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TC650/900 取り扱い説明書
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
ス機器市場において、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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組み立て前のチェックリスト：

アイテム番号 説明 数量
A コンソールラック 1
B フレーム 1
C 台脚（左） 1
D 台脚（右） 1
E ハンドレール（左） 1
F ハンドレール（右） 1
G コンソールラックの下部カバー 1
H ショルダーの下部カバー（左） 1
I ショルダーの下部カバー（右） 1
J ハンドグリップアセンブリ（左） 1
K ハンドグリップアセンブリ（右） 1
L 後部コンソールカバー 1
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組み立て前のチェックリスト： 
TC650/900

アイテム番号 説明 数量

A ボルト M8×P1.25×25 10

B ネジ M5 x P0.8 x 10 2

C ロックワッシャー M8 10

D ロックナット M8 x P1.25 1

E キャップ-モーターカバーネジ 1

F ホールプラグ-モーターカバー 2

G ボルト 1/4 インチ-20 x 3/4 インチ 4

H ネジ M4 x P0.7x12 27

アイテム番号 説明 数量

I ボルト M5 x P0.8 x 60 1

J ボルト 5/16 インチ-24 x 1-1/2 インチ 8

K ボルト 1/4 インチ-20 x 5/8 インチ 8

L 外歯スターワッシャ M8 8

M ロックワッシャ 1/4 8

N スペーサー 1

O 保持具-電源コード 1

P 結束バンド 2

必要な工具（非同梱）：
•	 オープンエンドレンチ: 15/16 インチ、7/8 インチ、	

1/2 インチ
•	 六角レンチ: 5/32 インチ、3/16 インチ、4mm、8mm
•	 ネジ回し: 4 インチ長ティップ付き #2 フィリップ、8 イン
チ長ティップ付き #2 フィリップ、5/16 インチスロット式
約 6 インチ長

注意：
• トレッドミルの組み立ての際には十分な注意を払うようにしてください。トレッドミルの開封および組立は、	
	2 人以上で行うようにしてください。

• パッケージから、トレッドミルの部品をすべて取り出すようにしてください。

•	 ショートエクステンション、ラチェット付きの 7/16 イン
チ 6 ポイントソケット

•	 長鼻プライヤー、小型 (オプション）
•	 ワイヤーカッター、小型（オプション）
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トレッドミルの組み立て手順：

a) 図のように M8 x 25 ボルト 9 本(a)、	
M8 ロックワッシャ 9 枚(c)、M8 ロックナ
ット 1 個(d)を使用して、台脚をトレッド
ミルフレームに固定します。

注：このステップで使用されているハー
ドウェアはまだ完全に締め付けないで
ください。

注：図のように、台脚ケーブルをトレッ
ドミルフレームと台脚支持金具間に通
してください。

必要なハードウェア：  

数量 9  M8 ロックワッシャ

数量 9  ボルト M8 x 25 

数量 1  ロックナット M8

ステップ 1：モータカバーの取り外し：

ステップ 2：台脚の取り付け

a) ネジ (o) とワッシャ (n) を取り外	
してから、モーターカバーから指定
された残り 7 本のネジを取り外し	
ます。モーターカバーの再組み立て
用モーターカバーハードウェアをス
テップ 11 のトレッドミルフレームに
保管してください。

b) 両サイドを少し外側に引きなが
ら、モーターカバーを上側に引っぱ
ってトレッドミルフレーム(B)から取
り外します。この手順を実行中に
は、スナップキャッチリリースが感じ
られます。

c) ドリップガードアセンブリ(a)をトレ
ッドミルフレームから取り外します。
ドリップガードアセンブリの再組み
立て用ドリップガードアセンブリハー
ドウェアをステップ 4 のトレッドミル
フレームに保管します。

注：この時点では、ボルト、	
ロックワッシャ、またはナット
をここに取り付けないでくだ
さい。
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 3 フレームのケーブルを接続する：

a) 図のように、右側の台脚から出てい
るケーブルを適切な接続ポイントに通
します。ケーブルはマークを付けて簡
単に特定できるようにします。

b) 図のように、同軸ケーブルに付け	
られているナットとワッシャを取り外し
ます。

c) 同軸ケーブルのフロントを電気パネ
ルの穴に通してから、ワッシャとナット
を同軸ケーブルに再設置します。
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 4 ドリップガードアセンブリ：

ステップ 5 ハンドグリップアセンブリ：

a) 前に取り外した M5 ネジと M8 x 25ボル
ト(A)を M8 スプリットロックワッシャ(C)で
留めます。

b) 図示されている場所の結束バンドを使
用して、右側の台脚ケーブル 4 本すべて
をドリップガードアセンブリに固定します。

注：ドリップガードアセンブリを外したまま
でトレッドミルを操作しないでください。

必要なハードウェア：  

数量 1 ロックワッシャー M8

数量 1 ボルト M8 x 25

a) 接触型心拍数センサー(CHR)グリッ
プアセンブリの底部から出ている各配
線を、図のように台脚アームの対応す
る配線にそれぞれ接続します。
b) 4 本のネジと 4 枚のロックワッシャを
使用して、各 CHR グリップアセンブリ
を台脚アームに固定します。

注：各グリップアセンブリは、左右の方
向スティッカーを使用して正しい台脚
上で必ず組み立ててください。

必要なハードウェア：

8 本のボルト 1/4インチ-20 x 5/8インチ

8 枚のロックワッシャ 1/4インチ

ジップタイを使用してケーブ
ルをこの場所に固定します
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 6 コンソールラック：

a) コンソールラックチュービングを台脚チ
ュービングクレードルの最上部に置くこと
でコンソールラックを台脚に設置します。 

注意：作業中にケーブルを挟まないように
注意してください。

b) 8 本のボルト 5/16 インチ-24 x 1-1/2イ	
ンチと 8 枚の外歯ロックワッシャを台脚チ
ュービングケーブルとコンソールラックに
取り付けますが締め付けないでください。

c) ステップ 2a から 6c まで全ハードウェア
を締め付けます。

d) 4 本の M4 x 12 (H)ネジを取り付けて締
め付けます。

必要なハードウェア：

8 枚のロックワッシャー M8

8 本のボルト 5/16インチ-24 x 1-1/2インチ

4 本のネジ M4 X 12
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 7 コンソールラックのケーブルを接続する：

a) 図のように、左右の台脚アームからの
配線をすべて、コンソールラックの上部カ
バーからの配線に接続します（全ケーブ
ルはコンソールのオプションに関わらず
接続されます）。 

* TV 用の同軸ケーブルは締めすぎない
ように注意してください。

b) 図のように、全ケーブルをコンソールラ
ックの上部カバーの下側に通して、コンソ
ールラックの底部カバーの設置時に配線
が挟まらないようにします。

全ケーブルをこれらの場所の両側に通して、
配線が挟まらないことを確認します。
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 8 コンソールラックカバーを下げる：

ステップ 9 ショルダートリムアセンブリ：

a) 最初に、長いネジボスを使用して、
リアエッジをコンソールラック内の少し
上に設置します。次に、安全クリップド
ッキングブラケットと長いネジボスが、
安全キーメカニズムにより通るよう
に、調節しながらフロントエッジを注	
意深く上に向けます。    

警告：底部カバーを無理に取り付けな
いでください。

必要なハードウェア：

9 本のボルト M4 x 12

a)  14 本のボルト M4 x 12 を使用
して、左右のショルダートリムアセ
ンブリをコンソールラックに固定し
ます。

必要なハードウェア：

14 本のボルト M4 x 12

このネジを緩く締めた状態で、下部コンソー
ルラックカバーを所定の位置に固定します。
これにより、残りの 8 本のネジを簡単に取り
付けることができます。

フロント

このネジを緩く締めた状態
で、ショルダートリムアセン
ブリを所定の位置に固定し
ます。これにより、残りの 6 
本のネジを簡単に取り付け
ることができます。

このネジを緩く締めた状態
で、ショルダートリムアセン
ブリを所定の位置に固定し
ます。これにより、残りの 6 
本のネジを簡単に取り付け
ることができます。
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 10：ハンドレールアセンブリ

a) ハンドルを完全に挿入してから、ボ
ルトをゆるく取り付けます。ハンドルを
シームに合致するように少し回転させ
ながら、内側に保持してボルトを締め
付けます。

警告：ボルトを締め付け始める際には、
クロススレッドを発生させないよう注意
してください。

必要なハードウェア：

4 本のボルト 1/4インチ-20 x 3/4インチ
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 11 電源インレットアセンブリ-220V (オプション): 

a) ユニットに取り付けられている電源	
コードを取り外します。注：このステップは、
モーターカバーを取り外すことなく実行す
ることができます。電源インレットアセンブ
リは、約 4 インチ安全に引き出すことがで
きます。

b) 電源インレットアセンブリ-110V を電源
パネルアセンブリから取り外します。この	
ステップの後半に使用する 3 本のネジ  
M5 x .8 を保持しておきます。

c) 220V 電源インレットアセンブリを次のよ
うに取り付けます: 元の 110V パネルから 
220V パネルに移行する際には、1 度に 1 
つずつ配線を外します。注：220V パネルに
は、グリーン、ブルー、およびブラウン色の
ドットが付いています。色付きドットは、該
当する場所に設置するカラーケーブルに対
応します。グリーン/イエローの配線をグリ
ーンドットに移行し始めてください。次に、
ブルー配線をブルードットに移行します。
最後に、ブラウン配線をブラウンドットに移
行します。

d) 3 本のネジ M5 x .8 を使用して、電源イン
レットアセンブリ-220V を電源パネルに固
定します。

必要なハードウェア：

3 本のネジ M5 x .8

ブラウン配線

ブルー配線
グリーン/イエロー配線

注：このスペーサーは、1-3/4 インチ長です。

注：このスペーサーは、1-1/4 インチ長です。

ブラウン配線

ブラウン配線
既存の 110 V 構成から再利
用するこれらの(2)パーツ

220V 電源変換キット
(TRUE P/N 00603800)

グリーン/イエロー配線

グリーン/イエロー配線

ブルー配線
110 V

220 V

ブラウン配線

ブラウン配線
ブルー配線

ブルー配線
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 12 220V 配線変換(オプション): 

a) 110V から 220V へのスイッチの配線変換については、下記をご覧ください。

既存のトレッドミル配線
ブラウン XLT113

(7TC0075)

既存のトレッドミル配線
ブラウン XLT113

(7TC0075)

ブラウン XLT010
AC 入力プラグ

グリーン

ブラウン XLT015
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 13 モータカバー：

a) 台脚アームの底部にあ
るラバートリムリングをコ
ンソールラックの近くで
上にスライドさせてから、
サイドに回転させ、リング
が常に上向きであるよう
にしてください。

b) トレッドミルのユー	
ザーの位置から、モー	
ターカバーをモーターコ
ンパートメントの上の位
置までスライドしてくだ	
さい。両サイドを少し外
向けに曲げながら、モー	
ターカバーを所定の位置
まで注意深く下げます。
ラバーボルトヘッドキャッ
プは取り外さないでくだ
さい。次に、モーターカ
バーをしっかり押し下げ
て、2 つのスナップアクシ
ョン起動クリップを作動
します。

注：ラバーキャップが出て来た場合、今度はモーターカバーを上側に曲げて、サイドのネジをモーターカバー
に取り付ける前にキャップを再挿入してください。
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c) 次に、ネジ O およびワ
ッシャ N を再度取り付け
ます。

d) 必要に応じて、モー	
ターカバーの両サイドを
曲げてラバーボルトカ	
バーを 4 本のボルトのヘ
ッド上に付けて、左右の
サイドに M5 ネジを再度
取り付けます。

e) 3 本の M5 ネジをモー
ターカバーの前側に再度
取り付けます。

f) 2 本のモーターカバー
インサート、および M5 ネ
ジを再度取り付けます。 

注：インサートの底部で 2 
個の小さいクリップを適
切に作動するには、上側
に曲げます、次には、下
がる部分があるためクリ
ップを注意深く取り扱い
ます。

g) ラバートリムリングを回して、モーターカバーの横の適切な位置まで下げます。保持ステムをモーターカ	
バーインサートに嵌めます。注：トリムリングは、180 度回転することができます。向きが正しい場合は、隙間
なく合います。向きを誤ると、モーターカバーにぴったり合いません。

h) ハードウェアキットにあるキャップモーターカバーのネジを取り付けます。

トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 13 モーターカバー（続き）：
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 14 安全キー：

a) コンソールラックに取り付けられる
安全キーの場所を確認します。

b) コンソールラック上の固定プレー	
トに、安全キーのクリップを取り付け
ます（機械を使用していない時用）。

c) 機械を使用する際は、安全キークリ
ップを衣服に取り付けてください。

注意：機械を使用する前に、トレッドミ
ルの取扱説明書をお読みください。
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ユーザーが続行できない場合にトレッドミルベルトを直ちに停止できるよう、機械を使用する前、および機
械の使用中には安全クリップを衣服に取り付けてください、 

トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 15A 安全キー (緊急停止) 概要:

12

4

3

安全キーの各機能 番号
安全キークリップ 1
安全キープルコード 2

安全停止 3
コンソールラック 4
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 15B 安全キー (緊急停止) の使用: 

安全キー（緊急停止）の起動

安全キー（緊急停止）の解除：
左側には、安全キー（緊急停止）の解除位
置が示されています。 
装置の使用中、またはユーザーが使用さ
れていないベルト上に立っている場合、	
安全キークリップをユーザーの衣服に取り
付ける必要があります。これにより、ユー
ザーに取り付けられている安全クリップが
前記の安全キープルコードを引くと、安全
停止が有効になり、トレッドミルベルトの
すべてが直ちに停止されます。

注：安全キープルコードにより、ユーザー
は取扱説明書に規定されている通常の作
動パラメータ内で自由に作業することがで
きます。

左側には安全キー(緊急停止)の起動位置
が示されています。安全停止をカバーす
る安全停止外側スリーブは、起動位置を
示すことに注意してください。 

安全停止が起動されると、トレッドミルベ
ルトはすべて停止し、次のエラーメッセー
ジ「安全キーの挿入」がコンソールに表示
され、安全停止が起動されていることを知
らせます。

コンソールのエラーメッセージを削除し、
安全停止を解除の位置に戻すには、安全
停止を 1 度押し込みます。 

注：安全停止が解除の位置に切り換えられ
ると、作業結果画面に進みます。
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 16 後部コンソールカバーアセンブリ：

a) 2 本のボルト M5 x 10 を使用して、後部
コンソールカバーアセンブリをコンソール
マストアセンブリに固定します。

注意：取り付け作業中にケーブルが挟み
込まれないように注意してください。

注：特定のコンソールの組み立て手順につ
いては、第 2 章: 組み立てガイドの最後の
当該セクションをご覧ください。

必要なハードウェア：

2 本のボルト M5 x 10
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 17 後部の水平調整ネジ： 

ステップ 18 電源コード保持具：

a)トレッドミル傾斜ラックのホイールお
よび後部の水平調整ネジが、段ボー
ルや包装材などが挟まれておらず、
床に直接接地していることを確認し
てください。

b) 15/16 インチのオープンエンドレ
ンチを使用して、右後部の水平調整
ネジ（片側のみ調整可能）のナット A 
を緩めてください。

c)水準器（または目視）で見てトレッ
ドミルの後部が水平になるまで、水
平調整ネジのナット B を時計回り / 
反時計回りに回してください。ナット
を回すには、7/8 インチのオープンエ
ンドレンチを使用します。

d)ナット A を、トレッドミルの底部に
固定されるまで締め付けてください。 
注： (A) と (B) 間の推奨ギャップは、
平らな床で 1/4 インチです。

a) 電源コード保持具アセンブリを示されてい
る順に取り付けます、ただし締め付けない
でください。

b) 電源コード保持具を下に回転させた状態
でネジを締め付け、保持具を電源コードに
対して押しつけてください。

必要なハードウェア：

スペーサー 1 個

注：	110V スペーサーは 1-3/4 インチ長です。 
220V スペーサーは 1-1/4 インチ長です。

電源コード保持具 1 個

1 本のボルト M5 x 60

110V
構成

220V
構成

注：このスペーサーは、1-3/4 インチ長です。

注：このスペーサーは、1-1/4 インチ長です。



第 2 章：組み立ての手引き

Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100 31 /171

トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 19 電源コードの取り付け： 
回路ブレーカ：トレッドミルに一定以上
の電流が流れた場合、電源オン/オフ	
スイッチの回路ブレーカが作動します。
ロッカーレバーは、自動的に開放し、	
オンとオフ間の中ほどに位置するため、
電源回路が開きます。

その場合は、10 分間待機してから、	
電源スイッチをオフ位置 (O) に完全にロ
ックし、電源スイッチをオン位置 (-) に切
り換えることで回路ブレーカーをリセット
します。リセットされない場合、または通
常の使用で回路ブレーカが再び作動す
る場合は、True Fitness 修理サポート	
（電話番号：1-800-883-8783）までお問
い合わせください。

注：上図は参照用で、オフ位置 (O) 
の電源スイッチを示しています。 

回路ブレーカの位置

220V 110V
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 20 水平調整ネジ傾斜キット (オプション): 
a) 図のように、トレッドミルフ	
レームから水平調整ネジを取	
り外します。
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 21 水平調整ネジ傾斜キット (オプション): 
a) キットあたり 4 本のボルト 1/4 インチ-20 x 3/4 インチ
を使用して、オプションの傾斜キットを特定箇所にある
トレッドミルフレームに固定します。

b) 図のように、水平調整ネジをオプションの傾斜キット
の穴部にネジで固定します。

注：ブラケットは左側と右側で区別されるため、正しいブ
ラケットを使用していることを確認してください。

必要なハードウェア：

8 本のボルト 1/4 インチ-20 x 3/4 インチ

注：右側のスイベルフットは、
調整ロッキングナットを使用し
て取り付けられます。 DETAIL U

スケール 1: 2

注：右側のスイベルフットは、
ナットとスイベルフットの八角
エリア間で 1/4 インチのギャッ
プがある状態で最初に取り付
けられます。

注：左側のスイベルフット
は、ロッキングナットを使
用せずに完全に締め付け
られます。



第 2 章：組み立ての手引き

Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100 34 /171

トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 22 トレッドミルの準備（オプション）：
a) トレッドミルの電源を入れ、左側の接触型心拍数グリップにあるクイックアクセスキーを押して傾斜を 6% 
増やします。電源コードを壁コンセントから取り外します、これにより、この取付作業用に広い作業空間が確
保できます。床に保護用パッドを設置して、保護用パッドの左側にトレッドミルを注意深く置きます。トレッド
ミルフレームに既に組み立てられている 11 本のネジを緩めて、 電源コード管理ハードウェア上の対応する 
11 個のスロットを 11 本のネジとトレッドミルフレームの間に設置します。

注：TC900 は、ステップ 1 (トレッドミルの準備) に進む前に、組み立てておく必要があります。. 

注：下図のように、配線保持クリップを取り付けます。

コード管理ハードウェア

コード管理ハードウェア用に事前に組み立てたトレッドミルフレームネジ

配線保持クリップ

詳細 AG
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 23 コード管理ハードウェアの調整 (オプション):

ステップ 24 ガイドチャネル (オプション):
同軸ケーブル、イーサネットケーブル、および電源コードケーブルをコード管理ハードウェアのガイドチャネル
に挿入します。両方のプロング間のギャップをねじり戻し広げることで、3 本のケーブルを 2 個の配線保持ク
リップに通します。3 本のケーブルすべてが通ったら、配線保持クリップをニュートラルの位置に戻します。

注：コード管理ハードウェアのケーブル保持を最適化するには、コード径に基づく次の順序で 3 本のケーブル
を挿入してください。イーサネットケーブル、同軸ケーブル、電源ケーブル。

外側から見て、トレッドミルフレームがシームレスに移行できるように、コード管理ハードウェアを設置しま
す。ステップ 1 (トレッドミルの準備) からの 11 本のネジを締め付けて、コード管理ハードウェアを正しい位置
にロックします。
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トレッドミルの組み立て手順：
ステップ 25 出口 (オプション):

ステップ 26 トレッドミルのニュートラルの位置 (オプション):

ケーブルが 2 個の配線保持クリップに正しく通されており、ケーブルが傾斜ラックホイール上に挟まれないこ
とを確認してください。トレッドミルを真っ直ぐに立てて、それをニュートラルの位置に戻します。イーサネッ
ト、同軸、および電源ケーブルのオス端部を対応するコンセントに接続します。トレッドミルデッキの傾斜度
を 0 パーセントに戻し、3本のケーブルがコード管理ハードウェアのガイドチャネルに沿って正しい位置を保
持していることを確認してください。

下部に示しているのは、推奨する、後部水平調整ネジ近くのケーブルの出口です。ただし、ケーブルは対応
するコンセントの場所に応じて、ガイドチャネルから別の場所を出口にすることができます。

注：コードが走行ベルトやローラーに巻き込まれるのを防ぎ、転倒の危険による怪我を減らすために、コード
はトレッドミルの後部から出たり、後部上を交差させたりしないでください。
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配線図：
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配線図：



第 2 章：組み立ての手引き

Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100 39 /171

配線図：
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配線図：
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アイテム番号 説明 数量
1 アース線 1
2 データケーブル (USB) 1
3 同軸ケーブル 1

トレッドミルの組み立て手順：
Transcend のコンソールアセンブリ：

ステップ 1 (接地ケーブル、データケーブル、同軸ケーブル):

2 3

1

コンソールのアース線、同軸ケーブル、データケーブル 
(USB) の場所を確認します。

底部の 2 本のコンソール取付ネジをコンソールに一部通
します。
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ステップ 2（コンソールの取り付け）：

アース線およびデータケーブル (USB) をコンソールマストア
センブリに通します。 

底部の 2 本のコンソール取付ネジを、その一部はコーソール
に通していますが、コンソールマストアセンブリのキーホー
ルに設置します。

最上部の 2 本のコンソール取付ネジを一部通してから、長い
フィリップスネジ回しを使用して 4 本のコンソール取付ネジ
すべてを締め付けます。

アイテム番号 説明 数量
4 アース線 1
5 データケーブル (USB) 1

4

5

トレッドミルの組み立て手順：
Transcend のコンソールアセンブリ：
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ステップ 3 (データケーブルと同軸ケーブル):

同軸ケーブルおよびデータケーブル (USB) を下図のよう
にそれぞれの片方に接続します。

注：ラバーブートを同軸ケーブル接続ポイント上に設置し
ます。

アイテム番号 説明 数量
6 データケーブル (USB) 1
7 同軸ケーブル 1

6

7

トレッドミルの組み立て手順：
Transcend のコンソールアセンブリ：
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ステップ 4（コンソール配線）：

アイテム番号 説明 数量
8 補助電源ケーブル 1
9 通信ケーブル （イーサネット） 1

補助電源 (AUXPS) および通信ケーブル (イーサネ
ット) をコンソールの対応するポートに接続して、
余ったコードをコンソール内に置きます。

8

9

トレッドミルの組み立て手順：
Transcend のコンソールアセンブリ：
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ステップ 5 (結束バンド):

12

11

10

M4 ネジを使用して、アース線のフェライトを特定場所に
あるコンソールマストアセンブリに固定します。

現在手元にあるネジを使用して、「GND」とマークされて
いるコンソールマストアセンブリの該当場所にアース線の
リング端末を固定します。

未使用の Fan ケーブルと CSAFE ケーブルを台脚内に設
置します。

アイテム番号 説明 数量
10 アース線 1
11 フェライト 1
12 結束バンド 1

トレッドミルの組み立て手順：
Transcend のコンソールアセンブリ：
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トレッドミルの組み立て手順：
Escalate15 のコンソールアセンブリ: 
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コンソールのアース線、同軸ケーブル、データケーブル 
(USB) の場所を確認します。

底部の 2 本のコンソール取付ネジをコンソールに一部
通します。

アイテム番号 説明 数量
1 アース線 1
2 データケーブル (USB) 1
3 同軸ケーブル 1

ステップ 1 (アース線ケーブル、同軸ケーブル、データケーブル):

2 1

3
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トレッドミルの組み立て手順：
Escalate15 のコンソールアセンブリ: 
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ステップ 2（コンソールの取り付け）：

アース線およびデータケーブル (USB) をコンソール
マストアセンブリに通します。 

底部の 2 本のコンソール取付ネジを、その一部はコ
ーソールに通していますが、コンソールマストアセン
ブリのキーホールに設置します。 

最上部の 2 本のコンソール取付ネジを一部通してか
ら、長いフィリップスネジ回しを使用して 4 本のコン
ソール取付ネジすべてを締め付けます。

アイテム番号 説明 数量
4 アース線 1
5 データケーブル (USB) 1

5

4
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トレッドミルの組み立て手順：
Escalate15 のコンソールアセンブリ: 
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ステップ 3（コンソール配線）：

データケーブル (USB)、補助電源 (AUXPS)、通信ケーブル  
(イーサネット)、および同軸ケーブルをコンソールの対応する
ポートに接続して、余ったコードをコンソール内に置きます。

注：ラバーブートを同軸ケーブル接続ポイント上に設置し	
ます。

アイテム番号 説明 数量
6 補助電源ケーブル 1
7 データケーブル (USB) 1
8 同軸ケーブル 1
9 通信ケーブル  

（イーサネット）
1

6

7

8

9
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トレッドミルの組み立て手順：
Escalate15のコンソール アセンブリ: 
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ステップ 4（アース線）：

M4 ネジを使用して、アース線のフェライトを特定場所にある
コンソールマストアセンブリに固定します。 

現在手元にあるネジを使用して、「GND」とマークされている
コンソールマストアセンブリの該当場所にアース線のリング
端末を固定します。

未使用の Fan ケーブルと CSAFE ケーブルを台脚内に設置し
ます。

アイテム番号 説明 数量
10 アース線 1
11 フェライト 1
12 結束バンド 1

12

11

10
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トレッドミルの組み立て手順：
Escalate9のコンソールアセンブリ: 
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コンソールのアース線、データケーブル (USB) の場所を
確認します。

底部の 2 本のコンソール取付ネジをコンソールに一部通
します。

アイテム番号 説明 数量
1 アース線 1
2 データケーブル (USB) 1

ステップ 1 (アース線とデータケーブル):

1

2
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トレッドミルの組み立て手順：
Escalate9 のコンソールアセンブリ: 
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ステップ 2（コンソールの取り付け）：

アース線およびデータケーブル (USB) をコンソールマストア
センブリに通します。 

底部の 2 本のコンソール取付ネジを、その一部はコーソール
に通していますが、コンソールマストアセンブリのキーホー
ルに設置します。

最上部の 2 本のコンソール取付ネジを一部通してから、長い
フィリップスネジ回しを使用して 4 本のコンソール取付ネジ
すべてを締め付けます。

アイテム番号 説明 数量
3 アース線 1
4 データケーブル (USB) 1

3

4
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トレッドミルの組み立て手順：
Escalate9のコンソールアセンブリ: 
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ステップ 3 (コンソールの取り付け)：

データケーブル (コンソールマストアセンブリにある [USB]) を
アダプターケーブル (コンソールにある) に接続して、コネクタ
および余ったケーブルをコンソールの底部に設置します。

補助電源 (AUXPS) ケーブルを正しい側のコンソールポートに
接続します。

アイテム番号 説明 数量
5 補助電源ケーブル 1
6 データケーブル 

(USB)
1

5

6
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トレッドミルの組み立て手順：
Escalate9のコンソールアセンブリ: 
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ステップ 4（アース線）：

M4 ネジを使用して、アース線のフェライトを特定場所にある
コンソールマストアセンブリに固定します。 

現在手元にあるネジを使用して、「GND」とマークされている
コンソールマストアセンブリの該当場所にアース線のリング端
末を固定します。

アイテム番号 説明 数量
6 アース線 1
7 フェライト 1
8 結束バンド 2

6

7

8
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トレッドミルの組み立て手順：
Escalate9のコンソールアセンブリ: 
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ステップ 5（コンソール配線）：

未使用の同軸ケーブル、COMM ケーブル、Fan ケー
ブル、CSAFE ケーブルをコンソールの底部に設置し
ます。

注：ラバーブートを同軸ケーブル接続ポイント上に
設置します。 

アイテム番号 説明 数量
9 同軸ケーブル 1

10 通信ケーブル （イーサネット） 1
11 Fan ケーブル 1
12 CSAFE ケーブル 1

10

12

11

9
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トレッドミルの組み立て手順：
Emerge コンソールアセンブリ：
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コンソールのアース線、データケーブル (USB) の場所を確
認します。

底部の 2 本のコンソール取付ネジをコンソールに一部通し
ます。

アイテム番号 説明 数量
1 アース線 1
2 データケーブル (USB) 1

ステップ 1 (アースケーブルとデータケーブル):

1 2
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トレッドミルの組み立て手順：
Emerge コンソールアセンブリ：
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ステップ 2（コンソールの取り付け）：

アース線およびデータケーブル (USB) をコンソールマストア	
センブリに通します。 

底部の 2 本のコンソール取付ネジを、その一部はコーソール	
に通していますが、コンソールマストアセンブリのキーホール	
に設置します。

最上部の 2 本のコンソール取付ネジを一部通してから、長いフィリップスネ
ジ回しを使用して 4 本のコンソール取付ネジすべてを締め付けます。

アイテム番号 説明 数量
3 アース線 1
4 データケーブル (USB) 1

3

4
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トレッドミルの組み立て手順：
Emerge コンソールアセンブリ：
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ステップ 3 (USB ケーブルと AUXPS ケーブル):

データケーブル (コンソールマストアセンブリにある [USB]) をア
ダプターケーブル (コンソールにある) に接続して、コネクタおよ
び余ったケーブルをコンソールの底部に設置します。

補助電源 (AUXPS) ケーブルを正しい側のコンソールポートに接
続します。

アイテム番号 説明 数量
5 補助電源ケーブル 1
6 データケーブル 

(USB)
1

5

6
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トレッドミルの組み立て手順：
Emerge コンソールアセンブリ：
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ステップ 4（アース線）：

M4 ネジを使用して、アース線のフェライトを特定場所にあるコン
ソールマストアセンブリに固定します。 

現在手元にあるネジを使用して、「GND」とマークされているコン
ソールマストアセンブリの該当場所にアース線のリング端末を固
定します。

アイテム番号 説明 数量
6 アース線 1
7 フェライト 1
8 結束バンド 2

8

7

6
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第 2 章：組み立ての手引き
トレッドミルの組み立て手順：
Emerge コンソールアセンブリ：

ステップ 5（コンソール配線）：

未使用の同軸ケーブル、COMM ケーブル、Fan ケーブ
ル、CSAFE ケーブルをコンソールの底部に設置します。

注：ラバーブートを同軸ケーブル接続ポイント上に設置し
ます。 

アイテム番号 説明 数量
9 同軸ケーブル 1

10 通信ケーブル  
（イーサネット）

1

11 Fan ケーブル 1
12 CSAFE ケーブル 1

9

10

11

12
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トレッドミルの概要：

第 3 章：製品概要

接触型 
心拍センサー

コンソールアセンブリ

安全（緊急停止）キー：

ベルト調整ボルト

ストラドルカバー ベルト

ON / OFF スイッチ、回路ブレーカ、
電源ケーブル水平調整ネジ

接触型 
心拍センサー

[クイックアクセス] ボタン
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トレッドミルの概要：
コンソールアセンブリ：
ワークアウトプログラムの設定や、ワークアウト中に  アルパインランナーを制御するために使用します（コンソールの概
要や操作手順に関しては、第 4 章を参照してください）。 

[クイックアクセス] ボタン：
ワークアウトをすぐに開始 / 停止したり、アルパインランナーを起動したりすることができます。また、アルパインラン	
ナーの傾斜や速度を手軽に調整できます。 

接触型心拍センサー：
ワイヤレスチェストストラップを着用していない場合でも心拍数を測定することができます。  
* 安全性と精度を確保するため、この機能はベルト速度が毎時 4 マイル（6.4 km）を下回るときにのみ使用するように
してください。

安全（非常停止）キー：
ユーザーとコンソールの両方に取り付けるテザリング安全装置です。緊急時にコンソールからキーを抜くと、けがを防
ぐためにベルトが停止します。  
* 安全キーはアルパインランナーの所定の位置に差し込まれており、ユーザーの衣服に装着されている必要がありま
す。安全キーがアルパインランナーに差し込まれていない場合、アルパインランナーは動作しません。

ベルト：
ユーザーが歩いたり走ったりする、アルパインランナーの移動する表面です。 

ストラドルカバー：
始動時または緊急時に安全にベルトから移動することができる、ベルトの左右に設置されている静止カバーです。 

ベルト調整ボルト：
必要に応じてベルトの軌道と張力を調整するための調整システムです。 

ON / OFF スイッチ：
ユーザーや管理者によって、アルパインランナーの電源の入 / 切を切り替えることができます。 

回路ブレーカ：
過大電流からアルパインランナーを保護するための安全装置です。

電源コード：
コンセントからアルパインランナーに電力を供給します。 

水平調整ネジ：
アルパインランナーの水平度を調整するための調整機構です。



62 /171Truefitness.com / 800.426.6570 / 636.272.7100

第 5 章：お手入れとメンテナンス
お手入れとメンテナンス：
本セクションで説明される簡単なメンテナンス作業を行うことは非常に重要です。本書で説明されているトレッドミ	
ルのメンテナンス作業が行われない場合、TRUE Fitness の保証が無効になることもあります。感電を避けるために、	
清掃やメンテナンス作業を行う際には必ず電源プラグを抜いてください。

点検：
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、TRUE Fitness は責任を追いません。使用時には、
毎回必ずトレッドミルを点検してください。安全コードが摩耗、擦り切れ、または消失していないことを確認してくだ	
さい。安全コードが消失または摩耗している場合は直ちに交換してください。衣類に安全クリップを装着せずにトレッ	
ドミルを使用することは避けてください。ベルトの空回り、ネジの緩み、異音、電源コードの損傷、または機器の異常を
示す何らかの兆候がないことを、目と耳で確認してください。何らかの異常に気がついた場合は、適切な修理点検を
施してください。また、適切な修理点検を施すか、または破損した部品を交換するまではトレッドミルを使用しないで	
ください。

重要：
トレッドミルの修理が必要と判断された場合、トレッドミルが誤って使用されることがないように注意してください。	
また、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。安全キーの磁石と安全クリップを取り外し、	
安全な場所に保管してください。同時に、トレッドミルの修理が必要であることを他のユーザーにも通知してください。 
*部品の注文や、TRUE の正規修理担当者への連絡は www.truefitness.com をご覧ください。

器具の清掃：
使用毎に：
• GymWipes™ 抗菌ワイプや、水 30：中性洗剤 1 の溶液で湿らした柔らかい布で、すべての露出面を拭いてください。 
•	 コンソールの表面は、液晶画面クリーナーや、水 1：アルコール 1（純度 91% のイソプロピルアルコール）の溶液で湿
らした柔らかい布を用いて拭いてください。これにより、指紋、埃や汚れを取り除くことができます。

週ごとに：
•	 トレッドミル、モーターカバーの通気口やストラドルカバーの周囲に蓄積したすべての埃や汚れを掃除機で吸い取
ってください。通気孔が詰まると駆動モーター、傾斜用モーターおよび制御基板の適切な冷却ができなくなり、寿
命を短くする原因となります。  

•	 走行ベルトの軌道や張りを確認してください。走行ベルトの張りを調整する必要がある場合は、続く「走行ベルト
の調整：」から「走行ベルトの張りを調整する」の項目を参照してください。

      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あ
り、保証の対象外となることがあります。トレッドミルのいかなる部分にも、水やスプレーの液体をかけないでください。
トレッドミルは使用前に完全に乾かしてください。ユニット下の床面は定期的に掃除機で掃除するようにし、本機の故
障の原因となる埃や汚れが堆積しないようにしてください。走行ベルトの清掃には柔らかいナイロンたわしを使用して
ください。トレッドベルトの内側を直接清掃することは避けてください。動作機構のほとんどは、モータカバーとトレッド
ミル本体の中に保護されています。トレッドミルを効率的に動作させるには、摩擦を低く抑える必要があります。摩擦
を低く抑えるには、走行ベルト、走行台、および内部機構をできる限り清潔な状態に保つ必要があります。
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走行ベルトの軌道を調整する：
ベルトの軌道を調整することにより、ベルトの中心位置の維持とスムーズな動作を実現できます。ベルトを調整するに
は、いくつかの簡単な手順を踏みます。これらの手順に関して不明な点がある場合は、TRUE 修理サポートまでご連絡
ください。 

       注意：
走行ベルトの調整時は、十分に注意を払う必要があります。後部ローラの近くで調整や作業を行う際は、トレッドミル
の電源を切ってください。ぶかぶかな服の着用は避けてください。また、髪が長い場合は後ろで束ねてください。ロー
ラーの前とデッキの後ろに指や物を挟まないよう特に注意してください。物がベルトやローラーに巻き込まれた場合	
でも、トレッドミルはすぐに停止することはできません。 

         注意：
擦過音が聞こえるとき、または走行ベルトの損傷が疑われるときは、[STOP] ボタンを押して直ちにベルトを停止してく
ださい。TRUE 修理サポートに連絡してください。本体の後部を数分間歩き、ベルトの状態を観察します。ベルトは走
行デッキの中心に位置している必要があります。ベルトが中心からずれている場合はベルトの調整が必要です。 
重要：
ベルトの軌道が適切に調整されていない場合、摩耗や破損の原因となり、製品保証の対象外となる場合があります。
走行ベルトを停止するには、[停止] ボタンを押してください。トレッドミルの電源を切ります。

         注意：
安全のため、調整作業を始める前に必ず電源スイッチからトレッドミルの電源を切ってください。本体の上に人が立っ
ているときは、走行ベルトの調整を行わないでください。 

       注意：
調整ボルトは、一度に 1/4 回転以上回さないでください。ボルトを締めすぎるとトレッドミルが破損する恐れがあります。  
走行ベルトの調整方法に不明な点がある場合は、TRUE 修理サポートまでご連絡ください。

走行ベルトが右側に寄り過ぎている場合：
    •  トレッドミルの背面キャップで覆われているベルト調整用ボル

トの位置を確認してください。（左右を判断するには、トレッド
ミルの後方に立って、ディスプレイの方を向いてください）。

    •  適切なサイズの六角レンチまたは六角ソケットを使用して、
右側の調整用ボルトを時計回りに 1/4 回転回します。

    •  トレッドミルの電源を入れ、毎時 3 マイル（4.8 km）の速度でベ
ルトを走らせてください。本体の上には乗らないでください。  

    • ベルトが自己調整するまで 2分間待ちます。
    •  更なる調整が必要な場合は、上記の手順を繰り返してく

ださい。

注：走行ベルトが適切に調整されている場合、ベルトがベ
ルト調整スロットの中央にあることが目視できます。 
スロットは後部ローラーガードにあります。 
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走行ベルトの張りを調整する：
トレッドミル上でのランニング時に滑りやうねりを感じる場合は、走行ベルトの張りを調整する必要がある可能性があ
ります。ほとんどの場合、ベルトの張りは使用するにつれて低下します。ベルトの張りは、いくつかの簡単な手順で調
整することができます。これらの手順に関して不明な点がある場合は、 
TRUE 修理サポートに連絡してください。 

•	 	フロントベルトカバーのベルト調整用ボルトの位置を	
確認してください。 

•	 ラバーカバープラグを取り外します。
•	 	適切なサイズの六角レンチまたはソケットを使用して、 
両方の調整用ボルトを時計回りに 1/4 回転回します。

•	 トレッドミルの電源を入れてベルトを走らせ、ベルトが	
滑らないことを確認してください。

•	 更なる調整が必要な場合は、上記の手順を繰り返し	
てください。

注：走行ベルトの張りの調整が完了したら、次に使用する	
前に、両方の六角レンチがフロントベルトカバーの調整用	
ボルトから取り外されていることを確認してください。

ベルトの潤滑
週 20 時間以上の商業使用の場合、3 ヶ月ごとの潤滑をお勧めします。 

•	 フロントベルトカバーのベルト調整ボルトの場所を	
確認してください。

•	 ラバーカバープラグを取り外します。
•	 フロントベルトカバーのベルト調整ボルトを緩めて	
ください。

•	 ベルトを持ち上げて、デッキの中心に潤滑剤を 
塗布してください。

•	 上記の手順に従ってベルトの中心位置を合わせ、	
ベルトを張り直します。

•	 ベルトとデッキに潤滑油を均等に行き渡らせるため、	
トレッドミル上を 2 MPH（3.2 km/h）の速度で約 60 秒	
間歩いてください。

* 適切な潤滑剤をお求めになるには、販売店にお問い合わせいただくか、または www.truefitness.com をご覧ください。

走行ベルトが左側に寄り過ぎている場合：
    •  トレッドミルの背面キャップで覆われているベルト調整用ボ	

ルトの位置を確認してください。（左右を判断するには、トレ	
ッドミルの後方に立って、ディスプレイの方を向いてください）。

    •  適切なサイズの六角レンチまたは六角ソケットを使用して、	
左側の調整ボルトを時計回りに 1/4 回転回します。 

    •  トレッドミルの電源を入れ、毎時 3 マイル（4.8 km）の速度で	
ベルトを走らせてください。本体の上には乗らないでください。  

    • ベルトが自己調整するまで 2分間待ちます。
    •  更なる調整が必要な場合は、上記の手順を繰り返して	

ください。

注：走行ベルトの調整が完了したら、次に使用する前に、六角レンチがフロントベルトカバーの調整ボルトから取り外
されていることを確認してください  

ベルトを右側に移動します
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機器の水平調整：
この機器には、走行面を確実に水平にするための調節可能なフロント水平	
調節ネジが用意されています。トレッドミルが不均一な床に配置されている場合、	
前部の水平調整ネジを用いてある程度の範囲までは調整することができますが、 
床が非常に不均一な場合は調整可能な範囲を超えてしまう場合があります。  

他の定期的な予防メンテナンス：
資格のある技術者によってメンテナンスを四半期ごとに実行すること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 www.truefitness.com からお近くの TRUE 認定技術者を検索してください。

定期的な予防メンテナンス：
•	 コンソールの時間、距離および累計時間を記録します。
•	 エラー記録をコンソールで確認してください。
•	 走行ベルトと駆動ベルトの張りと軌道を確認してください。
•	 モータカバーを外し、駆動モータ、速度センサ保持具、モータ制御基板およびモータのヒートシンク室の周囲から 
ゴミを吸い出してください。

•	 本体を移動し、床面を掃除してください。
•	 後部固定脚やリフトモーターネジを含めて昇降ピボット軸を潤滑してください。
•	 歩行ベルトとデッキも潤滑してください。
•	 すべての留め具を点検してください。
•	 すべての電気接続を点検してください。
•	 異常や摩耗の兆候がないか、すべてのコンポーネントを検査してください。

       注意： 
TRUE Fitness の認定を受けた修理業者にのみ依頼するようにしてください。

長期間の保管：
トレッドミルを長期間使用しない場合には、電源を切ってください。電源ケーブルを必ずコンセントから抜き、他の人
や機器の邪魔にならない安全な場所に保管するようにしてください。

チェストストラップの保管：
チェストストラップは、クローゼットや引き出しなどの埃や汚れが付着しない場所に保管してください。チェストストラ
ップを高温環境下に置かないように注意してください。温度が 32°F （0°C）以下になる可能性のある場所には保管しな
いでください。チェストストラップの洗浄には、中性洗剤を含む水で湿らせたスポンジまたは柔らかい布を使用してく
ださい。水気は、清潔なタオルで完全に拭き取ってください。
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お客様サービスへのお問い合わせ： 
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.truefitness.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@truefitness.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@truefitness.com

販売に関するお問い合わせ： 
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@truefitness.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、配送の受け取りが拒否され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、製品が送られてきた梱包箱の破損状態も含めるようにしてください。サポートに関しては、
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。直ち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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トラブルシューティングガイド： 
このトラブルシューティングガイドは、診断時の参考情報としてのみ準備されており、包括的なものではありません。
技術仕様、異常コードおよびプログラムは、予告なく変更されることがあります。このマニュアルに含まれる記述や説
明に完全または部分的に依存した結果として被ったいかなる損害に対しても、当社は一切の責任を負いません。最新
の取扱説明書や各種ガイドは www.TRUEfitness.com からダウンロードしてください。トラブルシューティングや診断に
関する質問は、TRUE 修理サポート（電話：800-883-8783）までお問い合わせください。

異常 考えられる原因 是正処置

電源が入らない

ユニットの電源が入っていない 電源スイッチがオンの位置にあることを確認してください

電源コードが破損している 電源コードを交換してください

電源コードがソケットに完全に挿入され	
ていない

本体とコンセントの電源接続を確認してください

コンセントに電力が供給されていない 電圧計を使用して、コンセントの電力を確認してください

回路ブレーカが作動している
回路ブレーカは、電源スイッチの隣に設けられています。	
回路ブレーカが作動していないことを確認してください。 
ブレーカが作動している場合は本体をリセットしてください。

本体が予期せ	
ずにリセットされ
たり、一時停止し
たりする

電源コードが破損している 電源コードを交換してください

電源コードがソケットに完全に挿入され	
ていない

本体とコンセントの電源接続を確認してください

安全（緊急停止）キーが完全に差し込まれ	
ていない

安全（緊急停止）キーをコンソールへ差し込み直してください

供給電力が不足している
電力計を使用して、コンセントからの出力が 20A 以上あるこ

とを確認してください

異常コードがコンソールに表示される TRUE Fitness お客様サービス部門までお問い合わせ	
くださいメイン通信ケーブルが挟まれているか、また

は緩んでいる
「使用者が検出されません」のメッセージが

画面に表示される
使用者の体重は 90 ポンド（41 kg）を上回っている必要があり
ます。コンソールから、人体検出設定を確認してください

歩行ベルトが
中心からずれて

いる

ユニットが水平に設置されていない
後部の水平調整ネジを調整して、本体を水平にしてください  
第 5 章：「走行ベルトの軌道を調整する」を参照してください

ベルトの軌道を調整します 第 5 章：「走行ベルトの中心合わせ」を参照してください

歩行ベルトの上
に乗るとベルトの
動きが鈍くなる、
またはベルトが

滑る

ベルトの張りを調整してください 第 5 章：「走行ベルトの張りを調整する」を参照してください

走行ベルトを潤滑してください 第 5 章：「トレッドミルの潤滑」を参照してください 

使用中のトレッド
ミルから擦れる
音がする

歩行ベルトがストラドルカバーと擦れている
ベルトの軌道を調整します。第 5 章：「走行ベルトの中心合

わせ」を参照してください
異物が歩行ベルトの下に詰まっている可能

性がある
本体の下を点検してください。本体の下に異物がある場合は

取り除いてください
異物がモータ部分に詰まっている可能性	

がある

TRUE Fitness お客様サービス部門までお問い合わせください
ベアリングが破損している可能性がある

駆動モーターが破損している可能性がある

駆動ベルトの調整が狂っている
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異常 考えられる原因 是正処置

心拍数の表示が不	
規則、あるいは心拍数	
が全く表示されない

トランスミッターのベルトと皮膚の接触が悪い
皮膚と完全に接触するようにトランスミッターのベ

ルトの位置を再調整してください

トランスミッターのベルト接点が湿っていない トランスミッターのベルト接点を湿らせてください

トランスミッターベルトが、心拍数レシーバーか
ら 3 フィート（1メートル）以内の距離にない

コンソールから 3 フィート（1メートル）以内に来るよ
うにベルトの位置を調整してください

トランスミッターベルトの内部バッテリーが消耗
している

互換性のあるトランスミッターのベルトと交換して
ください

本体から 3 フィート（1 m）以内に、互換性のある
トランスミッターストラップを装着している他の

使用者がいる

各機器間の間隔が広がるように本体を移動させて
ください

高圧電線による干渉

心拍数の測定値が安定するまで、本体を部屋の	
別の場所に移動させるか、干渉源を動かしてくだ
さい。干渉源となっている可能性が高い機器が同
じコンセントに接続されている場合は、機器を別

のコンセントに接続してください

コンピュータからの干渉

モータ駆動の電化製品からの干渉

携帯電話またはコードレス電話からの干渉

Wi-Fi ルータからの干渉 

異常コード 種類 説明 原因 是正処置

異常 CN00：コンソール
構成部品の破損 

コンソール
制御基板部分が破損してお
り、整合性チェックに失敗する 

ソフトウェアが損傷し
ている

電源を入れ直す

コンソールを再設定する

ファームウェアとソフト
ウェアのバージョンに互

換性がない

ソフトウェア/ファームウェア
を再インストール

代理店または TRUE 修理部
門に問い合わせ

異常 CN01：内部エラー コンソール ソフトウェアの演算エ  ラー

コンソールの設定が正
しくない

電源を入れ直す

コンソールを再設定する

ソフトウェアが損傷し
ている

ソフトウェア/ファームウェア
を再インストール

代理店または TRUE 修理部
門に問い合わせ

異常 CN02：無効なコン
ソール構成

コンソール
製品の設定データの検証チェ
ックに失敗する（傾斜範囲が

正しくない、など）

コンソールの設定が正
しくない

電源を入れ直す

コンソールを再設定する

傾斜モーターの範囲外 代理店または TRUE 修理部
門に問い合わせケーブルが緩んでいる
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異常 CN03：ボ
タンの固着 コンソール メンブレンキーが戻

らない 
メンブレンキーが破損	

している 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ 

異常 CN04：	
下部基板の通
信障害（トレッ
ドミルのみ）

コンソール

下部基板から制御
基板への応答が
遅れる（3 度試行し
てもすべて遅れる

場合）

ケーブルが緩んでいる
電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

スマートカード

代理店または TRUE 修理部門に問い合わせMCB

コンソール

異常 CN05：下
部コントロール
が存在しない

コンソール

コンソールに接続
されている下部基
板が存在しない。
検出用ケーブルが
接続されていない。

ケーブルが緩んでいる
電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

コンソールの設定が正し	
くない コンソールを再設定する

異常 CN06：構
成不適合 コンソール

コンソールで設定
されている本体
が、実際に取り付
けられているものと

は異なる

コンソールの設定が正し	
くない

電源を入れ直す

コンソールを再設定する

ケーブルが緩んでいる ケーブルの接続を確認

異常 CN07：キ
ャリブレーショ
ンタイムアウト

コンソール
傾斜キャリブレーシ
ョンが、通常の時
間内に完了しない

AC ライン電圧が低い
キャリブレーションを再試行

コンセントの AC 電圧を確認

異常 CN08：キ
ャリブレーシ
ョン失敗 - 傾
斜下限に達し
ない

コンソール

傾斜キャリブレー
ション中に、本来
の傾斜下限に達し

ない

コンソールには「キャリブ	
レーションに異常が発生し、	
保存されませんでした」と表
示される。傾斜が無効にな	

っている

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

傾斜のポテンショメータ値が
異常

傾斜のキャリブレーションを実行する

代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ

異常 CN09：安
全キーを挿入 コンソール 回路が緊急切断

安全キーが差し込まれてい
ない 安全キーを挿入し直す

ケーブルが緩んでいる ケーブルの接続を確認

スイッチの破損 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ

異常 CN10：緊
急停止の異常 コンソール 緊急回路のテスト

が失敗する

コンソールのキャッチ 電源を入れ直す

安全キーが差し込まれてい
ない 安全キーを挿入し直す

ケーブルが緩んでいる ケーブルの接続を確認

スイッチの破損 代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ

異常 CN24：BB 
通信エラー コンソール SBC が制御基板と

通信できない コンソール
電源を入れ直す

代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ

異常 CN25：フ
ァームウェアの
不一致

コンソール

制御基板のファー
ムウェアが SBC ソ
フトウェアと互換性

がない

ソフトウェアが損傷している
電源を入れ直す

コンソールを設定し直す

ファームウェアとソフトウェア
のバージョンに互換性がない

ソフトウェア/ファームウェアを再インストール

代理店または TRUE 修理部門に問い合わせ
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異常 SP01：	
ベルトの速	
度不足 

速度
トレッドモータの回
転数が目標を下回っ

ている

ベルトデッキの摩擦が大きい トレッドベルトを潤滑

ベルトの張力が高い
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ

ライン電圧が低い 駆動ベルトと走行ベルトの張りを確認

速度センサに汚れが付着している、
または速度センサの位置がずれている

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

異常 SP02：	
ベルトの速度
が速すぎる

速度
トレッドモータの回
転数が目標回転数
よりも高い

ベルトデッキの摩擦が大きい
トレッドベルトを潤滑

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

ライン電圧 AC ライン電圧を確認

速度センサに汚れが付着している、
または速度センサの位置がずれている

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

異常 SP03：	
ベルトの加速
が速すぎる

速度
トレッドベルトの加
速が速すぎる

使用者がベルトを止めている ベルトを止めないでください

ベルトデッキの摩擦が大きい トレッドベルトを潤滑

速度センサに汚れが付着している、
または速度センサの位置がずれている

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

異常 SP04：
速度信号未
検出

速度
速度センサから速
度データが検出さ

れない

速度センサに汚れが付着している、
または速度センサの位置がずれている

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

ベルトデッキの摩擦が大きい
トレッドベルトを潤滑

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

ライン電圧が低い AC ライン電圧を確認

異常 IN01：	
傾斜停止

傾斜
傾斜が手動で調整

できない

コンソールには「キャリブレーション	
に異常が発生し、保存されませんでし
た」と表示される。傾斜が無効になっ

ている。

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

傾斜のキャリブレーションを実行する

傾斜のポテンショメータ値が異常
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ
アクメナットが詰まっている

モーターの軸受け

異常 IN02：	
傾斜範囲外

傾斜

傾斜値がキャリブレ
ーション範囲外と表
示される場合は、キ
ャリブレーション中
に傾斜しなかった可
能性があります

コンソールには「キャリブレーション	
に異常が発生し、保存されませんでし
た」と表示される。傾斜が無効になっ

ている。

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

傾斜のキャリブレーションを実行する

傾斜のポテンショメータ値が異常
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ

異常 IN03：
傾斜実行不
具合

傾斜
傾斜が勝手に変化

する

コンソールには「キャリブレーション	
に異常が発生し、保存されませんでし
た」と表示される。傾斜が無効になっ

ている。

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

傾斜のキャリブレーションを実行する

傾斜のポテンショメータ値が異常
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ
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異常 IN04：最大/最
小傾斜

傾斜

傾斜値が設計値の範	
囲外にある場合は、接続
が外れている可能性があ

ります。

コンソールには「キャリブ
レーションに異常が発生
し、保存されませんでし
た」と表示される。傾斜が
無効になっている。

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

傾斜のキャリブレーションを実行する

傾斜のポテンショメータ値
が異常

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

異常 A101：モーター
制御基盤故障

AC MCB 2.5 VDC 基準ステータス モーター制御基板

電源を入れ直す

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

異常 A102：モーター
制御基盤故障

AC MCB 1.65 VDC 基準ステータス モーター制御基板

電源を入れ直す

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

異常 A103：モーター
制御基盤故障

AC MCB B 相電流センサ

ケーブルが緩んでいる ケーブルの接続を確認

モーター制御基板
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ

異常 A104：モーター
制御基盤故障

AC MCB A 相電流センサ

ケーブルが緩んでいる ケーブルの接続を確認

モーター制御基板
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ

異常 A105：モーター
制御基盤故障

AC MCB C 相回路開

ケーブルが緩んでいる ケーブルの接続を確認

モーター制御基板
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ

異常 A106：モーター
制御基盤故障

AC MCB B 相回路が開いている

ケーブルが緩んでいる ケーブルの接続を確認

モーター制御基板
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ

異常 A107：モーター
制御基盤故障

AC MCB A 相回路が開いている

ケーブルが緩んでいる ケーブルの接続を確認

モーター制御基板
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ

異常 A108：モーター
制御基盤故障

AC MCB DCLink バス過電圧 
(MAX_VDC1)

ケーブルの接続が緩んで
いる

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

モーター制御基板
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ

異常 A109：モーター
制御基盤故障

AC MCB 重大な DCLink バス過電
圧 (MAX_VDC2)

ケーブルの接続が緩んで
いる

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

モーター制御基板
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ

異常 A110：モーター
制御基盤故障

AC MCB DCLink バス電圧が低い

ライン電圧 AC ライン電圧を確認

モーター制御基板
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ
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異常 A111：モー
ター制御基盤
故障

AC MCB 速度命令が異常

速度センサに汚れが付着している、ま
たは速度センサの位置がずれている

代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせ

ベルトデッキの摩擦が大きい
トレッドベルトを潤滑

代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせ

ライン電圧が低い AC ライン電圧を確認

異常 A112：モー
ター制御基盤
故障

AC MCB 相過電流（RMS）
ケーブルの接続が緩んでいる

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

モーター制御基板 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせ

異常 A113：速度
センサー故障 AC MCB 速度センサの故障

速度センサに汚れが付着している、ま
たは速度センサの位置がずれている

代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせ

ベルトデッキの摩擦が大きい
トレッドベルトを潤滑

代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせ

ライン電圧が低い AC ライン電圧を確認

異常 A114：モー
ターが過熱する AC MCB ヒートシンクが過

熱する

ベルトデッキの摩擦が大きい
トレッドベルトを潤滑

代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせ

ライン電圧が低い AC ライン電圧を確認

異常 A115：モー
ターが過熱する AC MCB モータドライブが

過熱する

ベルトデッキの摩擦が大きい
トレッドベルトを潤滑

代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせ

ライン電圧が低い AC ライン電圧を確認

異常 A116：モー
ター制御基盤
故障

AC MCB ブレーキゲートド
ライバの故障

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB

異常 A117：モー
ター制御基盤
故障

AC MCB A 相低ゲートドラ
イバの故障

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB

異常 A118：モー
ター制御基盤
故障

AC MCB B 相低ゲートドラ
イバの故障

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB

異常 A119：モー
ター制御基盤
故障

AC MCB C 相低ゲートドラ
イバの故障

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB

異常 A120：モー
ター制御基盤
故障

AC MCB 出力ピーク過電流

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB
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異常 A121：モーター制
御基盤故障 AC MCB A 相高ゲートドラ

イバの故障 

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認 

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB

異常 A122：モーター制
御基盤故障 AC MCB B 相高ゲートドラ

イバの故障

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB

異常 A123：モーター制
御基盤故障 AC MCB C 相高ゲートドラ

イバの故障

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB

異常 A124：モーター制
御基盤故障 AC MCB DCLink バスにお

ける過電圧

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB

異常 A125：モーター制
御基盤故障 AC MCB C 相電流センサ

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB

異常 A126：モーター制
御基盤故障 AC MCB PFC ドライバの

故障

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

駆動モーター 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせMCB

異常 A127：モーター制
御基盤故障 AC MCB 出力ピーク過電流

コンソールには「キャリブレーシ
ョンに異常が発生し、保存され
ませんでした」と表示される。
傾斜が無効になっている。

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

傾斜のキャリブレーションを実行する
傾斜のポテンショメータ値が

異常
傾斜用モーターのグレード値が 0% 

に設定されている 
アクメナットが詰まっている 代理店または TRUE 修理部門に問

い合わせモーターの軸受け

異常 A128：モーター制
御基盤故障 AC MCB PFC が過熱する

ベルトデッキの摩擦が大きい
トレッドベルトを潤滑

代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせ

ライン電圧が低い AC ライン電圧を確認

異常 SC00：下部基板
の通信異常

スマート
カード

コントローラ通信
エラー

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

スマートカード 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせモーター制御基板

異常 SC01：下部基板
の通信異常

スマート
カード

コンソール通信タ
イムアウトエラー

ケーブルの接続が緩んでいる ケーブルの接続を確認

スマートカード 代理店または TRUE 修理部門に問
い合わせコンソール
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異常 SC02：傾斜停
止

スマート	
カード

傾斜停止

コンソールには「キャリブレーショ
ンに異常が発生し、保存されませ
んでした」と表示される。傾斜が

無効になっている。

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

傾斜のキャリブレーションを実行する

傾斜のポテンショメータ値が異常
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ
アクメナットが詰まっている

モーターの軸受け

異常 SC03：傾斜実
行不具合

スマート	
カード

傾斜が制御不
能

コンソールには「キャリブレーショ
ンに異常が発生し、保存されませ
んでした」と表示される。傾斜が

無効になっている。

電源を入れ直す

ケーブルの接続を確認

傾斜のキャリブレーションを実行する

傾斜のポテンショメータ値が異常
代理店または TRUE 修理部門に問い

合わせ
アクメナットが詰まっている

モーターの軸受け

異常 SC04：モーター
速度不足

スマート	
カード

速度が遅すぎる

ベルトデッキの摩擦が大きい
トレッドベルトを潤滑

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

ベルトの張力が高い 駆動ベルトと走行ベルトの張りを確認

ライン電圧が低い AC ライン電圧を確認

速度センサに汚れが付着してい
る、または速度センサの位置が

ずれている

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

異常 SC05：モーター
過速度

スマート	
カード

速度が速すぎる

ベルトデッキの摩擦が大きい
トレッドベルトを潤滑

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

ライン電圧 AC ライン電圧を確認

速度センサに汚れが付着してい
る、または速度センサの位置が

ずれている

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

異常 SC06：モーター
加速障害

スマート	
カード

加速が異常に
速い

使用者がベルトを止めている ベルトを止めないでください

ベルトデッキの摩擦が大きい トレッドベルトを潤滑

速度センサに汚れが付着してい
る、または速度センサの位置が

ずれている

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

異常 SC07：速度セン
サー故障

スマート	
カード

速度カードが
ない

速度センサに汚れが付着してい
る、または速度センサの位置が

ずれている

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

ベルトデッキの摩擦が大きい
トレッドベルトを潤滑

代理店または TRUE 修理部門に問い
合わせ

ライン電圧が低い AC ライン電圧を確認
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With a combination of the latest technology options and the reliability of TRUE’s premium 

warranty, the C650 treadmill provides the performance and efficiency needed for your 

commercial facility. Patented items like HRC Heart Rate Control® and TRUE's  

low-impact Soft System® allows your users to have a first-class exercise experience.  

In addition, a variety of consoles are available to provide multiple levels of features,  

technology, and asset management.  

650 TREADMILL
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TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Power Source 110V/20A, 220V Option Available

 Cord Length 12' / 3.7 M

Drive Motor 5 HP AC Self-Cooling Max Drive

Power Factor Correction (PFC) Standard

Incline Motor 1,200 lbs. of Thrust

Speed Sensor Optical

Deck Reversible 1" / 0.8 cm  Medium-Density Fiberboard

Reversible Deck Standard

Belt Lubricant Infused Siegling Multi-Ply with PVC Coating

Rollers 3" / 8 cm w/ Shielded Bearings

Impact System True Soft System®

Frame Construction Robotically Welded Heavy-Gauge Steel

Lubrication Silax

Speed Range 0.5 to 12 MPH / 0.8 to 19 KPH (0.5 to 15.0 MPH / 0.8 to 24 KPH with Decline)

Incline/Decline Range 0% to 15%, ( -3% to 15% with Decline)

Quick Access Control Speed and Incline on Hand Grips with Start and Stop on Quick Access Point

Handrail Design Extended Handrails with Molded Rubber, Moisture-Resistant Grips

Contact Heart Rate Monitoring Yes

Wireless Heart Rate Monitoring Polar®  

AVAILABLE CONSOLES Transcend16, Escalate15, Escalate9, Emerge 

ASSET MANAGEMENT EcoFit

SAFETY Saftey Clip Standard/Non-Removable

Extended Handrails Standard

Large Straddle Covers Standard

User Detection User Present Detection™

REGULATORY APPROVALS ETL UL1647, CSA, CE, EN957, (ISO 20957), FCC

EXTRAS Accessories Water Bottle Holder, Accessory Tray, Over Molded Reading Rack/Tablet Holder, Power Cord Management, Optional Medical Rails, Optional Decline Feet Kit

PHYSICAL SPECIFICATIONS Footprint 82" L x 33" W x 60.3" H / 208.2 cm x 83.8 cm x 153.1 cm

Footprint with Decline 82" L x 33" W x 62.5" H / 208.2 cm x 83.8 cm x 158.7 cm

Running Surface 60" L x 22" W / 152.4 cm x 55.8 cm

Machine Weight 428 lbs /194.1 kg

Shipping Weight 470 lbs / 213.1 kg

Maximum User Weight 500 lbs / 226.7 kg

Step-Up Height 7" / 17.7 cm (9" / 22.8 cm with Optional Decline)

Portability 2 Front Transport Wheels

WARRANTY Warranty Type Commercial (all dues paying facilities, regardless of usage)

Frame Lifetime

Motor 5 Years

Parts 3 Years

Labor 3 Years

Warranties outside the U.S. and Canada may vary - Please contact your dealer for details. Specifications subject to change without notice. 

BROCH17CTC650

C650 TREADMILL 
SKU: TC650

REV 6-30-17
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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* 耐用年数
モーター
駆動モーター
モーター制御基盤

5 年
5 年

部品
Transcend タッチスクリーン
Escalate15 コンソール
電気
磨耗アイテム
装飾品

3 年
3 年
3 年
3 年
6 か月

労力
部品
モーター
装飾品

3 年
3 年
6 か月

装置の接続性
ヘッドフォンジャックおよび
USB 端子

部品は 90 日間、
労力はなし

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： 本製品は業務用であり、1 日当たり 8 時間を超えて利用さ
れる装置が含まれています。これには、有料の装置（利用の有
無を問わず）のすべて、および無料の装置が多く含まれていま
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、最初の購入者が製品を所有している限
り、材料および製造上の欠陥に対して保証されます。フレーム
は、購入日から 3 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：トレッドミル電気部品と磨耗アイテムは、材料および製
造上の欠陥については 3 年間保証されます。労力の保証期間
は 3 年間です。Transcend タッチスクリーンと Escalate15 コンソ
ールは、材料および製造上の欠陥については 3 年間保証され
ます。労力の保証期間は 3 年間です。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。*TRUE Fitness は、製品の心拍数システム
の性能については、ユーザーの生理機能、年齢、使用方法、	
その他の要因に基づいて異なるため保証しません。*この限定
保証は、ソフトウェアバージョンのアップグレードには適用され
ません。

装飾品：トレッドミルの装飾部品は、材料および製造上の欠陥
に対しては 6 ヶ月間保証されます。労力の保証期間は、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、およびグリップに適
用されます、ただしそれらに限定されません。

装置の接続性：装置の接続性要素; ヘッドフォンジャックおよび 
USB ポートは、材料および製造上の欠陥に対しては 90 日間保
証されます。労力の保証期間はありません。

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 3 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の TRUE 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）

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。

業務限定保証
TC650 トレッドミル
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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。

TC650 トレッドミルシリアル番号:  
TC650 トレッドミルには次の 2 つのシリアル番号があります;  
ベースに 1 つ、ディスプレイコンソールに 1 つ (下図を参照)。	
ベースのシリアル番号は、電源インレットに直接隣接しているト
レッドミルの下端部に記されています。コンソールのシリアル番
号は、各コンソールの右下端部に記されています。この下にシリ
アル番号を書き留めておいてください。

コンソールのシリアル番号：

ベースのシリアル番号：

    コンソールのシリアル番号：

             ベースのシリアル番号：

シリアル番号ステッカーの例：

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。

本ページを記録のため保管してください。

業務限定保証
TC650 トレッドミル
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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。 

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。

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、郵送料を節約して truefitness.com でオンライン登録する）

    

下記の両方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：

コンソールのシリアル番号：

ベースのシリアル番号： 

 

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                                                                                                      
都市名                       都道府県名                  郵便番号                       

電子メールアドレス       ウェブサイト                                  

電話      ファックス        

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/バリュー         ___  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. あなたの会社は現在、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 1 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 名より多い

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。 

業務限定保証
TC650 トレッドミル
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The C900 treadmill combines TRUE’s newest technology and performance advancements 

with the dependable quality and low cost of ownership your facility demands. Backed by 

TRUE'S premium warranty, the C900 provides runners a high-end experience with the 

largest running surface in the industry, a speed range up to 17 mph, and TRUE’s patented 

low-impact Soft System® and HRC Heart Rate Control®. Multiple console options provide 

customizable features, technology, and asset management  

capabilities for enhanced user engagement.   

900 TREADMILL
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Warranties outside the U.S. and Canada may vary - Please contact your dealer for details. Specifications subject to change without notice. 

BROCH17CTC900

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Power Source 110V/20A, 220V Option Available

 Cord Length 12' / 3.7 M

Drive Motor 5 HP AC Self-Cooling Max Drive

Power Factor Correction (PFC) Standard

Incline Motor 1,200 lbs. of thrust

Speed Sensor Optical

Deck Reversible 1" / 0.8 cm Medium Density Fiberboard

Reversible Deck Standard

Belt Lubricant Infused Siegling Multi-Ply with PVC Coating

Rollers 3" / 8 cm w/ Shielded Bearings

Impact System True Soft System®

Frame Construction Robotically Welded Heavy-Gauge Steel

Lubrication Silax

Speed Range 0.5 to 17.0 MPH / 0.8 to 27 KPH  

Incline/Decline Range  0% to 18% (-3% to 18% with Decline)

Quick Access Control Speed and Incline on Hand Grips with Start and Stop on Quick Access Point

Handrail Design Extended Handrails with Molded Rubber, Moisture-Resistant Grips

Contact Heart Rate Monitoring Yes

Wireless Heart Rate Monitoring Polar®  

AVAILABLE CONSOLES Transcend16, Escalate15, Escalate9, Emerge 

ASSET MANAGEMENT EcoFit

SAFETY Saftey Clip Standard/Non-Removable

Extended Handrails Standard

Large Straddle Covers Standard

User Detection User Present Detection™ 

REGULATORY APPROVALS ETL UL1647, CSA, CE, EN957, (ISO 20957), FCC

EXTRAS Accessories Water Bottle Holder (2), Accessory Tray, Over Molded Reading Rack/Tablet Holder, Power Cord Management,  
Optional Medical Rails, Optional Decline Feet Kit

PHYSICAL SPECIFICATIONS Footprint 84" L x 34.5" W x 60.5" H / 213.3 cm x 87.6 cm x 153.6 cm

Footprint with Decline 84" L x 34.5" W x 62.5" H / 213.3 cm x 87.6 cm x 158.7 cm

Running Surface 62" L x 23" W / 157.4 cm x 58.4 cm

Machine Weight 450 lbs / 204 kg

Shipping Weight 489 lbs / 222.8 kg

Maximum User Weight 500 lbs / 226.7 kg

Step-Up Height  7" / 17.7 cm ( 9" / 22.8 cm with Optional Decline)

Portability  2 Front Transport Wheels

WARRANTY Warranty Type Commercial (all dues paying facilities, regardless of usage)

Frame Lifetime

Motor 5 Years

Parts 3 Years

Labor 3 Years

C900 TREADMILL 
SKU: TC900

REV 7-11-17
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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* 耐用年数
モーター
駆動モーター
モーター制御基盤

5 年
5 年

部品
Transcend タッチスクリーン
Escalate15 コンソール
電気
磨耗アイテム
装飾品

3 年
3 年
3 年
3 年
6 か月

労力
部品
モーター
装飾品

3 年
3 年
6 か月

装置の接続性
ヘッドフォンジャックおよび
USB 端子

部品は 90 日間、
労力はなし

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： 本製品は業務用であり、1 日当たり 8 時間を超えて利用さ
れる装置が含まれています。これには、有料の装置（利用の有
無を問わず）のすべて、および無料の装置が多く含まれていま
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、最初の購入者が製品を所有している限
り、材料および製造上の欠陥に対して保証されます。フレーム
は、購入日から 3 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：トレッドミル電気部品と磨耗アイテムは、材料および製
造上の欠陥については 3 年間保証されます。労力の保証期間
は 3 年間です。Transcend タッチスクリーンと Escalate15 コンソ
ールは、材料および製造上の欠陥については 3 年間保証され
ます。労力の保証期間は 3 年間です。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。*TRUE Fitness は、製品の心拍数システ	
ムの性能については、ユーザーの生理機能、年齢、使用方法、	
その他の要因に基づいて異なるため保証しません。*この限定
保証は、ソフトウェアバージョンのアップグレードには適用され
ません。

装飾品：トレッドミルの装飾部品は、材料および製造上の欠陥
に対しては 6 ヶ月間保証されます。労力の保証期間は、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、およびグリップに	
適用されます、ただしそれらに限定されません。

装置の接続性：装置の接続性要素; ヘッドフォンジャックおよび 
USB ポートは、材料および製造上の欠陥に対しては 90 日間保
証されます。労力の保証期間はありません。

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 3 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の TRUE 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）

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。

業務限定保証
TC900 トレッドミル
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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。

TC900 トレッドミルシリアル番号:  
TC900 トレッドミルには次の 2 つのシリアル番号があります;  
ベースに 1 つ、ディスプレイコンソールに 1 つ (下図を参照)。	
ベースのシリアル番号は、電源インレットに直接隣接しているト
レッドミルの下端部に記されています。コンソールのシリアル番
号は、各コンソールの右下端部に記されています。この下にシリ
アル番号を書き留めておいてください。

コンソールのシリアル番号：

ベースのシリアル番号：

    コンソールのシリアル番号：

             ベースのシリアル番号：

シリアル番号ステッカーの例：

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。

本ページを記録のため保管してください。

業務限定保証
TC900 トレッドミル
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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。 

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。

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、郵送料を節約して truefitness.com でオンライン登録する）

業務限定保証
TC900 トレッドミル

  

下記の両方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：

コンソールのシリアル番号：

ベースのシリアル番号： 

 

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                                                                                                      
都市名                       都道府県名                  郵便番号                       

電子メールアドレス       ウェブサイト                                  

電話      ファックス        

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/バリュー         ___  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. あなたの会社は現在、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 1 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 名より多い

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。 


