
ダンベル取り付け
プレート　2枚*

ダンベル取り付け
ボルト　2個*

滑止めゴム
厚さ2mm　4枚

滑止めゴム
厚さ1mm　4枚

＊印の付いた梱包品は、出荷時シャフトに取り付けら
れています。

※ダンベルは付属しておりません。

各部の名前

シャフト A

シャフト B

ダンベル
取り付け部

ダンベル
取り付け部

ダンベル
取り付けプレート

ストッパー ストッパー受け

ダンベル
取り付けボルト

ダンベル
取り付けボルト

ダンベル
取り付けプレート

取り付け可能なダンベル
対応ダンベルグリップ幅 100mm以上
対応ダンベルグリップ径 28mm～ 35mm

100mm以上

28mm～35mm

組み立て前の準備
シャフトの組み立て方

1. シャフトAのストッパーを押しながら、シャ
フトBに差し込みます。

2. シャフトBのストッパー受けからシャフトA
のストッパーが見えるまで差し込みます。

ストッパー
シャフト A

シャフト B
ストッパー

シャフト A

シャフト B
ストッパー受け

 組み立て時の注意
 ャフト同士がしっかりと接続されていることを確
認してください。

ダンベル取り付けプレートの取り外し

1. シャフトからダンベル取り付けボルトを外し
ます。

2. ダンベル取り付けプレートを外します。

ダンベル
取り付けプレート

ダンベル
取り付けボルト

組み立て時の注意
 注意

 ンベルを取り付け時には、ダンベルを落とさな
いようにしてください。ケガや床等の破損の原因
になります。
 り付けるダンベルは、左右で同じ重さ・形状の
ダンベルを取り付けてください。
 エイトプレート可変式のダンベルを取り付ける場
合、ウエイトプレートがダンベルにしっかりと取り
付けられていることを確認してください。

KOMBO Barbell
TW006
取扱説明書

このたびは、KOMBO Barbell（バーベル）TW006をお
買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに
保管してください。

お買い上げいただきました製品に、万一ご不審な
点、お気付きの点などがありましたなら、なるべ
くお早めにお買い上げいただきました販売店また
は当社へお問い合わせください。

株式会社 

安全上のご注意
 警 告 

 本製品は、運動用器具です。運動以外の目的では
使わないでください。

 本製品の耐荷重は90kgです。（使用荷重は実験値
です。使用条件は変わる為、保証するものではあ
りません。）

 お子様の手の届かないところで、ご使用ください。

 医師から運動を制限されている方または運動に不
安のある方は、本製品のご使用を控えられるか、
医師とご相談のうえお使いください。

 お子様または介助を要する方またはそれらに準じ
る方がご使用になるときは、健常な成人の方が付
き添ってご使用ください。

 ハビリテーション等でご使用時は、必ず医師や
資格を持った方の指導のもと、健常な成人の方が
付き添ってご使用ください。

 本製品をご使用中に、体に痛みや違和感または
体調不良を感じたときは、すぐにご使用を中止し、
必ず医師の診断を受けてください。

 本製品をお使いになる前に体調不良や痛みを感じ
られるとき、または食後すぐなどのときは、本製
品はご使用にならないでください。

 本製品を改造したり、付属品以外を取り付けてご
使用にならないでください。ケガや本製品の破損
の原因になります。

 注意 

 本製品に破損が見られる場合は、ご使用を中止し
てください。そのままご使用になると、ケガの原因
となることがあります。

 本製品をお使いになる前には破損や各部品のゆる
みが無いことを毎回ご確認ください。破損やゆる
みのあるままご使用になると、ケガの原因となるこ
とがあります。

 本製品は広く、水平で安定した場所でご使用くだ
さい。本品をご使用中に周囲の壁や家具等に本品
や体があたらないことを確認してください。

 本製品はご使用の前には、充分な準備運動をおこ
なってください。準備運動が不足していると、ケガ
の原因となることがあります。

 本製品をご使用の前には、周囲に人やペットがいな
いことを確認してください。特に小さいお子様やペッ
トが周囲にいる場合は、ご使用を控えてください。

 本製品を直射日光の当たる場所に放置しないでく
ださい。本製品が破損するおそれがあります。

 本製品は屋内仕様です。屋外での使用や放置はお
やめください。

 本製品に水やその他の液体などをかけないでくだ
さい。本製品が破損するおそれがあります。本製
品に水やその他の液体が掛かった場合は、すぐに
柔らかい布で拭いてください。

 本製品を暖房機やガスレンジなど高温になる場所
の近くに置かないでください。本製品が破損する
おそれがあります。

 定期的に各部位のゆるみやガタつきがないことを
ご確認ください。

梱包品のご確認
ご使用前に下記の物が梱包されていることをご確認く
ださい。万一、不足や破損がある場合は、お買い求め
になられた販売店または当社までご連絡ください。

シャフトA（ストッパー有り）　1本

シャフトB（ストッパー受け有り）　1本



組み立て方法
ダンベルの取り付け方

1. ダンベルをシャフトのダンベル取り付けプ
レート部に乗せます。

2. 取り付けプレートの凸部分をシャフトのダン
ベル取り付けプレート部のスリットに差し込
みます。

ダンベル
取り付けプレート

ダンベル

ダンベル取り付け
プレート部

スリット
凸部

3. 取り付けボルトで取り付けプレートを仮止め
します。
 この手順では、まだ取り付けボルトは固定しな
いでください。

ダンベル取り付け
ボルト

4. ダンベルの取り付け状態を確認します。
ンベルがぐらついている場合

取り付けボルト、取り付けプレートおよび
ダンベルを外します。「滑止めゴムを使っ
てのダンベルの取り付け方」を行います。
ンベルがぐらついていない場合：

手順5に進みます。
5. 仮止めしていた取り付けボルトをしっかりと
固定します。

滑止めゴムを使ってのダンベルの取り付け方

1. 滑止めゴムをシャフトおよびダンベル取り付
けプレートの取り付け部内側に仮止めします。
 この手順では、まだ滑止めゴムは取り付けプ
レートに貼り付けないでください。

ダンベル取り付け
プレート部

ダンベル取り付け
プレート

滑止めゴム滑止めゴム

 組み立て時の注意
 滑止めゴムは必ず付属の滑止めゴムを使用してく
ださい。他の物を使用すると、ダンベルの落下に
より、ケガや床等の破損の原因になります。

2. 「ダンベルの取り付け方」の手順1～3を
行い、ダンベルの取り付け状態を確認しま
す。
 次のような場合は、ここまでの手順を繰り返し、
滑り止めゴムを他の厚みに変えたり、組み合わ
せてお使いください。
・ダンベルがぐらついている
・取り付けボルトがしっかりと締められない

3. 取り付けボルト、取り付けプレートおよびダ
ンベルを外します。

4. 滑止めゴムの剥離紙を剥がし、滑止めゴム
を取り付けプレートに貼り付けます。

ダンベル取り付け
プレート部

ダンベル取り付け
プレート

滑止めゴム

剥離紙

滑止めゴム

剥離紙

5. 「ダンベルの取り付け方」の手順1～3を
行い、ダンベルがぐらついていないことを
確認します。

6. 仮止めしていた取り付けボルトをしっかりと
固定します。

 お知らせ
 ンベルグリップ径が34㎜以上のものや、滑止め
ゴムを挟みすぎると下図のようにプレートが浮くこ
とがあります。ダンベル取り付けボルトでしっかり
締めれば使用に問題ありません。

34mm

組み立て後の確認

1. 組み立てが終わりましたら、各部のゆるみ
が無いを確認します。

 組み立て後の注意
 ンベルを取り付けた後、シャフト中央は持たな
いでください。特に重いダンベルを取り付けた際
には、シャフト中央を持つとシャフトの歪みの原因
となることがあります。

トレーニング例
 ■バーベルカール
ターゲット：上腕二頭筋

 ■スクワット
ターゲット：大腿筋、大臀筋

 ■ベンチプレス
ターゲット：大胸筋

 ■ワンハンドバーベルロー
ターゲット：広背筋

 ご使用後の注意
 ご使用後の製品は必ず床に置いてください。バー
ベルラック等に長い間設置すると変形する恐れが
あります。

こんなときには
 製品がぐらぐらします。
 →シャフトは正しく取り付けられています ャ
フトAのストッパーが、シャフトBのストッパー
受けから見えるまでしっかり差し込んでください。

 ンベルがぐらぐらします。
 →ダンベルグリップ径は規定内でしょうか 対応ダ
ンベルグリップ径は28mm～ 35mmです。
 →取り付けボルトおよび取り付けプレートは正しく
取り付けられていますか
 →滑止めゴムを使ってダンベルを取り付けています
規定内のダンベルグリップでも径が小さい場

合は付属の滑止めゴムを使用して取り付けてくだ
さい。
 →ウエイトプレート可変式のダンベルをお使いの場
合、ウエイトプレートがお使いのダンベルにしっか
りと取り付けられていることを確認してください。

お手入れ方法
 お手入れ時の注意

 湯を本製品に直接掛けないでください。本製品
が破損するおそれがあります。
 がき粉、ベンジン、シンナー、アルコールなど
の溶剤は使わないでください。
 ラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わ
ないでください。傷の原因になります。
 ご使用後は、本製品の表面を乾いた柔らかい布で、
から拭きします。

仕　様
品番  KOMBO Barbell（バーベル） TW006
寸法 約128（幅）×10（奥行き）×4（高さ）cm

（突起部含まず、ダンベルを取り付け
ない時）

シャフト寸法 シャフト長：100cm
シャフト径：2.9cm

質量 約3.6kg
耐荷重 約90㎏
主な材質 スチール、CBRゴム
生産国 日本
※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更す
ることがあります。

保証書
品　番

1 年間
お買い上げ日
保証期間（到着日から）

年　　　　　月　　　　　日

様
客
お

店
売
販
扱
取

お名前
ご住所　〒

電話番号　　　　（　　　）
取扱販売店 /住所 / 電話番号

 KOMBO Barbell TW006

〈無償修理規定〉
取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状
態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていた
だきます。
次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障およ
び損傷。お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびそ
の他の天災地変による故障および損傷。本書のご提示がな
い場合。一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用
の場合の故障および損傷。ご使用後のキズ、変色、汚れ、
及び保管上の不備による損傷。腐食による故障および損傷。
本書にお買上年月、お客様名、販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書きかえられた場合。本書は国内において
のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

株式会社 
東京都大田区西蒲田4-23-2-3F

お問い合わせ先：info@teddyworks.co.jp
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