このたびは弊社 「
SS‑600」Spining Standを
お買 い 求 めいただきま して ,あ りが と うございます。
SS‑600は乗 車が可能 な 自転車用整備 台で,展 示台 として も使用で きるよ うにな つてい ます。
またSS‑600は弊社 トレー ニ ン グ機器 に使用 してい るフ レー ム とほぼ同 じ構造 にな つてお り,自 転
車 に乗 車 した状態 で整 備 が行 える剛性 を保 ちます。

SS‑600本体は700Cまでの 自転車にご利用 いただけます。
後輸ハ ブ幅 130mm以 上の 自転車に ご利用 いただけます 。
*ス ポー ツ車に限 らず 一般車にも使用できますが,
内装切替式 の 自転車には取付けできません。

●お使 いの前 に必ず この 取扱説明書 をよ くお統み くだ さい。
● この 取扱説明書 は常 にお手元に保管 し,必 要 に応 じて参照 して くだ さい。
● 自転革の整備 以外の用途 には, この製品 を使用 しないで くだ さい。
●SS‑600を分解 ・改造 は しないで くだ さ い。

∠蛍 通常の 2強 自転車のみに使用 して くだ さい。

SS‑600を
使用する藤は, トレーニング用マ ッ トやそれに代わるシー ト( 不要になつたバスタオルなど)
の上でお使 いいただき, 床 へ直接本体を置かないよ うにしてください。床にゴム脚の跡が付 く恐れが
あります。
ZXSS‑600は

平坦 で水 平な場所 に設置 して使用 して くだ さい。

SS‑600本
体や自転車の破損を防止するため,ハ ブハン ドルを締め付けすぎないで くだ さい。
メインフレームが軽 く開き始めた位置で止めて ください。
∠氏

使用前にすべ てのボル ト,ナ ッ トが確実に締め付けられていることを確l■して ください。

使用の都度カップ リングに亀裂や異常がないか鋼べてください破損 し
たままのカップリングを使用すると脱落事故が発生する恐れがありま
す。
∠氏

トレーナー を安定させるため,脚 は最大限いつぱいに開いてください。
事故防止のため トレーナーには子供を近づけないでください。
また回転する車輸や ローラーに手や足を近づけないでください。
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メインフレームか らフレーム前脚をいつばいまで開きます。前脚 が 開 きき つて いな い状態で
乗車すると転倒する恐れ もあ り大変危険です。

ハ ブハ ン ドルを反時計回 りに回転 させ,問 隅を広げて いき
ます。固定する自転事の後輸ハ ブ幅よ りも少 し広めになる
まで広げて ください。広げすぎるとハン ドルが戻 らな くな
る可能性があ りますのでご注意 ください。

自転手の後輸部をハブハ ン ドルの間に入れ,セ ッ トします。
お使いの 自転車がクイック式の場合ハブハン ドルと逆側の
切 り欠き部にクイ ック レリーズの レバー側が くるように し,
レバー部が先端部切 り欠き く
大)に 収まるようにセッ トし
ます。お使いの 自転車がナ ッ ト式の場合はどの位置でも間
題あ りません。
園
切 り欠 きの形状は大小あ り,必 ず大きい切 り欠き側
が,上 にくるよ うにセ ッ トして くだ さい。 クイ ックレジーズ
の形状が合わない場合は,ク イ ックを交換 してご利用 くださ
い。不安定なまま ご使用にな られた場合,落 車する危険があ
ります。
ハ ブハ ン ドル を時計回 りに回転 させ 自転車を しつか りと固
定させます。クイック レリーズの レバー部およびナ ッ ト部,
またナ ッ ト式の場合は面側のナ ッ トが しっか りと左右カッ
プリング受けの中に入 つていることを確認 して ください。
ー
国
締 め付け過 ぎると自転車 のフ レ ムやメイ ンフレ
ー ム を損傷 させ る可能性があ りますのでご注意 くだ さい。

取 り外 し方法

□ □ □

自転率が制れないようにしっか りと手で支え,ハ ブハン ドル
を反時計回りに回転させます。
クイックレリーズのレバー側をカップリング受けから持ち上
げて外 します。
自転車をSS‑600本体から外 した後は,ハ ブハン ドルを時計日
りに最後まで回転させ,SS‑600の前脚を折 り畳んで保管して
ください。
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