
パッケージ内容

Unitree PUMP

ユニツリー パンプ

取扱説明書

ご使用の前に本説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

初めてのご使用

タッチ式電源ボタン

器具接続口

リングライト

USB-Cポート

準備

本製品の QR コードをスキャンし、「Fitness Pump（IOS/Android 版）」アプリをダウンロード

します。個人アカウントを登録した後、ガイドに従って操作してください。 ※本製品を完全

に機能させるためには、こちらの専用アプリが必須となります。

本製品は付属しているオプション器具類を活用することにより、多彩なトレーニングが実行

可能です。オプション器具の交換方法については、「オプション器具の交換」の欄をお読み

ください。

電源オン

最初に電源ボタンを短く押し、ビープ音が鳴ったら指を離します。その次に電源ボタンを

長押しするとビープ音が 2 回鳴り、その後に指を離すと電源が入ります。（電源入力中は

本体のライトが常に点灯し、バッテリー残量を表示します。注意：すぐに指を離さないと、

誤タッチと判断され、電源が入りません。）

電源がオンになった際、ロープが初期位置に戻ります。（ロープが初期位置に戻るまでに、

ロープを引っ張ったり、ロープの戻りを妨げたりしないでください。）

電源オン方法（緊急時）：電源オフの状態で、すばやくロープを引っ張るとビープ音が 2

回鳴ったと同時にロープが初期位置に戻り、電源がオンになります。 （その際も本体のラ

イトは常に点灯し、バッテリー残量を表示します。）

A.

B.

C.

固定

通常、本製品は必ず固定して使用する必要があります。実際にリング固定ストラップをご自

身の足などの体やドアアンカーをドアなどに取付ける、もしくは別売りのサクションカップ

を平らな床や壁に固定することで利用可能となります。

「Fitness Pump（IOS/Android 版）」アプリとの接続

初めて「Fitness Pump（IOS/Android 版）」アプリを使用する際には、接続ガイドが表示され

ますので、その接続ガイドに従って本体とアプリを接続して下さい。 本体の電源がオンに

なったら、[ デバイスを追加 ] をタップし、接続ガイドに従って頂くと簡単に接続が完了し

ます。 すでにお手持ちのスマートフォンに「Fitness Pump（IOS/Android 版）」アプリが追加

されている場合は、自動再接続機能により自動的に接続します。

デバイス設定

「Fitness Pump（IOS/Android 版）」アプリ上にて本製品の牽引力の調整が可能、調整可能範

囲は Unitree PUMP で 2〜10kg、Unitree PUMP Pro では 2〜20kg となります。 こちらのアプリ

では牽引力の調整の他、各種個人設定やフリートレーニングメニューの設定など、自分好み

のオリジナル設定が可能となります。常に最後に設定された牽引力が自動保存されますの

で、都度設定する必要はございません。

トレーニングプログラム

「Fitness Pump（IOS/Android 版）」アプリは多彩なトレーニングプログラムを用意していま

す。トレーニングプログラムを選択すると、ユーザーが手動で牽引力を変更しなくても、ト

レーニングプログラムの内容に応じて牽引力が自動的に変更されます。

電源オフ

電源オフ操作は、電源オンと同じ手順です。

バッテリー

4 段階に分け本体のライトが点灯します。ライトが 4 つ点灯している時のバッテリー残量は

75〜100％、ライトが 3 つ点灯している時は残量 50〜75％、 ライトが 2 つ点灯している時は

残量 25〜50％、ライトが 1 つ点灯している時は残量 25％以下となります。ライトが 1 つ点

滅している時は使用することができません。

強制終了

本体の電源がオンになっている時に、電源ボタンを 5 秒以上長押し、ビープ音が 3 回鳴ると、

本体のライトが消灯し電源が強制的に落ちてオフとなります。

注意：ユーザー様と本製品の損傷を避けるために、50kg を超える力で引っ張ったり、限度を
超えた早いスピードで引っ張ったりしないようお気をつけください。

互換性のある電源アダプターとUSB-Cケーブルを使用し本体を充電してください。 本製品に

付属の充電ケーブルを使用して充電することをお勧めします。 本製品は、主流の PD および

QC 充電プロトコルをサポートしています。正常に充電されると短いビープ音が 2 回鳴り、

本体ライトは現在のバッテリー残量を表示します。本体のライトが全て常時点灯するとフル

充電の状態となります。

USB-C ケーブルを抜くと、短いビープ音が 3 回鳴り、電源接続がオフになります。

充電

注意：出力が5V2A未満の電源アダプターは絶対に使用しないでください。

本体の電源が入っている状態（本体起動 2 秒後）で、Unitree PUMP 本体とスマートフォン

を充電ケーブルで接続後、本体の電源ボタンを 1回短く押すと、外部デバイス（スマートフォ

ン）への充電が開始されます。 ※現在最大 10w 出力をサポートしています。

外部デバイス（スマートフォン）への充電

注意：Androidスマートフォンの場合、USB-Cの変換アダプターが必要です。

スペック

ブランド 寸法（長さ×高さ×奥行）Unitree PUMP

牽引力調整範囲 2~10kg or 2~20kg

充電電圧 18.5V

バッテリタイプ

充電入力

バッテリー容量18350リチウムイオン電池

5V 2A；9V 2A；12V 1.5A；20V 1.2A

104×104×60mm 重量 700g

12.95Wh 700mAh

本製品はさまざまなトレーニングのニーズに合わせてオプション器具を交換することが出来

ます。取付方法としては、オプション器具のコネクターを器具接続口の溝に合わせて挿入し

ます。 挿入後、反時計回りに最後まで回し、カチッとロック状態になり、セーフティーバッ

クルを付けると接続が完了します。オプション器具を本体から取り外す時は、まずはセーフ

ティーバックルを外し、オプション器具のコネクターを時計回りに回すことで取り外しま

す。

オプション器具の交換

注意：ユーザーや本製品への損傷を防ぐために、必ずセーフティーバックルを付けてくださ
い。

器具接続口

器具コネクター

•適切かつ安全に使用するために、本製品を使用する前にすべての安全情報をお読みくださ

い。

•製品を使用する際に、器具の脱落を防ぐために必ずセーフティーバックルを使用してくだ

さい。

•使用を中止する場合は、すみやかに電源を切ってください。

•損傷を防ぐため、製品の開口部に指や異物を入れないでください。

•操作中の損傷を防ぐため、製品の開口部を覆ったり、ロープを触れたりしないでください。

•本製品には、埋め込み医療機器（ペースメーカー、人工内耳、補聴器など）または個人用

医療機器の適切な機能を妨げる可能性のある磁石が内蔵しています。これらの医療機器を使

用する場合は、 関連するメーカーの使用制限を遵守してください。本製品を使用するとき

は、埋め込み医療機器（ペースメーカー、人工内耳など）から15cm以上離れるようにしてく

ださい。

•製品にはリチウムイオン電池が含まれています。製品の周辺に可燃性物質や爆発物を置い

たり、火を使用したりしないでください。

•製品を自分で分解しないでください。ユーザーによる製品の不適切な使用または不適切な

配置は、製品の寿命の短縮または損傷につながる可能性があり、これに起因するいかなる責

任は製品または製造者の責任ではありません。ご理解をお願いいたします。

•本製品は防水仕様ではありません。水、火、砂、ほこり、高温環境（45 度以上）、低温環

境（-20 度以下）などに製品を置かないでください。お子様に遊ばせないでください。特に

お子様が器具に触れないようにしてください。

•乾いた柔らかい布で表面を拭いてください。化学薬品、石鹸、洗剤を使わないでください。

•バッテリーの寿命を長持ちするために、製品を定期的に充電してください。（少なくとも 5

か月に 1回の充電をお勧めします）。

•ユーザーは製品取扱説明書に記載されている内容を遵守せず、不適切な使用または警告規

則に違反し、人的および財産的損害をもたらした場合、ユーザーはすべの責任を負う必要が

あり、弊社はいかなる法的責任も負わないものとします。

•資格のある技術者以外の人がこの製品を分解することは禁じられています。

•落下、ノック、投げ、踏みつけ、圧迫などの物理的衝撃は避けてください。

•製品（本体、器具、機能）に損傷が生じた場合は、製品を使用しないでください。充電ま

たは放電しないでください。

•ご自身の体調にご注意頂きながら、場合によっては専門家のアドバイスに従ってご使用く

ださい。また、過度に体にダメージを与えるようなご使用はお控えください。当社は推奨し

ない使用等により、身体等に問題が生じた場合は法的な責任を負いかねます。

安全についての概要

危険物及び有害物

ユニット 鉛

(Pb)
水銀

(Hg)
カドミウム

(Cd)
ポリブロモビフェニル

(PBB)

ポリブロモジフ

ェニルエーテル

（PBDE）

制限物質とその化学記号

付属品

PCBA

バッテリー

6価クロム

(Cr  )+6

この表は、SJ/T11364 の規定に従って作成されています。

○ ：当該部品のすべての均質材料に含まれる有害物質の含有量が、GB/T26572-2011で規定さ

れた制限値以下であることを示します。

Χ ：当該部品の少なくとも1つの均質材料に含まれる有害物質の含有量が、GB/T26572-2011
で規定された制限値を超えています。業界には、環境保護要件を満たす成熟した代替案がな

いことを示します。EU RoHS 指令の要求事項を満たしています。

このロゴの数字は、通常の使用状態におけるこの製品の環境保護期間が5年であるこ

とを示しています。

Unitree PUMP
本体

ドアアンカー プルロープ
グリップ

リング固定
ストラップ

説明書 延長ロープ セーフティー
バックル

充電ケーブル

アンクル
ストラップ

ケース

免責条項及び警告

Unitree PUMP をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ず製品取扱説明書を最

後までよくお読みになり、使用上の注意事項、製品機能などを十分ご理解の上、正しく安全

に操作し、製品を使用する際に、器具の脱落を防ぐために必ずセーフティーバックルを付け

てください。本製品を適切に操作しないと、 ユーザー様自身または他人に重傷を負わせた

り、 製品や物的損害を引き起こす可能性があります。この条項は、 本製品の安全な使用と

ユーザー様の法的権利に重要な影響を与えます。ユーザー様の法的権利、責任、および安全

に関する注意事項をよくお読みください。この説明文と Unitree PUMP すべての関連文書の

最終解釈権は、Unitree Robotics に帰属します。予告なしに更新される場合があります。最新

の製品情報は、公式サイト https://unisport.unitree.com をご覧ください。

本製品を使用すると、ユーザー様が本利用規約のすべての条項及び内容を読み、理解し、承

認したものとみなされます。本製品の使用によって発生する可能性のあるすべての結果につ

いて、すべて責任を負うものとします。ユーザー様は正当な目的で本製品を使用すると約束

し、本利用規約および Unitree Robotics によって確立される可能性のある関連ポリシーまた

はガイドラインに同意します。

Unitree Robotics は、ユーザー様が本利用規約に従わないで製品の使用に起因するいかなる損

害について責任を負わないものとします。ユーザー様は、本利用条約に記載されているもの

を含むがこれに限定されないすべてのガイドラインに従う必要があります。

Unitree PUMP は、Hangzhou Unitree Robotics Co. の商標です。本書に記載されている製品名

およびブランドは、Unitree Robotics の商標または登録商標です。


