注：第三者からアフターマーケット製品を購入された場
合、保証は無効となります。
注：本製品は業務用です。本製品を業務用途以外で使用す
る場合は、保証は無効となりますので、TRUE にご連絡く
ださい。

フレーム：フレームは、材料および製造上の欠陥に対し
て、10年間保証されます。フレームは、購入日から1年
間、労力と輸送（TRUEから出荷される部品用）について
保証されます。*構造フレームに対するこの限定的保証に
は、塗装やコーティングは含まれていません。

部品：Fuse ストレングス製品ラインの機械部品は、材料
および製造上の欠陥については 5 年間保証されます。手間
賃の保証期間は 1 年間です。ケーブルおよびベルトの材料
および製造上の欠陥に対する保証は１年間で、１年間労力
保証が適用されます。この限定的保証は、不適切な組み立
て／据え付けによる、取扱説明書の指示および警告に従わ
なかったことによる、または事故、誤使用、不正使用、不
正改造、または妥当で必要なメンテナンスを実施しなかっ
たことによって生じた損害および器具の故障については対
象としません。 

装飾品：Fuse ストレングス製品ラインの装飾部品、塗装、
グリップ、および布張りは、材料および正常上の欠陥に
対しては  6 ヶ月間保証されます。手間賃の保証期間は、
部品の保証期間と同じです。この限定的保証は、不適切な
組み立て／据え付けによる、取扱説明書の指示および警告
に従わなかったことによる、または事故、誤使用、不正使
用、不正改造、または妥当で必要なメンテナンスを実施し
なかったことによって生じた損傷および器具の故障につい
ては対象としません。この限定的保証は、プラスチックカ
バー、シュラウド、キャップ、バッジ、オーバーレイ、塗
装、コーティング、ソフトステップインサート、およびグ
リップに適用されます。 

労力：TRUE の認定サービスプロバイダがサービスを実施す
る場合にのみ、この限定的保証で別途表明されない限り、
労力は購入日から１年間保証の対象となります。50 マイ
ルを超える出張サービスには、追加料金がかかる場合が 
あります。妥当で必要なメンテナンスについてのガイドラ
インは、取扱説明書に記載されています。

保証請求手続き：製品を購入した正規の TRUE 販売業者に
連絡することにより、TRUE の限定的保証サービスを受け
ることができます。製品を購入した販売業者が正規販売業
者でなくなった場合、以下の連絡先情報を参照し、TRUE 
に直接連絡することで TRUE の限定的保証サービスを受け
ることができます。

TRUE Fitness、サービス部門
865 Hoff Road, St. Louis, MO 63366
1.800.883.8783
業務時間 午前 8:30 ～ 午後 5:00（中部標準時）
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上記の限定的保証は、以下に記載する条件に従うもとし
ます。

1. この限定的保証は、お客様に特別な法的権利を付与し、
さらにお客様は、州ごとに異なる他の権利も有するものと
します。
2. この限定的保証は、保証登録フォームにオンラインで記
入した場合、または製品に添付されたフォームに記入し、
最初の購入者が署名し、本製品を受領してから 30 日以内
に TRUE に郵送された場合にのみ処理されます。この限定
的保証が有効であるためには、製品にシリアル番号が損傷
がない状態で貼付されている必要があります。
3. この限定的保証は、製品が最初の購入者の所有である限り
において本製品に適用され、譲渡することはできません。
4. この限定的保証は、TRUE の正規販売店／技術者が製品を最
初に組立て／据付けを実施した場合のみ有効です（TRUE 
正規販売店／技術者以外が組立ておよび据付けをする場
合、TRUE の書面による許可を最初に取得しない限り、こ
の限定的保証は無効となります。）
5. この限定的保証は、不適切な組立て／据え付けによる、
取扱説明書の指示および警告に従わなかったことによる、
または事故、誤使用、不正使用、不正改造、または妥当で
必要なメンテナンスを実施しなかったことによって生じた
損傷および器具の故障については対象としません（取扱説
明書に記載されています）。
6. この限定的保証は、部品の修理又は交換の費用のみに適
用され、本書に明示的に指定されている場合を除き、（上
記の保証期間を過ぎてからの）労力、輸送、サービス、返
品、および運送料は含まれません。
7. この限定的保証は、次の場合には適用されません。器具
の据付けを是正するためのサービスコールまたは器具の使
用方法に関しての所有者への指示。または、該当する労力
保証期間を過ぎてから発生した労力コスト。
8. この限定的保証は、明示的に付与され、他のすべての明示
的保証に代わり、TRUE によってなされる唯一の保証です。
9. 商品適格性および特定目的への適合性の保証を含むがそ
れらに限定されないいかなる黙示的な保証も、期間および
救済手段において、限定的保証が適用される期間に制限さ
れます。一部の州では、黙示的保証の存続期間に関する制
限が認められていないため、上記の制限が適用されないこ
とがあります。
10. 上記の救済手段は、お客様の唯一で独占的な救済手段
であり、この制限的保証の不履行に対するTRUE の全責任

です。TRUE の責任は、いかなる状況においても、お客様
が実際に製品に対して支払った金額を超えることはあり
ません。またいかなる状況下にあっても、直接的または間
接的を問わず、結果として生じた、偶発的な、特殊な、懲
罰的ないずれの損害または損失に対しても責任を負いませ
ん。一部の州では、偶発的損害または結果的損害の排除
または制限を認めていないため、上記の制限または除外
が適用されないことがあります。

認定された保証労力提供者への注意事項：
保証労力の賠償または保証部品の権利は、TRUE による書
面による明示的な同意がない限り、第三者に譲渡すること
はできず、再譲渡もできません。保証労力を請け負わせる
際も TRUE の書面による承認が必要です。

Fuse  XL-1100 のシリアル番号：

Fuse XL-1100 のシリアル番号は本体に記載されています。
この下にシリアル番号を書き留めておいてください。

シリアル番号

シリアル番号ステッカーの例：

本ページを記録のため保管してください。

時間を節約して、オンライン登録！
truefitness.com で複数の保証をアクティベートしましょう。
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業務用補償登録

TRUE 製品をお買い上げいただきありがとうございます。TRUE 製品の保証を迅速かつ簡単に確認する
には、今すぐオンラインでtruefitness.com/supportにアクセスし、製品を登録してください。お客様
から提供していただいた情報は、決して他の個人や機関に配布されることはありません。保証書を郵
送する場合は、製品の所有者に以下の情報を記入してもらい、器具の据付け日から30日以内にTRUE 
Fitnessに返送してください。

保証情報を郵送するには、以下の情報を記入してお送りください：Service Dept., TRUE Fitness, 865 Hoff 
Road, St. Louis, MO 63366（または、truefitness.comでオンライン登録する）

    

下記のシリアル番号をご提示ください。保証の登録を行う
ために必要です。

シリアル番号：

型式                                                                                                           

購入日                                                                                                         

お客様の会社名                                                                                       
連絡担当者のファーストネーム                                                       
連絡担当者のラストネーム                                                                  
住所                                                                                                                    
市                                              州                      郵便番号                           

電子メールアドレス   ウエブサイト                                  

電話   Fax    

1. あなたはどこで TRUE を最初に知りましたか？ 
____ a.  販売業者  ____ b.  ウエブサイト
____ c.  広告  ____ d.  紹介
____ e.  現在の顧客  ____ f.  その他_______________

2. TRUE 製品の購入を決めた理由は何ですか？
____ a.  デザイン／外観 ___  b.  販売業者のアドバイス
____ c.  価格  ___  d.  品質構成   
____ e.  性能  ___  f.   TRUE の評判
____ g.  その他_________________________

3. あなたの施設のタイプは何ですか？ 
___  a.  アパート／マンション ___  b. 社内ジム 
___  c.  自治体  ___   d. ヘルスクラ

ブ／ジム／スパ 
___  e.  ホテル／リゾート ___  f.  軍の基地
___  g.  学生のレクリエーションセンター ___  h.  その他

4. あなたの会社は他にどのような種類の器具を所有していますか？ 
___ a.  トレッドミル      ブランド名_________________    
___ b.  バイク               ブランド名 _________________    
___ c.  エリプティカル ブランド名 _________________  
___ d.  フリーウエイト／ジム ブランド名 _________________   

5. あなたの施設を一日に何人の人が使用していますか？ 
___  a.  25名未満  ___  b. 25～75名 
___  c.  76～150名         ___  d. 150より多い

6. 6～12か月以内にフィットネス器具を追加購入する予定はあり
ますか？   
____   はい    ____   いいえ

7. 質問 6 で「はい」と答えた場合、どのようなタイプの器具を購
入予定ですか？ 
____ a.  トレッドミル ____ b.  エリプティカル
____ c.  エアロバイク    ____ d.  フリーウエイト
____ e.  ジム  ____ f.  その他 ______________

8. 他のクラブのオーナーにTRUEをお勧めしますか？
 ____   はい    ____   いいえ

9. お客様は、TRUE の価値ある顧客であり、お客様のご提案によ
り、当社はお客様のエクスペリエンスを継続的に向上させて頂く
ことができます。この他に、当社に伝えたいことはありますか？
以下に書いてください。 


