
NOTICE

按照圖示箭頭方向進行安裝，旋 
鈕側使用平墊片，防止旋鈕和底
管磨損，螺栓側使用彈簧墊片，
防止螺栓松脫，請務必按照此方
式安裝。

M6內六角螺栓和彈
簧墊片按照A點方向
裝在飛輪對側。

*注意：
1.紅色標示部分為塑膠管套，
是防止金屬管之間相互
轉動而安裝，請勿丟棄；

按照圖示方向進行安裝，安裝
時按下彈簧按鈕，小幅度旋轉
前底管使彈簧扣穿過前底管
中的任一孔位

*注意：
2 . 可 通 過 彈 簧
按 鈕 配 合 前 底
管 上 兩 個 孔 位
的安裝,來調節
訓練台高度，
以 適 配 不 同 的
訓練車型,適配
類別如圖所示；

前底管安裝：

旋鈕安裝：

Front bottom tube
installation：

**NOTE：

**Warning:

Install the front bottom tube 
according to the illustration. 
Press down the button spring 
on the trainer and join the 
tube onto the trainer. Twist the 
tube until the spring locks into 
the desired hole on the tube.

For your safety, you MUST 
follow the direction shown 
on the illustration below 
to install the tuning knob.

1. Insert the flat washer on 
the knob end to prevent 
abrasions the knob and 
tube. 

2.  Insert the spring washer 
on the bolt end to prevent 
bolt from loosening.

**Insert the tuning knob and flat washer 
at the knob end (flywheel side) as the 
direction B shown on the illustration.

**Insert the M6 
hexagon bolt and 
spring washer at the 
bolt end (opposite to 
flywheel) as the 
direction A shown 
on the illustration.

The plastic cone (highlighted
 in red) is used to prevent the 
                                metal tubes 
                             from twisting.
                           Do not discard.

**NOTE：

M6 hexagon bolt

Spring washer

Flat washer

Tuning knob

Adjust the height
of the trainer by utilizing

the two level holes on the
 tube to accommodate 
different trainer models  

(as show below).

Tuning knob 
installation:

M6內六角螺栓
A

B

彈簧墊片

平墊片

旋鈕

旋鈕和平墊片按照B
點方向安裝在飛輪側

For RD700C
       MTB 26"

For RD650C
       MTB 24"適配車型:

RD700C/MTB 26”

適配車型:
RD650C/MTB 24”



ご注意
フロントボトムのチューブ取り付け方法：

つまみの取り付け方法：

M6 六角ボルト

スプリングワッシャー

平ワッシャー

つまみ

RD700C/MTB26
インチに適用

RD650C/MTB24
インチに適用

B

A

                             

図に従ってフロントボトムチューブを取り付けます。トレーナーの
スプリングボタンを下に押して、チューブをトレーナーに取り付
けます。スプリングがチューブに付いている目的の穴へ固定され
るまでチューブをひねります。

1. プラスチックキャップ（
赤で表示）は、チューブの
固定に使用されます。 捨
てないでください。

**備考:

チューブにある2箇所の穴でトレーナーの高さを調整して、異な
るモデルのトレーナーに対応します（下図を参照）。

警告：安全のため、必ず以下の図に示した取付方法を守って
つまみを取り付けてください。

**備考:

ボルトの端（フライホイ
ールと反対側）を図のA
の方向に向けて、M6六
角ボルトとスプリングワ
ッシャーを挿入します。

つまみの端（フライホイール側）を図のB
の方向に向けて、つまみと平ワッシャー
を挿入します。

1.つまみとチューブが摩耗しないように、つまみの端に平ワッシ
ャーを挿入します。
2.ボルトが緩まないように、ボルトの端にスプリングワッシャーを
挿入します。


