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重要な注意

GAMEBIKE FITNESS™
〈ゲームバイク フィットネス〉

取扱説明書
Model GB-200

このたびはキャットアイ・GAMEBIKE FITTNESS（ゲームバイク フィットネス）をお買い上げいただき誠に有難うございます。
ご使用にあたり、説明書を良くお読みいただきますようお願い致します。またこの説明書は保証書と共に大切に保管してください。
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安全にお使いいただくために
本文中のマークの意味
：マークのついた文章は、安全上及び取り扱い上非常に重要です。必ず守ってください。

警告�：守らなかったとき死亡あるいは人体に重大な危害が及ぶ場合がある事項です。
注意�：守らなかったとき人体に危害が及んだり機器が破損する場合がある事項です。
重 要�：注意が必要な操作、守っていただきたい事項または補足事項について説明しています。
参 考�：知っておくと便利な事項または補足事項について説明しています。

フィットネス安全指導

大怪我を防ぐため、本機の使用前に下記の注意事項をお読みください。
• 本機使用前にこの取扱説明書の内容をお読みください。記載のGAMEBIKE FITNESS をご使用ください。
• 所有者は責任をもって使用者全員にすべての注意事項をお知らせてください。
• 本機には幼児やペットを近づけないでください。乳幼児の予測できない行動により事故のおそれがあります。
• 運動時には背中を真っ直ぐにし背中を曲げてはいけません。
• 運動中に痛みもしくはめまいを感じたら、すぐに運動を中止してください。
• 日頃運動していない方が急に強い運動をすることは危険な場合がありますので、除々に運動強度を上げるようにしてください。
• お子様・ご病人・お身体の不自由な方が本機をご使用になるときは、必ず誰かが付き添うようにしてください。
• アルコール類を飲まれての使用は大変危険ですので、絶対にしないでください。
• 本機を人の多く通る場所に設置しないでください。また、使用後、本機を放置しないでください。つまずきや転倒により、け
がをするおそれがありますので、必ず安全な場所へ移動または収納してください。

警告�

• お子様が接続コードで遊ばぬよう十分に注意してください。首などに巻きついたり、コードを引っ張って本機や接続機
器の落下によるけがおよび、本体の破損、故障の原因になります。

• お子様がご使用の際は、必ず保護者の方が正しい使用方法を十分に教えてから使用させてください。また、使用中も目
を離さないようにしてください。

• 本機は乳幼児の手の届かないところに保管してください。

保護者の方へ

• 本機は室内の平らな床面に設置してご使用ください。湿気やほこりのある所ではご使用しないでください。設置の際には本機
の下にマットを敷き、床もしくはカーペットを保護してください。転倒によるけがおよび本体の破損、故障の原因になります。

• 全ての部品を定期的に確認してください。ゆるみ、ガタつきがある場合はきちんと締めつけ、疲弊した部品はすみやかに交換
してください。使用の前には日常点検を行ってください。（7ページ「日常点検」参照）

• 体重130kg 以上の人は本機をご使用しないでください。
• 使用時には運動に適した服装で行い常に運動靴を着用してください。ゆったりした衣服では本機にひっかけ、けがをするおそ
れがあります。

• 本機は家庭用ゲームコントローラーとして設計されています。商業、レンタル、施設ではお使いにならないでください。
• コントローラーをつかんでハンドルを切らないでください。コントローラーやブラケットに無理な力がかかり破損するおそれ
があります。

• GAMEBIKE FITTNESS 本体のハンドルの回転範囲は左右各50°です。ストッパーを越えて回転させないでください。無理に
回転させると破損します。

• 本機は精密機器です。製品を落としたり乱暴に扱うなど強い衝撃を与えたりしないでください。また、水をこぼしたり、分解
や改造はしないでください。修理などの保証が受けられなくなることがあります。

• 高温・多湿になる場所や直射日光の当たる場所には放置しないでください。
• 本機の接続コードを指定以外の機器に差し込まないでください。本機および機器の故障の原因となります。
• 本機を使用しないときは必ず接続端子から接続コードを抜いておいてください。

注意�

運動を始める前に主治医もしくは健康専門家にご相談ください。年齢・状態に適した運動頻度、強度（目標心拍帯）、時間をアド
バイスをしてもらえます。本機を使用中に胸の痛み・締めつけ、不整脈、息切れ、めまい、不快感等を感じたときはただちに運
動をおやめください。運動継続の前に主治医にご相談ください。
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本体フレーム
ハンドルポスト
シートポスト
ハンドルユニット
サドル
前脚
後脚
ペダル(L)(R)
コントローラーブラケット
ハンドル
コントローラー
コントローラーカバー
ブレーキケーブル
接続ケーブル（ハンドル用）
ハンドルポスト取付ネジセット
・六角穴付トラスネジM8× 15 4個
・スプリングワッシャM8 4個
・R付ワッシャM8 4個
ハンドルユニット取付ネジセット
・六角穴付トラスネジM6× 15 3個
・スプリングワッシャM6 3個
・R付ワッシャM6 3個
 前脚・後脚取付ネジセット
・角根丸頭ボルトM8× 70 4個
・六角袋ナットM8 4個
・R付ワッシャM8 4個
専用工具
ソケットレンチ
六角レンチ(M8用／M6用）
取扱説明書／保証書

• 接続側の機器および本機に異常を感じたら、ただちに使用を中止し、お買上になった販売店へ点検を依頼してください。お客
様ご自身での修理は絶対におやめください。

• 本機は重量物ですので、移動の際には足の上に落としたりしないよう十分に注意してください。
• 接続コードの抜き差しは、必ずコネクタ部分を持って抜き差しをし、必要以上に力をかけないでください。
• 接続されているコードを踏んだり、強く曲げたり、引っ張ったり、コードを傷をつけたりしないでください。
• 使用中に接続ハード本体に振動が加わると、画像や音がずれたりする場合がありますのでご注意ください。使用するときは接
続ハード本体に本機などの振動が伝わらないように離して設置するなどしてご使用ください。

• 本機は必ずモニターの正面に設置して画面が見えやすいか確認した上で使用してください。
• コードの上に物があったり、コードが絡んだりしている状態では使用しないでください。
• 本機の汚れは乾いた布などで落とし、シンナー・ベンジンなどの揮発性のあるものは絶対に使用しないでください。変形・変
質・変色の原因となります。

• ご高齢の方が使用される場合は、介護される方の十分な注意が必要です。
• ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失など
の症状を起こす人がいるという報告があります。こうした症状のある方は、事前に必ず医師と相談してください。また、ゲー
ム中の画面を見ていてこのような症状が起きた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

• 視力障害を防ぐために、ゲームは1 時間ごとに15 分程度の休憩を取ってください。
• 疲れているときや睡眠不足のときはご使用を避けてください。
• 部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてご使用ください。
• GAMEBIKE FITTNESSに接続して使用する際はコントローラーに汗がかからないようにコントローラーカバーをかぶせるこ
とをお奨めします。コントローラーに直接汗がかかると、故障の原因となります。

注意�

重 要�
• 本機はレースゲームでお楽しみいただけます。操作方法がソフトによって多少異なる場合があります。
• 近隣の迷惑にならないよう、ご使用になる時間帯や振動など十分に注意して使用してください。
• 初めてご使用になる際は、セット内容と保証書の「お買い上げ年月日、販売店名」を必ずご確認ください。
• 本機をご使用になる前に、コードなどに傷みはないか点検して使用してください。
• 取扱説明書はいつでも見られるように大切に保管してください。
• 静電気などによる影響でゲームソフトが異常な動きをした時は、リセットボタンを押すか、電源を入れ直してください。

本製品をご利用になる前に、主治医にご相談ください。これは35 歳以上もしくは既存症のある方には特に重要です。使用前に全
ての指示をお読みください。本製品の使用による人的けがもしくは財産被害に対して（株）キャットアイはいかなる責任も持ち
ません。

梱包内容の確認
次の物が入っているか確認してください。不足がありましたらお買い上げの販売店にご連絡ください。
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GAMEBIKE FITNESSの組み立て 1

① ハンドルポストの取り付け
• 本体フレームにハンドルポストを差し込みます。
   注意�  本体フレームとハンドルマストはパイプ内の

ケーブルで繋がっています。
 本体フレームにハンドルポストを差し込む際、
パイプ内のケーブルを挟み込まないようにして
ください。

• 下図のように「ハンドルポスト取付ネジセット」（各4個）
を乗り手から2箇所、左右の側面に1箇所づつあるネジ孔
に締め付け、ハンドルポストを本体フレームに固定します。

• ポストカバーを本体カバーまで下ろし、ビス2個で固定し
ます。

次の手順に従って組み立ててください。 ③ サドル・シートポストの取り付け
• シートポストに取り付けてあるM8六角Uナット、スプ
リングワッシャM8、平ワッシャM8（各3個）を外します。

• シートポストとサドルのネジ孔を合わせ、外したナット、
ワッシャでしっかりと固定します。

• 本体フレームのポストノブを反時計方向に半回転ほど回
して引くとパイプ内のピンが引っ込んだ状態になります。

• ポストノブを引き上げた状態でシートポストを差し込み、
自分に合った高さでポストノブを放します。

• バネの力により一番近い孔にピンが入り、ポストの高さ
が固定されます。
   注意�  ポストノブのピンが確実に入っているか確認し

てください。
• シートポストノブを時計周りに回してポストをしっかり
固定します。
   警告�  サドルに座った状態でシートポストノブを引か

ないでください。

② 前脚・後脚の取り付け
• 前脚（短いパイプ）を本体前部（ハンドルポスト側）に
「前脚・後脚取付ネジセット」（各4個）でしっかり締め
付け固定します。

• 同様に後脚（長いパイプ）を本体後部に取り付けます。

④ ハンドルユニットの取り付け
• ハンドルユニットをハンドルポストに差し込み、「ハンド
ルユニット取付ネジセット」（3個）にてハンドルポスト
の真上、左右下の順番に（3ヵ所）締め付けます。

⑤

③

組立完成図

ブレーキボタン

ワッシャ

スプリングワッシャ

ハンドル固定ネジ

ハンドルポスト

ポストカバー

前脚

3

前脚・後足固定ネジ

ナット

R付ワッシャ
ナット

サドル

シートポスト

シートポストノブ

ハンドルユニット

ハンドルユニット固定ネジ

スプリングワッシャ
ワッシャ

ハンドルポスト

後脚（レベルアジャスター付）

⑤ ペダルの取り付け
• ペダルを図のようにクランクに、付属の専用工具を使って
しっかり締め付けます。

• ペダルは「R」「L」の区別があるので刻印で確認してくだ
さい。

•「R」は時計方向、「L」は反時計方向に締め付けてください。

専用工具
前方

L R

13 mmスパナ



J

LOW HIGH

GAMEBIKE FITNESSの組み立て 2

⑧ コントローラーとの接続方法
• ハンドルポストから伸びるスピードセンサーケーブルのプラ
グ（水色）をコントローラーのSジャックに差し込みます。

• ブレーキボタンをハンドルグリップ部に取り付け、ケー
ブルのプラグ（黄色）をコントローラーのBジャックに
差し込みます。

• 接続ケーブルのプラグをコントローラーのHジャックに
差し込み、もう一方のストレート型プラグをハンドルユ
ニットの底面にあるジャックに差し込みます。
  注意� “プレイステーション２”の電源を入れたまま、コ

ントローラーの各接続プラグを抜き差ししないで
ください。“プレイステーション２”が異常をきた
す恐れがあります。

各部の調整

ご使用の前に下記の手順にしたがって各部の調整を行ってく
ださい。

● ペダルベルトの調整
• 左右のペダルベルトの止め具を外し自分の足の大きさに
近い孔で止め具を付け直してください。

注意�ペダルベルトの調整後は止め具をしっかり付け直
してください。

● レベルアジャスターの調整
• 本体と床とのがたつきは、後脚のレベルアジャスターを回
転させて調整してください。

● シートポストの上下調整
• シートポストのポストノブを反時計方向に半回転ほど回し
てから引くとサドルを上下に動かすことができます。自分
にあった高さでポストノブから手を放し、シートポストを
少し動かすとバネの力で一番近い孔にピンが入ります。

• ポストノブを時計方向に回してシートポストをしっかり固
定します。

● ペダル重さの調整
• 負荷コントローラーを回すことでペダルの重さを調整す
ることができます。

• 負荷コントローラーで調整できるレベルは1（軽い）から8
（重い）の8段階あり、左へ回すと軽くなり右へ回すと重く
なります

4

ブレーキボタンのケーブル

ハンドルポスト
からのケーブル

接続ケーブル

接続ケーブルプレイステーション２へ

レベルアジャスター

緩む

シートポストノブ

引く

ペダルベルト

後足

負荷コントローラー

重い軽い   警告�  サドルに座った状態で
シートポストノブを
引かないてください。
シートポストが急に
落下して危険です。

   注意�  ピンが確実に入って
いるか確認してく
ださい。

ハンドルユニット

⑦ ハンドルとコントローラーの取り付け
･ ハンドルユニットのハンドル固定ブラケットを取り付け
ているM6キャップボルトを外します。
･ ハンドルを取り付け、外したボルトで、ハンドル固定ブ
ラケット、コントローラーをしっかりと固定します。

ハンドルユニット

ハンドル

ハンドル固定ブラケット

⑥ コントローラーブラケットの取り付け
･ コントローラー裏面のM5ネジ（4個）を外します。
･ 取り外したM5ネジでコントローラーブラケットをコン
トローラーへ固定します。

コントローラーブラケット

M5ネジ

M6キャップボルト
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ANALOG

SELECT START

STEERING LEVEL SPEED LEVEL

RL

ハンドル感度調整ボリューム

※ ソフトによってはボタンの機能の違いにより、そのままでは対応できないものがあります。
この場合は、ボタンに割り当てられている機能を変更することで対応できます。
変更方法については、「ボタン機能の変更」を参照してください。

コントローラーの説明

注意�･パッケージまたは解説書にアナログ対応マークの標記がされていないソフトは、アナログモードに切換えると操作がで
　きないものがあります。
･ソフトによっては、アナログモードスイッチを押してもモードが切り換わらないものがあります。

重 要�ソフトによっては、プレイ画面でバイク本体の操作が優先され、コントローラーでの操作ができない場合があります。
参 考�本機のコントローラーは、"プレイステーション２"のコントローラーとして使用できます。その場合、感度調整ボリュー

ムは操作できません。またバイブレーション（振動）機能も持っていません。

コントローラーカバーについて
ゲーム中に汗が直接コントローラーにかかるのを防ぎます。
使用後は洗って清潔に保ってください。 コントローラーカバー

コントローラー

5

L2ボタン ※

L1ボタン ※

SELECTボタン

方向キー
本体信号：アナログOFFの場合

左スティック／L3ボタン
本体信号：アナログONの場合

アクセル感度調整ボリューム

R2ボタン ※

R1ボタン ※

STARTボタン

緑ボタン ※

ピンクボタン ※
ブレーキボタン信号

赤ボタン ※

青ボタン ※
スピードセンサー信号

右スティック／R3ボタン

アナログモードスイッチ
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ANALOG

SELECT START

STEERING LEVEL SPEED LEVEL

RL

STEERING LEVEL

ANALOG

SELECT START

STEERING LEVEL SPEED LEVEL

RL

SPEED LEVEL

"プレイステーション２"との接続

ボタン機能の変更

本器は"プレイステーション２"専用コントローラーです。"プレイステーション２"本体前面のコントローラー端子に本器のコネ
クタを差し込んでください。また、"プレイステーション２"の取扱説明書も合わせてご覧ください。

重 要�GAMEBIKE FITTNESS専用コントロー
ラーを"プレイステーション２"に差し
込んでもゲームができない場合は、も
う一度コネクタを差しなおしてくださ
い。

参 考�GAMEBIKE FITTNESSを2台接続して
の対戦や、一般コントローラーを接続
して対戦することもできます。

“プレイステーション2”本体

GAMEBIKE FITNESS 用コントローラー

コントローラーコネクタ

1P側

2P側

● ハンドル感度の調整
"プレイステーション２"の電源を入れ、コントローラーのハン
ドル感度調整ボリュームをスライドしてレース画面で
GAMEBIKE FITTNESSのハンドルを操作し、適度なハンドル感
度に調整します。

注意�ゲームソフトによってはハンドル感度を最小にしたと

き、ハンドルをきっても応答しないことがあります。

コントローラーの調整方法

● アクセル感度の調整
"プレイステーション２"の電源を入れ、コントローラーのアク
セル感度調整ボリュームを回してレース画面で自転車のペダル
を回し、適度なアクセル感度に調整します。

注意�ゲームソフトによってはアクセル感度を最小にしたと

き、ペダリングしても応答しないことがあります。

ハンドル感度

小大

アクセル感度

遅

ボタンの機能が異なるソフトでは、下記の手順でボタン機能を変更して対応させます。
指定できるボタンは、緑、ピンク、赤、青、L1、L2、R1、R2ボタンです。

＜操作＞
2の操作が完了するまでSELECTボタンは押したままにします。
1.青：アクセル（またはピンク：ブレーキ）ボタンを押します。
　LEDが点灯から点滅に変わります。
2.使用中のソフトで、アクセル（またはブレーキ）になっているボタンを押します。
　LEDが点滅から点灯に変わり、機能変更が完了します。
　（アナログモードがOFFの場合は、LEDが消灯して機能変更が完了します。）

●元のボタン機能に戻す
SELECTボタンを押しながら青：アクセル（またはピンク：ブレーキ）ボタンを押します。

速

6
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日常点検
本製品の使用前には以下の日常点検を必ず行ってください。

サドルのガダつきはありませんか
サドルを上下左右に動かしゆるみ、ガタつきがないか確認してください。
ゆるみ、ガタつきがある場合、サドルの取り付けナット(3ヵ所)を13mmスパナを使って19.6 N･m (200 kgf･cm)のトルクでしっ
かりと締め付けます。

シートポストに調節ピンが確実に差し込まれていますか
異常がある場合は、弊社もしくはお買い上げになった販売店にご相談ください。

ハンドルユニットはハンドルポストにしっかり固定されていますか
ガタつきのある場合は、ハンドルユニット取り付けボルトとハンドル固定ブラケットの取り付け状態を確認してください。
ハンドルユニット取り付けボルト（3 箇所）は工具を使って、9.8 N･m（100 kgf･cm）のトルクでしっかりと締め付けます。
ハンドル固定ブラケットの取り付けボトル（4 箇所）は工具を使って、9.8 N･m（100 kgf･cm）のトルクで締め付けてください。

ハンドルポストは本体にしっかり固定されていますか
ガタつきのある場合は、ハンドルポスト取り付けボルト（4 箇所）を専用工具を使って19.6 N･m（200 kgf･cm）のトルクでしっ
かり締め付けてください。

ペダルはクランクにしっかり固定されていますか
ガタつきのある場合は、ペダルをしっかり締め付けてください。

本体に左右前後のガタつきはありませんか
本体がぐらつく場合、前脚、後脚の脚パイプ取り付けナット（各2箇所）をしっかり締め付け、本体が水平に保つよう後脚パイ
プのレベルアジャスター（2箇所）を回して調節してください。

本体フレームや各部品に亀裂（ひび割れ）などの異常はありませんか
異常がある場合は、弊社もしくはお買い上げになった販売店にご相談ください。

トラブルと処理
次の場合は故障ではありません。修理を依頼される前に一度ご確認ください。

まずゲームをリセットし、症状が改善されていないかを確認します。

トラブル チェック項目 対　　策
ハンドル操作に対して、ゲームのハン
ドルの応答が鈍い。

ハンドル感度の調整は正しいですか？ 「コントローラーの調節方法」を参照してハンドル感
度を大きくしてください。

ハンドル操作に対して、ゲームのハン
ドルの応答が大きすぎる。

ハンドル感度の調整は正しいですか？ 「コントローラーの調節方法」を参照してハンドル感
度を小さくしてください。

ペダリングの速さに対して、ゲームの
スピードが遅い。

アクセル感度の調整をしましたか？ 「コントローラーの調節方法」を参照してアクセル感
度をスピードアップしてください。

ペダリングの速さに対して、ゲームの
スピードが速すぎる。

アクセル感度の調整をしましたか？ 「コントローラーの調節方法」を参照してアクセル感
度をスピードダウンしてください。

ペダリングしてもゲーム速度が出な
い。

スピードセンサーのコードは正しく接続
されていますか？

コントローラーのブルーのジャックをしっかりと差し
込んでください。

ブレーキが利かない。 ブレーキボタンを押していますか？ ゲーム上のブレーキ操作はブレーキボタンを押すこと
でかかります。

ブレーキボタンのコードは正しく接続さ
れていますか？

コントローラーの中央のジャックにしっかりと差し込
んでください。

ハンドル操作が利かない。 本体のコードは正しく接続されています
か？

本体のグレーのコードをジャックにしっかり差し込ん
でください。

ボタンの割当が特殊なゲームソフトを使
用していませんか？

ゲームによっては一般的なボタン操作と異なる場合が
あります。「ボタン機能の変更」を参照し、ボタンが
正しく機能するように変更してください。

本体のコードが正しく接続され、ボタン
の割当が正しくてもハンドル操作が利か
ない場合は、本体のボリュームが破損し
ています。

サービスセンターへご相談ください。
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ペダルを回すとカタカタ音がする。 ペダルがクランクにしっかり固定されて
いますか？

ペダルをしっかり締めつけてください。
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製品仕様
本体仕様

オプション部品

保証修理サービスについて

　　　　　　　　　　　　　　製品サービス課
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
TEL: 06-6719-7781
FAX: 06-6719-2362
E-メールアドレス  Sales@cateye.co.jp
ホームページ   http://www.cateye.co.jp

記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標および登録商標です。
GAMEBIKE FITNESSは全てのゲームソフトで動作確認を行ったわけではありません。
問題がありましたら弊社までお知らせください。

お客様お控え欄
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#704-1100
フィットネスメーターキット

・フィットネスメーターキットにはフィットネスメーター、耳タブセンサー、取付ブラケッ
ト、接続ケーブルが含まれます。
・フィットネスメーターキットをGAMEBIKE FITNESSに取り付けることでご利用中の運動
時間、走行距離、走行速度、消費カロリーを表示するほか、同梱された耳タブセンサーによ
り、心拍数の計測も行うことができます。

保証対象：GAMEBIKE FITTNESS本体とコントローラー
通常の使用状態において材質及び製造の欠陥により万一故障した時は、別紙保証書記載の内容で、無償で商品・装置の修理交換
致します。
修理保証サービスが必要になられた際には、お買い上げになった販売店にご相談ください。

Copyright© 2005
CATEYE Co., Ltd.

#784-0001
コントローラー

#784-0010
コントローラー

カバー

#784-0040
接続ケーブル

#784-0020
ブレーキボタン

#7041-390
マルチタップ

#784-0002
 ワイヤレス
コントローラー

ACAC

#7041-380
コントローラーアダプ
ター（GAMECUBE・
Xbox・PC対応）

補修部品 オプション部品

対応ゲーム機 SONY Playstation/Playstation2
サイズ（幅×高さ×奥行き） 160 mm × 71 mm × 115 mm
重量 300 g
動作温度 使用ゲーム機に準ずる

使用用途 家庭用ゲームコントローラー
対応ゲーム機 SONY Playstation/Playstation2
使用温度範囲 0 ℃～40 ℃
保存温度範囲 -10 ℃～60 ℃
最大回転角 ±50°
寸法／重量 適応身長（参考） 140 cm 以上

使用体重制限 130 kg
サイズ（幅×高さ×奥行き） 530 mm x 1130 mm x 1140 mm
サドル高さ 750.940 mm
重量 34 kg

コントローラー仕様

GAMEBIKE FITNESSはPS1でも使用することができます。PS1で使用する際は、アナログ対応ソフトでアナログモードスイッ
チを押してLEDが点灯している状態でお使いください。アナログ未対応ソフトでは使用できません。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。


