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e. Modo deportivo
1. Modo predeterminado:
Antes de hacer funcionar el producto, verifique si el enchufe de alimentación está en buen contacto 
con el enchufe, si el bloqueo de seguridad está en su lugar y si el interruptor de alimentación 
principal está encendido. Cuando el producto está en estado de espera, la ventana muestra 0:00, 
presione el botón del interruptor, el producto comienza la cuenta regresiva durante 3 segundos, la 
ventana de velocidad muestra 1 km, la ventana de tiempo muestra 0:00 de manera predeterminada, 
presione la velocidad teclas de acceso directo (2, 5, 8, 11, 14), la ventana mostrará la velocidad 
digital correspondiente y el valor de calorías aumentará de forma acumulativa.

2. Modo de programa:
En estado de espera, la ventana muestra 0:00, presione la tecla PR0G en el panel, la ventana 
muestra el modo P-01, presione el panel continuamente para parpadear el modo P-02-P-12, 
presione nuevamente para restablecer 0:00. Bajo el programa de P-01 - PT-12, la ventana 
de tiempo parpadeará 30 minutos, y la suma y resta de tiempo se puede ajustar antes de 
comenzar. El intervalo de tiempo es de 5 a 99 minutos. Después de finalizar la configuración, 
presione el botón de inicio/parada en el panel para iniciar un movimiento de cuenta regresiva de 
3 segundos.

3. Clasificar el modo de cuenta regresiva:
La ventana muestra 0:00 en el estado de espera.
(1) Presione el botón MODO en el panel, la ventana muestra H-01 y el tiempo de la ventana 
parpadea 30 minutos. Presione el botón de velocidad más y menos en el panel para ajustar la 
suma y resta del tiempo. El intervalo de tiempo es de 5 a 99 minutos.
(2) Presione el botón MODO nuevamente, la ventana muestra H-02, la distancia de la ventana 
parpadea 1 milla, presione el botón de velocidad más y menos en el panel para ajustar la 
distancia, el rango de distancia es 1-99 millas.
(3) Presione el botón MODO nuevamente, la ventana muestra H-03, la ventana de calorías 
parpadea 50 kcal, presione las teclas más y menos en el panel para ajustar las calorías, el 
rango de calorías es 20-990 kcal.

Después de finalizar la configuración, presione el botón de inicio/parada en el panel para iniciar 
un movimiento de cuenta regresiva de 3 segundos.
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Mantenimiento del producto

Lubricante
Después de que la cinta de correr se haya utilizado durante un período de tiempo, debe 
lubricarse con aceite lubricante para cintas de correr 100 % silicona.

1.Recomendaciones:
--Utilice menos de 3 horas por semana, lubrique una vez cada 5 meses.
--Utilice 4-7 horas a la semana, lubrique una vez cada 2 meses
--Utilice más de 7 horas a la semana, lubrique una vez al mes
No utilice una cantidad excesiva de agente lubricante. No es que cuanto más lubricante, mejor 
efecto. Una lubricación razonable es un factor importante para aumentar la vida útil de la 
máquina para correr.
2. Método de lubricación
La forma de verificar si necesita agregar lubricante es agarrar la banda para correr y tocar el 
centro de la parte posterior de la banda para correr con las manos tanto como sea posible. Si 
hay aceite de silicona (una pequeña sensación de humedad) dentro de la apuesta para correr, 
significa que no es necesario agregar lubricante.Si la plataforma está seca y la banda no se 
siente mojada, deberá agregar lubricante.

(1). Pasos para aplicar lubricante a los pedales (en la foto)
(2). Detenga la cinta de correr y pliegue la máquina;
(3). Levante la cinta de correr en la parte posterior de la estructura principal, extienda la lata de 
aceite a la posición de movimiento de la cinta de correr tanto como sea posible. Rocíe aceite 
de silicona en el interior de la máquina para correr y aplique aceite de silicona en ambos lados 
de la banda para correr, luego encienda la máquina para correr a una velocidad de 0.6 mph 
para esparcir uniformemente el lubricante. Pise suavemente la cinta de correr de izquierda a 
derecha, el lubricante puede ser completamente absorbido por la cinta de correr después de 
unos minutos.

Cinturón para correr

Tabla de correr

Tabla de correr

Aceite de 
lubricación
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4. Ajuste de la desviación de la cinta de correr
Todas las cintas para correr deben ajustarse antes de que se envíen de fábrica y después de 
que se instalen. Sin embargo, después de un período de tiempo, aún pueden salirse de la pista. 
Puede haber varias razones para este fenómeno:
1). El anfitrión no se coloca plano;
2). Los pies del usuario no están en el centro de la banda para correr durante el ejercicio;
3). Cuando el usuario hace ejercicio, los pies no están estresados   de manera uniforme, lo que 
hará que la banda para correr se desvíe artificialmente. Se puede restaurar a un estado normal 
después de unos minutos de funcionamiento sin carga. Para la desviación de la banda de 
carrera que no se puede restaurar automáticamente, puede usar la llave de 6 mm en el kit de 
accesorios para ajustarla gradualmente en cuartos de círculo como la unidad. La desviación de 
la banda para correr no pertenece al rango de garantía, y depende principalmente del usuario 
mantenerla y mantenerla de acuerdo con las instrucciones. La desviación dañará gravemente la 
cinta de correr y debe detectarse y corregirse a tiempo.

Correct disposal of this product

a. Patinaje de la banda para correr: cuando una persona está corriendo, la banda para correr 
tiene el fenómeno de deslizamiento o pausa momentánea;
b. Ajuste de la correa para correr: apriete los tornillos en los lados izquierdo y derecho de la 
correa para correr, gírela en el sentido de las agujas del reloj tres veces y luego ajústela de 
acuerdo con la dirección de desviación de la apuesta para correr. Si se desplaza hacia la 
derecha, ajuste el lado derecho; si se desplaza hacia la izquierda, ajuste hacia el lado izquierdo, 
hasta que la banda para correr esté centrada.

This marking indicates that this product must not be disposed of with other 
household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle 
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return 
your used device, please use the return and collection systems or contact the 
retailer where you purchased the product. They can take this product to an 
environmentally safe recycling.

La banda para correr se desplaza hacia 
la derecha, apriete el lado derecho

Ajuste fino del balance izquierdo y 
derecho

Ajuste fino del balance izquierdo y 
derecho

La banda para correr se desplaza hacia 
la izquierda, apriete el lado izquierdo
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Métodos Comunes de Resolución de Problemas



61JP

目次

.........................................................................................

.........................................................

.............................................................

................................................................

.............................................................

.......................................

.........................................................................................

...............................................................................

...................................................................

製品の概要	 62

安全上の注意事項と警告の説明	 63

主なパラメータと構成リスト	 64

製品のインストールの説明	 65

折りたたみと傾斜調整の説明	 66

フィットネスのアドバイスとガイドライン	 67

製品の説明	 68

製品メンテナンス	 70

よくある故障の排除方法	 72



62JP

製品の概要

製品型番 : JF-H-42H

デバイズホルダー けいき部品

左発泡綿手すり
右発泡綿手すり

右立管
左立管

モータカバー

梅のつまみ

フットマット

ローラ

ランニングベルト

調節可能なフ
ットパッド

ハンドルピン

バックアングル

エッジバー

安全キー
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安全上の注意事項と警告の説明
警示图标  使用前に使用説明をよく読んで、以下の安全上の注意事項に注意し
てください：

■トレッドミルは室内に置き、湿気を避け、水をトレッドミルに飛ばさず、異物も置かない。
■運動前には、適切なジャージやスニーカーを着用してください。靴を履かずにランニングマシンで運動することは厳禁です。
運動する前に全身を伸ばしたほうがいいです。
■電源プラグは確実に接地し、コンセントには専用回路が必要で、他の電気機器との共用を避けなければならない。
■子供は事故を起こさないように機械から離れなければならない。
■長時間の過負荷運転は避けてください。そうしないと、モータとコントローラが破損し、ベアリング、ランニングベルト、
ランニングプレートの老朽化を加速します。定期的に本機をメンテナンスしてください。
■室内のホコリを減らし、一定の室内湿度を保つ。強い静電を避けます。そうしないと、電子時計やコントローラの正常な動
作に干渉する可能性があります。
■運動後はランニングマシンの電源を切ってください。
■トレッドミルを使用する場合は室内の空気を流してください。
■運動中は安全キーをインナーライナーに挟んで、緊急時に安全かつ迅速に停止してください。
■使用中に不快感や異常を感じた場合は、直ちに運動を中止して受診してください。
■シリコーンオイルを使用した後は、誤食による深刻な結果が出ないように、子どもが触れられない場所に置かなければなり
ます。

■機器の接地による不適切な接続により感電の危険がある。製品の接地が正しいかどうか疑問があれば、専門の電気工に検査
を依頼してください。製品に付属しているプラグがコンセントと一致しなくても、自分で改装することはできません。専門の
電気工に適切なコンセントの設置を依頼してください。
■製品アースプラグは、製品が同じ形状のコンセントに接続されていることを確認し、製品が中継コンセントを使用できない
ことを確認ください。

危ない !

禁止！
■製品の外部に亀裂、破損、剥がれ（内部構造露出）または溶接部分が剥がれている状態で使用しないでください。事故やけ
がをしないようにしてください。
■運動中は上下ジャンプをしない。そうでないと、転んで怪我をする可能性があります。
■屋外など湿気の多い場所での機器の使用や保管はご遠慮ください。バスルームと水滴のあるところに近いです。
■直射日光の当たる場所での使用や保管はご遠慮ください。高温の場所、例えばコンロの周囲や電気毛布などの加熱設備。漏
電や火災の原因となります。
■電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントのジャックが緩んだりしたときに使用しないでください。感電、短絡、
火災の原因となります。
■電源ケーブルを破損または無理に曲げたり捻じ曲げたりしないでください。同時に、上に重いものを置かないで、糸を挟ま
ないでください。火災や感電を起こさないようにする。
■ 2人または複数の人が同時に本機を使用しないでください。周囲の人が本機に近づかないように注意してください。墜落に
よる事故やけがの可能性があります。
■意識が伝わらない、または自分で操作できない場合は事故やけがをしないように使用しないでください。
■水や液体に触れないように！本体または操作部品を水または液体に曝さないでください。感電や火災の原因となります。
■普段運動をしない人は、急に激しい運動をしてはいけません。
■食事後、疲労感、運動直後、または食事の体力異常時に使用しないでください。そうでなければ、あなたの健康を損なう可
能性があります。
■本製品は家庭用に適しており、学校や幼稚園など多くの場所には向いていません。さもないと、怪我をする危険があります。
■食事やその他の活動に使用しないでください。
■事故や傷害の原因にならないように、飲酒後や鈍感感な行為をしないでください。
■服のポケットに硬いものを入れない。使用前に腕時計、ブレスレット、携帯電話などの貴重品、尖ったナイフ、ナイフなど
の鋭いものを外して、物を壊したり、体を傷つけたりしないようにしてください。
■使用前に、電源プラグに針、ゴミ、水などの異物がないか確認してください。感電、短絡、火災を起こさないようにします。
■濡れた手は使わないでください！濡れた手で電源プラグを抜いたり差し込んだりしないでください。感電やけがをしないよ
うにします。
■電源プラグを抜く！使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜きます。ほこりや湿気による絶縁劣化を避けるため、
漏電や火災を招く。
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主なパラメータと構成リスト

主な技術パラメータ
シーケンス番号 説明 パラメータ名

1 電圧 220-240V/50-60Hz

2 制御する方法 Meter-Touch-Typ,	APP

3 表示方法 LED,	APP

4 傾斜 3手動傾斜

5 速度範囲 1-16km/h

6 ランニングベルトエリア 430*1100mm	(L.*W.)

7 製品展開寸法 1375*750*1250mm(L.*W.*H.)

8 製品重量 N.W:39kg	G.W.:45kg

9 梱包サイズ 1470*800*280mm(L.*W.*H.)

10 FCC	ID 2A48IJF-H-42H

Zubehörpaketliste
シリアルナンバー 名前 量

1 安全キー 1

2 L 型レンチ	(6mm) 1

3 電源コード 1

4 プロデューサーマヌルネコ 1

5 デバイズホルダー 1

6 トルクスノブ 2

包材リスト
シリアルナンバー 名前 量

1 メインエンジン 1枚

2 アクセサリーパッケージ 1枚
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製品のインストールの説明

Step1.	製品を包装箱から取り出し、外層 PE袋
を取り出し、平らな地面に置く。

Step2.	アクセサリーバッグ内の梅のつまみを
取り出します。立管を手で握って矢印の方向に
反転させ、s梅のつまみでネジ穴を合わせて時
計回りにロックし、立管はしっかり揺れない。
（左右の取り付け方式は同じ）

Step3.	アクセサリバッグから安全ロックを取
り出し、携帯電話のブラケット、手すりの矢
印方向を時計回りに反転させ、安全ロックは
黄色の位置の中央に配置します。携帯電話の
スタンドの矢印はボタンを指している。

安全キー

Step4.	アクセサリバッグの電源コードを取り
出して、方向に従ってフレームパイプのワー
ドソケットに差し込み、もう一方の端に 100	V
プラグ穴を差し込み、隣の電源スイッチを「一」
位置のランプが点灯したら、使えます。
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折りたたみと傾斜調整の説明

1、製品を使わなくてもいいです。折りたたむときは、支持レバーが支持されるまで後尾カ
バーを手で支えて上向きに持ち上げます。横になるときは、支持棒の中間接続部に足先で触
れ、ゆっくり横になります。( トレッドミルを置くときは、周囲に何もないように注意し、
人はトレッドミルから 1.5 メートル離れて怪我をしないようにしなければならない )

2. 手で掴んだ後の角の位置を上に上げて収納状態にし、手でピンを引き出し、外に引くと傾
斜調整が可能で、必要なランニングマシンの高さに調整し、ピンで固定穴に差し込んで揺れ
ない（左右同じ）。

アジャスタブルマットレス

接続箇所の足先がここ
にぶつかって台を倒す
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フィットネスのアドバイスとガイドライン

ウォーミングアップ 機械を使用する前に 5～ 10 分間ウォーミングアップを行います。

呼吸
運動中は呼吸を遮断してはいけない。一般的に、動作回復の準備をするときは、
鼻で息を吸い、口で息を吐く。呼吸と動作は調和し、呼吸が急であれば、すぐに
運動を止めなければならない。

頻度 運動後は 48 時間の筋肉を休めるようにし、1日おきに同じトレーニングをしたほ
うがいい。

強度 個人の体調に合わせてトレーニング内容を決め、漸進的な負荷の原則で練習する。
運動すると酸っぱい痛みが徐々に消えていきます。

食事
消化系を守るためには、食事後 1時間以上待たなければ運動できません。訓練後、
30 分以上待たなければ食事ができません。運動する時水を少なく飲んで、特に大
量の水を避けて、心臓と腎臓の負担を増加しないようにします。

ストレッチ :
どんなスピードを走っても。まずストレッチをして、体を温めて筋肉を伸ばしやすいようにしたほう
がいいです。だから歩いて 5~10 分でウォーミングアップします。そして立ち止まって 5回以下のス
トレッチをし、足ごとに 10 秒以上します。練習が終わってからもう一度やります。

1. ストレッチ
膝を軽く曲げ、体をゆっくり曲げて背中と肩をリラックスさせ、3回繰り返します。(図
1参照 )

2. 脚筋ストレッチ
きれいなマットに座って、片足を伸ばし、もう片足を回収して、まっすぐな足の内側に
近づけます。足の指を手で触ってみて、10~15 秒保持します。そしてリラックスして、
足ごとに 3回繰り返します。（図 2参照）

3. ふくらはぎとアキレス腱を伸ばす
両手で壁や机を支えて立って、片足は後ろにあって、後足は直立して、足は地面について、
壁や机に向かって傾いて、10-15 秒保持します。そしてリラックスして、足ごとに 3回
繰り返します。（図 3参照）

4. 足首を伸ばす
右手で固定支持物を握ってバランスをとり、左手を後ろに伸ばし、左足首をつかんでゆ
っくりとお尻の位置まで引き上げ、太ももの前部の筋肉が引き締まって 10-15 秒維持さ
れるまで維持します。そしてリラックスして、足ごとに 3回繰り返します。（図 4参照）

5. 太ももの内側の筋肉を伸ばす
両足の底部は相対的に座って、膝は外に向いて、両手は両足をつかんで腹股溝の方向に
引っ張って、10-15秒維持します。そしてリラックスして、この過程を3回繰り返します。
（図 5参照）



68JP

製品の説明

a. 解説
この電子計器は使いやすく , 調整パラメータが少ない。
ランニングマシンパラメータ : 速度値。
運動パラメータ : 距離値、カロリー値、時間値。
モーションモード : 既定モード、プログラムモード、手動モード。
既定のモード : カスタムモーション
プログラムモード : 固定モーション量
分類カウントダウンモードぶんかつカウントダウンもーど : 単一の値でモーション量を設定

b.LED 数顕
1 距離表示
2. 速度表示
3. 時刻表示
4. カロリー表示

c. スマートボタン

d. 操作パラメータ
1. 電源電圧：100V/50-60Hz；
2. 最低速度：1	km/h；
3. 最高速度：16	km/h；
4. 手動モードトレーニング時間範囲：5-99 分；
5. 自動モードでの最長運動時間は 99 分である；
6. 自動モードの最高熱量は 990 カロリーを消費する；

製品のキーは以下のように設計されています :
1.	開始 / 終了キー :
2.	プログラムボタン :		
3.	そくどげんすいキー :	
4.	スピードキー :	
5.	分類カウントダウンモード：	
6.	速度ショートカット :	2,	5,	8,	11,	14
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e. 運動モード
1. デフォルトモード :
製品を運転する前に、電源プラグがコンセントと良好に接触しているかどうか、安全ロックが
しっかりしているかどうか、主電源スイッチが開いているかどうかを確認します。製品が待機
状態にある場合、ウィンドウは 0:00 を表示し、スイッチボタンを押すと、製品がカウントダウ
ンを開始して 3秒、速度ウィンドウは 1	km/h、時間ウィンドウはデフォルトで 0:00、速度ショ
ートカットキー (2、5、8、11、14) の数値を押すと、対応する数字の速度が表示され、カロリ
ーの数値が累積的に増加します。

2. プログラムモード :
待機状態では、ウィンドウ表示 0:00、パネル PR0Gキー、ウィンドウ表示 P-01 モード、パネル
フラッシュP-02-P-12モードを連続的に押して、リセット0:00をもう一度押します。P-01-PT-12
プログラムでは、タイムウィンドウが 30 分点滅し、起動前に時間の加減を調整できます。時間
は 5～ 99 分です。設定が完了したら、パネルのスタート /ストップボタンを押して、3秒カウ
ントダウンを開始します。

3. 分類カウントダウンモード :
待機状態で、ウィンドウに 0:00 が表示されます。
（1）パネル上のMODEキーを押すと、H-01 が表示され、30 分間点滅する。パネルの加減速度
ボタンを押して、時間の加減を調整します。時間は 5～ 99 分です。
（2）MODE キーをもう一度押すと、窓にH-02 が表示され、窓の距離が 1キロ点滅し、パネル
の加減速度キーを押して距離を調整し、距離範囲は 1-99 マイルです。
（3）更にMODE ボタンを押して、ウィンドウは H-03 を表示して、ウィンドウのカロリーは
50 大きいカードをきらめいて、パネルの加減ボタンを押して熱量を調節して、熱量の範囲の
20-990 大きいカードをきらめいています。

設定が完了したら、パネルのスタート /ストップボタンを押して、3秒カウントダウンを開始し
ます。
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製品メンテナンス

メンテナンス
ベルトをしばらく使用した後、100%シリコーンオイルランニングマシンの潤滑油で潤滑しな
ければなりません。

1. アドバイス :
-- 毎週 3時間未満で 5ヶ月ごとに潤滑します。
-- 週に 4-7 時間使用し、2ヶ月ごとに潤滑します。
-- 週 7 時間以上使用し、月 1回に潤滑します。
潤滑剤は過剰に使用しないでください。潤滑剤が多ければ多いほど効果が良いというわけでは
ありません。合理的な潤滑はランニングマシンの使用寿命を増加させる重要な要素である。

2. 注油方法
潤滑剤を添加する必要があるかどうかを調べる方法は、ベルトをつかみ、できるだけベルトの
裏面の中心に手を触れることです。動作する賭けにシリコーン油 (少し湿った感じ ) が含まれて
いる場合は、潤滑剤を添加する必要はありません。ランニングプレートが乾燥し、ランニング
ベルトにシリカゲルが感じられない場合は、潤滑剤を添加する必要がある。

(1).	ペダルに潤滑剤を塗布するステップ ;( 図のように )
(2).	ベルトを止めて機械を折り畳む。
(3).	本体背面のベルトを持ち上げ、タンクをベルト運動位置にできるだけ伸ばします。トレッド
ミル内部にシリコーンオイルを散布し、ベルトの両側にシリコーンオイルを塗布した後、1キ
ロ / 時間の速度でトレッドミルを起動し、潤滑油を均一に分布させる。左から右に軽くベルト
を踏むと、数分後に潤滑油がベルトに完全に吸収されます。

ランニングベルト

ランニングボード

ランニングボード

潤滑油
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4. ランニングベルトの偏り調整
すべてのランニングマシンは工場出荷前と設置後に調整する必要があります。しかし、しばら
くすると軌道を飛び出す可能性があります。この現象にはいくつかの原因があるかもしれませ
ん。
1）本体が平らでない
2) 運動時、使用者の両足は走行ベルトの中央にない
3）使用者が運動する時、両足の力が不均一で、人為的にベルトがずれてしまう。アイドル運
転は数分で正常に戻ります。走行ベルトのずれが自動的に回復しない場合は、付属バッグの 6	
mmレンチを使用して、4分の 1回転単位で徐々に調整することができます。ランニングベル
トの偏りは保証範囲に属さず、主にユーザーが説明書に基づいてメンテナンスとメンテナンス
を行う。偏りは走行ベルトを深刻に破損させ、直ちに発見し、是正し。

a.ランニングベルトの滑り :人がランニングをしている間に、滑りや瞬間的な停止現象がある。
b. ベルト調整：ベルトの左右のネジを締め、時計回りに 3回回し、ベルトのずれ方向に合わせ
て調整します。右に移動すると、右側を調整します。左に移動する場合は、ベルトが中央にな
るまで左に調整します。

ベルトを右に移動し、右側を引き締める

左右バランス微調整 左右バランス微調整

ベルトを左に動かして左側を引き締める
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よくある故障の排除方法





FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation. 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by  turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
·Reorient or relocate the receiving antenna.
·Increase the separation between the equipment and receiver.
·Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
·Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in 
portable exposure condition without restriction.




