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限定保証

© 2021 Kayezen LLC by Theraband. 無断複写・転載を禁じます。 TheraBand™は Theraband, LLCの商標です。 Kayezen LLC by 
TheraBand, LLCまたはその関連会社の書面による明示的な承諾なしに、本商標を使用することは禁じられています。 KAYEZENの製品をご使
用になる前に、以下に記載されているTherabandの保証条件をお読みください。 KAYEZENの製品のご使用を開始することで、お客様は以下
の保証条件に従うことに同意したことになります。 Kayezen LLC by TheraBand（以下「Theraband」と言います）は、Theraband、Theraband
正規ディーラー、またはTheraband正規製造請負業者から新しい機器を購入した全購入者に対して、これらの製品が通常の使用およびサービス
において材質上および製造上の欠陥がないことを、以下の期間および以下のアイテムで保証致します： 

本限定保証は以下に関して対象外となり、いかなる保証も行われません：
・ KayezenまたはKayezen正規製造請負業者によって製造されていない製品。
・ Kayezenの書面による明示的な承諾なしに改造された製品。
・ 伸長限界点を超えて無理やり引っ張ったり、伸ばしたりしたTheraBand KVT（ 

セクション4.4をご参照ください）。
・ KayezenまたはKayezen正規ディーラーから直接購入されていない製品。
・ 「取扱説明書」および製品ラベルに記載されているKayezen 

の仕様に従ってメンテナンスされていない製品。
・ シリアルタグが紛失、読み取り不能、または変更されている製品。
・ 保証対象外の部品に対する技術料。
・ 傷やへこみなどを含み、これらに限定されない表面上の損傷がある製品。
・ 機器の適切な使用やサービスに関する技術的トレーニングを提供するた 

めの現地サービスの依頼。
・ 機器の修理に関連する輸送費および取扱費。

THERABAND 
製品保証

 VECTORおよびKayezen 
ブランドのアタッチメント： 

納品日から1年

 Theraband VECTORチュー 
ブ（以下「KVT」と言います）：納品日から60日

 VECTORには、Theraband 
正規アタッチメントのみを使用してください
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本保証は、以下の条件に適用されます：
・ 製品へのダメージが、誤用、悪用、Therabandが承認していない改

造、または不適切な取り扱い、自然災害、不可抗力事由、非正規ディー
ラーによる点検に起因していない場合。Therabandによって指定され
ていない洗浄剤や潤滑油を使用した場合もこれに含まれます。

・ 製品が元の購入者によって所有されている場合。
・ 保証の請求が、先に示した保証期間内に行われ、その請求が損傷の

発見日から30日以内に行われた場合。
・ 技術料の保証は、米国およびカナダでのみ適用されます。
・ パーツおよび技術料の保証は、米国外では異なる場合があります。保

証条件については、地域のTheraband正規ディーラにお問い合わせく
ださい。

すべての保証期間は、製品が元の購入者に納品された日から開始しま
す。本保証に基づくTherabandの義務は、Therabandが選択した保証対
象の欠陥部品の修理または交換に限定され、その場合、部品または工賃
に関して購入者への請求することはありません。
返品・交換された機器のTherabandの倉庫までの輸送費・保険料は購入
者のご負担となります。
特定目的に対する適合性の黙示保証および商品性の黙示保証を含みこ
れに限定されない黙示保証は、元の購入者への納品日から1年間に限定
されます。一部の州では、黙示保証の期間に制限を設けることが許可され
ていないため、上記の制限は、お客様に適用されない場合があります。修
理および交換の救済措置は、購入者の独占的かつお客様に限定される救
済措置です。Therabandは、財産および設備への損害または損失、または
利益および収益の損失を含みこれらに限定されない、いかなる種類の特
別損害、付随的損害、偶発的損害、または派生的損害に対して責任を負
いません。一部の州では、付随的損害または派生的損害の除外または制
限が許可されていないため、上記の制限または除外は、お客様に適用さ
れない場合があります。
本書面による限定保証または黙示保証の違反を理由とする訴訟は、訴
訟原因の発生から1年以上経過した場合、開始されないものとします。こ
の書面による限定保証は、商品の品質または性能、およびすべての保証
と表明に関する当事者間の完全で最終的かつ排他的な合意を構成する
ものとします。本限定保証の変更またはその条件の放棄は、権限のある
Therabandの執行役員によって書面で承認されない限り、いずれの当
事者においても拘束力を持たないものとします。この限定保証により、お
客様には特定の法的権利が付与されます。また、州ごとに異なるその他
の権利が付与される場合もあります。欠陥のある機器を返品する場合
は、VECTOR SPORTS by Theraband、clientsuccess@kayezen.comに
連絡して、認定ディーラーのリストについてお問い合わせ。
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1安全に関する警告

怪我のリスクを最小限に抑え、機器への損傷を
防ぐために、すべての注意事項に従ってくださ
い。VECTORを使用する前に、「取扱説明書」をす
べてお読みください。また、以下の安全上の注意
事項を必ず守ってください。
注意事項が守られていない場合、本製品を使用
している間に重大な怪我や死亡事故が発生する
恐れがあります。本機器を使用する前に、すべての
使用説明をお読みください。

危険
以下の注意事項に従わない場合、重大な怪我お
よび/または死亡事故が発生する恐れがあります

警告
以下の注意事項に従わない場合、重大な怪我お
よび/または物的損害が発生する恐れがあります

・ 使用前にカバーを取り外し、内部シャフト上の警告をすべてご確認ください。
・ VECTORは、91Kgンド以上の負荷に耐えられる固定器具に取り付ける必要があります。
・ VECTORを固定器具に取り付ける際は、定格荷重が91Kgンド以上のカラビナ、または

Therabandが提供するカラビナのみをご使用ください。第三者から提供されたカラビナに
起因する損傷や負傷について、Therabandは一切責任を負いません。

・ 絶対に伸長限界点を越えてKVTを引っ張らないでください。
・ 引っ張った状態でキャップアセンブリを絶対に外さないでください
・ KVTは毎週点検してください。破損しているKVTや破損しているように見えるKVTは、ご使用

前にすべて交換してください。
・ KVTは、6ヶ月ごとにすべて交換してください。破損や摩耗が見られる場合は、6か月未満で

もKVTをすべて交換してください。
・ 13歳未満のお子様が本機に近づかないように注意してください。未成年（10代の若者）が

使用する場合は、監視を怠らないようにしてください。
・ VECTORをご使用になる場合は、Kayezenの正規アタッチメントのみを使用してください。
・ エクササイズプログラムを開始する前に、メディカルチェックを受けてください。
・ 痛みやめまいを感じたり、失神、息切れを起こした場合は、すぐにエクササイズを中止してく

ださい。
・ 製品が損傷または動作不能であるように見える場合は使用しないでください。商業施設で

ご使用になっている場合は、スタッフに問題を報告してください。
・ ご使用になる前に、使用説明書をお読みになるか、取扱説明書をご参照ください。ご使用

前にすべての警告をお読みください。
・ ご使用中は、カバーチューブが固定物と接触しないようにしてください。破損や負傷につな

がるおそれがあります。
・ 髪、身体の一部、衣服を可動部分から遠ざけてください。
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1注意
以下の注意事項に従わない場合、怪我および/または物的損害が
発生する恐れがあります

・ 適切かつ安全に作業を行うための資格と装備がない限り、メン
テナンスや修理作業は行わないでください。 
E-Mail: clientsuccess@kayezen.com

・ 本機器を使用する前に、機器の周囲に障害物やつまずきの危険
性がないことを確認してください。

・ 機器周囲の床が濡れておらず、床を滑りやすくするような物や液
体がないことを確認してください。

本取扱説明書は後で参照できるように保存しておいてください
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はじめに

2.1 概要
本セクションでは、VECTORの抵抗技術に関する一般的な概
要と、サービスおよびサポートについて説明します。

VECTOR by Therabandをお買い上げいただきありがとうご
ざいます。

VECTORは、理学療法、スポーツパフォーマンス、フィットネス
向けに、屋内外の両方で使用することを意図して製造されて
います。

VECTORを使用またはメンテナンスする際は、すべての警告お
よび注意事項を守ってください。正確かつ完璧に行えない場
合や安全に行えない手順がある場合は、正規サービス技術者
にお問い合わせください。

すべての指示に必ず従ってください。

VECTORは、スポーツトレーニング、ヘルスクラブ、ジム、アクテ
ィブ・エイジング、および理学療法施設での使用を目的として
います。本製品はテスト実施済みです。家庭および商業施設の
両方で使用する上で必要な、米国および国際的な安全性と耐
久性の要件に準拠しています。本取扱説明書は、機器に関する
特性を理解する際や、機器を使用する際に役立ちます。

特許取得済みのVECTORには、以下のような多くのメリットがあります：
・ VECTORの上部のキャップを回すだけで、重量等価プル（WEP）レベルを変更

でき、3タイプのユーザー設定からいずれかの抵抗レベルを選択できます。
・ カラビナを使用して、固定器具にすばやく取り付け / 取外しできます。
・ KVTを使用することでユーザの安全性が向上します。各弾性チューブ内の

Kevlar®コードによって、使用中に伸ばすことができるチューブの範囲が限定さ
れるため、チューブが破損した場合でも、バンドがユーザーに「跳ね返る」リス
クが低減されます。

・ KVTを紫外線、汚れ、破片、および汚染物質から保護する、着脱可能アウター
カバーがついています。

・ 抵抗レベルの異なるKVTを交換することで、VECTORのWEPを簡単にカスタ
マイズできます。次の表は、さまざまな構成および最大許容伸縮における最
大WEPの概算値を示しています。WEPは概算値であることに留意してくださ
い。WEPは、製造公差、KVTの経年度合、KVTのプルサイクル数、およびサイク
ルの累積最大プル全長のパーセンテージ（WEPに影響を与えるいくつかの変
数を挙げています）によって異なる場合があります。また、表示されているWEP
の値は、 KVT内のKevlarの長さまで伸びる直前の値であることにも注意してく
ださい。KVT内のKevlarコードの長さまで伸びた後もユーザーがKVTを伸ばし
続けようとすると、瞬間的に負荷が増加します。
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次の表は、標準およびグループエクササイズ用VECTORの
WEPの概算値を示しています。

表の縦軸は、VECTORのさまざまな構成方法を示してい
ます。最初の文字はディスク1のKVT（L=ライト、H=ヘビー）
、2番目の文字はディスク2のKVT、3番目の文字はディスク
3のKVTを表しています。

弊社のWebサイト（www.kayezen.com）に定期的にアク
セスして、本取扱説明書の更新情報、重要な安全上の注
意、サービス関連公示、新製品、およびTheraband体験を
最適化するための新しいエクササイズやルーチンについて
チェックしてください。

Kevlar®はE.I. du Pont de Nemours and Companyの登録商標です
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2.2 サービスおよび連絡先情報

製品サービスを受けるには

1. 機器の状態を確認し、操作手順を確認してください。製品やそ
の機能およびワークアウトに慣れていないことが原因である
可能性もあります。

2. 製品のセンターシャフトに記載されているユニットシリアル番
号を確認し、メモしてください。

3. Kayezen LLC 
E-Mail: clientsuccess@kayezen.com
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次の図は、本取扱説明書で使用されているVECTORのさまざまな部位の名称を示しています。

各部の名称

キャップ
抵抗レベルインジケータ

キャップアセンブリ
キャップリリース

ベースアセンブリ

スイベル

カラビナ取り付けループ

スイベルアセンブリ（選択されたディスクの数を含む）

ディスク1~3（スイベルに最も近いのはディスク1です）

KVT（TheraBand Vectorチューブ）

警告ラベル（ベースアセンブリのセンターシャフト上）

花弁

内部図 – キャップと着脱可能カバーは付いていない状態です

取扱説明書  | 10

3



VECTORは組み立てられた状態で出荷
され、すぐに使用できるようになっていま
す。VECTORとすべてのアタッチメントを梱包
から取り出し、適切な方法で梱包材を廃棄
してください。VECTORのアタッチメントは、
ご購入になった最小在庫管理単位（SKU）
によって異なります。www.kayezen.comで
も、VECTORの使用方法に関するビデオをご
覧いただけます。

4.1 Therabandが提供しているカラビナ
を使用して、カラビナループを適切な固
定器具に固定してVECTORを取り付けま
す。

警告
・ VECTORは、91 Kgンド以上の負荷に

耐えられる固定器具に取り付ける必要
があります。

・ VECTORを固定器具に取り付ける際
には、定格荷重が12Kn以上のカラビ
ナ、またはTherabandが提供するカラ
ビナのみを使用してください。第三者か
ら提供されたカラビナに起因する損傷
や負傷について、Therabandは一切責
任を負いません。

4.2 各エクササイズに適したTheraband
の正規アタッチメントを、キャップアセン
ブリの上部にあるスイベルループに取り
付けます。これは通常、手で握られるよう
にするためのハンドルですが、身体のさ
まざま部位に抵抗を加えられるようにす
る、異なるアタッチメントである場合もあ
ります。

操作手順
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4.5 キャップアセンブリをベースアセンブリのホームポジション
に戻してエクササイズを終えます。  

警告  
引っ張った状態でキャップアセンブリを絶対に外さないでください。 

4.4 Therabandの正規アタッチメントをご希望の可動域まで引
き出し、再び開始点に戻してエクササイズを行います。必要に応
じて繰り返してください。  

警告  
絶対に伸長限界点を越えてKVTを引っ張らないでください。

4.3 キャップアセンブリを回して ディスク1、ディスク2、または
ディスク3をかみ合わせて、エクササイズに必要なWEPレベル
を選択します。注記：キャップを回転させるときは、キャップア
センブリを引き上げないでください。（取扱説明書のセクション 
2.1 に記載されているWEPレベルを参照してください）。写真で
は、Therabandのロゴの下にある矢印は青い2本線を示してい
ます。つまり、ディスク2が選択されていることを表しています。 
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本セクションでは、VECTORの定期点検と、
通常の摩耗状態にある部品の交換について
説明します。

5.1 KVTの点検

警告
破損や摩耗がないか、KVTを毎週点検する
必要があります。破損や摩耗が疑われるKVT
はすべて交換してください。

以下は、KVTを点検する際の手順です。KVT
の交換手順については、セクション5.2で説
明します。

5.1.1  カバーをVECTORのスイベルの端
に向かって少し押し、着脱可能アウターカ
バーを取り外します。写真では、カバーは
ロックポジションにあります。ベースアセ
ンブリ上部の矢印が、着脱可能カバーの
ロックアイコンに合わせられています。

5.1.2  着脱可能カバーをVECTORのスイ
ベルの端に向かって押した状態で、ベー
スアセンブリの矢印がロック解除アイコ
ンと合わさるまで、チューブを（カラビナ
のループエンド側から見て）反時計回り
に回転させてカバーを外します。カラビナ
取り付けループの上にカバーをスライド
させて、VECTORから外します。

点検およびパ
ーツ交換
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5.1.3  VそれぞれのKVTやチューブの表面に摩耗や「剥がれ」の
兆候がないかを目で点検してください。特に、VECTORのスイ
ベルの端に一番近いKVT周辺を集中的に点検します。写真で
は、Kevlarの保護ストリングは無傷の状態で、KVTは破損してい
ます。

5.1.5  着脱可能カバーをカラビナ取り付けループの上にスライ
ドさせて、着脱可能カバーを取り付けます。ベースアセンブリの
矢印をロック解除アイコンに合わせ、着脱可能カバーが止まる
まで、カバーをベースアセンブリの上部に押します。

5.1.4  セクション5.2の手順に従って、交換が必要なKVTをすべ
て交換します。

5.1.6  着脱可能カバーをVECTORのスイベルの端に向かって押
しながら、ベースアセンブリの矢印がロックアイコンと合うまで
カバーを回転させ、カバーをロックします。
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5.2 KVTの交換（1本または複数）

警告
・ KVTは毎週点検してください。破損している

KVTや破損しているように見えるKVTは、ご
使用前にすべて交換してください。

・ KVTは、6ヶ月ごとにすべて交換してくださ
い。破損や摩耗が見られる場合は、6か月未
満でもKVTをすべて交換してください。

以下のセクションでは、1本または複数のKVT
を交換する手順について説明します。www.
kayezen.comでも、VECTORの使用方法に関
するビデオをご覧いただけます。

5.2.1  キャップリリースタブを一度に押し
て、キャップを外します。

5.2.2  キャップリリースタブを押し下げた
状態で、キャップの上部がキャップリリー
スタブの下部を超えるまで、キャップをス
イベルに向かってスライドさせてキャップ
を取り外します。キャップをスライドさせ
て、VECTORの端から外します。

VECTORからKVTを完全に取り外します。
一度に複数のKVTを取り外さないでくだ
さい。複数のKVTを一度に取り外すと、デ
ィスクアセンブリが外れ、再び組み立てる
のが困難になる場合があります。
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5.2.3  カバーをVECTORのスイベルの端に向かって少し押し、着
脱可能アウターカバーを取り外します。写真では、カバーはロッ
クポジションにあります。ベースアセンブリ上部の矢印が、着脱
可能カバーのロックアイコンに合わせられています。

5.2.4  着脱可能カバーをVECTORのスイベルの端に向かって押
した状態で、ベースアセンブリの矢印がロック解除アイコンと合
わさるまで、チューブを（カラビナのループエンド側から見て）反
時計回りに回転させてカバーを外します。カラビナ取り付けルー
プの上にカバーをスライドさせて、VECTORから外します。

5.2.5  KVTのボールエンドをカラビナ取り付けループに向かっ
て少し引き、センターシャフトから取り外し、花弁からVECTORチ
ューブを外します。
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5.2.6  取り外したKVTを、ディスクに通して、KVTのコーンの端に
届くまでVECTORのスイベルの端に向かってわずかに押し込み、
その後、ディスクアセンブリを通してKVTを引き出します。

5.2.7  VECTORからKVTを完全に取り外します。一度に複数の
KVTを取り外さないでください。複数のKVTを一度に取り外す
と、ディスクアセンブリが外れ、再び組み立てるのが困難になる
場合があります。

5.2.8  新しいKVTを取り出し、KVTのボールエンドを、ディスクア
センブリの空の穴に通します。

5.2.9  ボールが花弁の下面をわずかに通過するまで、ボールエ
ンドをVECTORのカラビナ取り付けループの端まで引っ張りま
す。KVTが花弁の開口部内に入るまで、KVTのボールエンドをセ
ンターシャフトに向けて移動させて、KVTを固定します。KVTのボ
ールエンドを離します。

5.2.10  交換が必要なKVTに対して手順5.2.5～5.2.9を繰り返
します。
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5.2.11  着脱可能カバーをカラビナ取り付けループの上にスラ
イドさせて、着脱可能カバーを取り付けます。ベースアセンブリ
の矢印をロック解除アイコンに合わせ、着脱可能カバーが止ま
るまで、カバーをベースアセンブリの上部に押します。

5.2.12  着脱可能カバーを押しながら、ベースアセンブリの矢印
がロックアイコンと合わさるまでカバーを回転させ、カバーをロ
ックします。

5.2.13  キャップリリースタブが所定の位置に戻るまで、キャップ
をスイベルアセンブリの上でスライドさせ、キャップを元の位置
に戻します。これにより、キャップが固定されます。 
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メンテナンスとトラ
ブルシューティング
本セクションでは、ユーザが行える予防メンテナンスとト
ラブルシューティングについて説明します。

6.1 予防メンテナンスのコツ
欠陥のある部品を修理または交換するまで、機器をご
使用にならないでください。以下に示されているように、
摩耗の影響を受けやすい部品には特に注意を払ってく
ださい。以下の予防メンテナンスのコツをおさえておけ
ば、VECTORの動作を最高の状態に保つことができます：

・ ユニット外部の汚れをきれいにする際は、研磨剤を含
まないクリーナーと柔らかい綿の布を必ず使用するよ
うにしてください。詳細については、 Kayezenのカスタ
マーサービスにお問い合わせください。汚れをふき取
る前に、綿製の布にクリーナーを塗布します。

・ アンモニアまたは酸ベースのクリーナーを絶対に使用
しないでください。

・ 研磨剤の入ったクリーナーを使用しないでください。
・ ペーパータオルを使用しないでください。
・ ステッカーにクリーナーを塗布しないでください。

6.2 予防メンテナンスのスケジュール
製品が正しく機能するように、以下のスケジュールを守ってください。以下
に示されている点検を行った際、過度の摩耗や劣化の兆候が見られるよう
なら、ただちに正規サービス担当者に連絡し、部品の交換を依頼してくださ
い。

アイテム 週ごと 月ごと 四半期ごと 半年ごと 年ごと

KVTの摩耗の点検

それぞれのKVTの交換

カラビナ取り付けループに緩みがないか点
検します。緩みが見つかった場合は、製品の
ご使用を中止して、直ちにTherabandのカス
タマーサービスに連絡してください。

スイベルとすべてのプラスチック部品に摩耗
や亀裂がないか点検します。摩耗や亀裂が見
つかった場合は、製品のご使用を中止して、
直ちにTherabandのカスタマーサービスに
連絡してください。

センターシャフトの両端の部品が緩んでいな
いか点検します。緩みが見つかった場合は、
製品のご使用を中止して、直ちにTheraband
のカスタマーサービスに連絡してください。

カラビナの摩耗を点検します。摩耗している
場合は交換します。
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仕様
設計された用途 リハビリ、グループエクササイズ、筋力トレーニング、パフォーマンストレーニングなどの使用頻度の高い商業施設向け。ユニ

ットは、ASTMおよびCE規制に従って、家庭でのご使用に対応できるよう設計されています。

ユーザーの最大重量 該当なし - 同ユニットは、体重を支えるために設計されたものではありません。

最大負荷 VECTORによって開発された最大WEPは、ヘビーのKVTを使用した最大伸長時で約50Kgンドです。最大伸長時とは、KVT内
のKevlar®コードがぴんと張る直前、つまり伸長の限界点として定義されます。

警告   絶対に伸長限界点を越えてKVTを引っ張らないでください。

抵抗システム KVT– Kevlar®コード付きの弾性チューブがチューブの中心を通っているため伸長範囲が限定され、チューブが破損した場
合でも、バンドがユーザーに「跳ね返る」リスクを防止します。KVTには、VECTOR内部のKVTの取り外しと交換を容易にする
ターミネーションが含まれています。

電力要件 なし

ケース 高耐衝撃性サーモプラスチック

アタッチメントリング ステンレススチール

長さ VECTOR 45の全長は61.5 cm 
VECTOR 60の全長は74 cm

直径 8 cm

重量　 VECTOR 45 約 0.95 Kg 
VECTOR 60 約 1.15 Kg

梱包箱の寸法 91.5cm × 10cm × 10 cm

輸送時重量 VECTOR 45 約. 1.28 Kg 
VECTOR 60 約. 1.42 Kg
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