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JP
N製品相談はこちら！

（操作方法・故障相談・購入相談など）

【お客様相談センター】
E-mail : support.jp@polar.fi

ソフトウエアのお問い合わせにはメール相談をご利用ください。 

※ 土日祝日にいただいたメールは、平日の返信とさせて頂きます。
 予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

0570-01-0111
受付時間： 月曜日～金曜日（祝日を除く）

 10 : 30 ～ 15 : 00、16 : 00 ～ 19 : 00

お電話の際、前もって次のような情報を確認していただきますと
迅速に対応しやすくなりますので、ご理解ご協力お願いします。

（お使いの製品をお手元にご用意頂くとご説明がスムーズです）

• お使いの機種名
• データ転送に関するお問合わせの場合は
 Windows、MacOS のバージョン

製品修理はこちら！

尚、修理に関するご質問は、
下記のメール、FAX でお受けしております。

【修理センター】
E-mail : repair.jp@polar.fi

FAX : 03-3374-5850

1 配送中に壊れないように梱包して下さい。
2 リストレシーバー、トランスミッター、及びその他の付

属品を一緒にお送りください。
3 保証期間中の場合、保証書、または購入日を証明する物、   

（領収書又はそのコピー）を同封してください。
4 氏名、住所、電話番号、日中の連絡可能な電話番号また

故障現象を明記した紙を同封してください。
5 送料はお客様ご負担で修理センターへお送り下さい。

送付時のご注意

修理品送付先：
ポラールサービスセンター
〒 151-0072　 
東京都渋谷区幡ヶ谷１－１－１ 幡ヶ谷プラザビル８F
TEL：03-5308-5741　
営業時間：  月曜日～金曜日（祝日を除く）
  10 : 00 ～ 13 : 30、14 : 30 ～ 18 : 00



クイックガイド

運動モードを除くすべてのモードでフロントボタンを長く押すと、時刻表示に戻ることができます。

*ハートタッチ機能は、運動モードでの表示内容を切り換えます。

運動モードでは、
心拍数を測定する
ことができます。

ファイルモードで
は、最新の運動情
報を見ることがで
きます。

ゾーンモードでは、
心拍数の上限／下限
値をマニュアル設定
できます。

時刻モードでは、
時刻を設定でき
ます。

日付モードでは、
日付を設定でき
ます（FS2c／
FS3c）。

ユーザーモードで
は、ユーザーの年
齢を設定できます
（FS3c）。

3秒間待つ

心拍数

ハートタッチ
機能*

運動時間

時刻

現在の心拍数

3秒間待つ

合計運動時間

平均心拍数

最高心拍数

運動の日付

3秒間待つ
 

心拍数ターゲット
ゾーンアラームの

オン／オフ

上限値の設定

下限値の設定

3秒間待つ
 

12時間／24時間時
刻表示モードの選択

 
AM／PMの選択 
（12時間モード 

の場合）
 

「時」の設定
 

「分」の設定

3秒間待つ

月／日の設定
または

日／月の設定
 

曜日の設定

3秒間待つ

年齢の設定

時刻表示

* 写真はFS3c
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使用上のご注意

1. 運動中の干渉

電磁干渉
高圧線、信号機、電車の高架路線、電気バスや路面電車、テレビ、自動車
のエンジン、バイクコンピューター (電子回路を使った自転車用メーター )、
一部のモーター駆動式エクササイズ機器、携帯電話などの近く、あるいは
電動セキュリティゲートを通過するときなどに障害が起きることがありま
す。

エクササイズ機器
LEDディスプレイ、モーター、電気ブレーキなどの電子部品または電気部
品を使用した一部のエクササイズ機器は、漂遊信号による干渉の原因にな
ることがあります。こうした問題を解消するには、次のような手順で干渉
を受けにくいリストユニットの位置を探してください :
1. トランスミッターを胸から外して、いつものようにエクササイズ機器を
使用します。

2. リストユニットを動かして、漂遊信号による誤表示が起きず、00 が表
示される場所を探します。多くの場合、干渉が最も強いのは機器のディ
スプレイパネルの正面で、ディスプレイの左右では比較的障害が起きに
くくなります。

3. トランスミッターを胸に着け、可能な限りリストユニットを干渉のない
位置に保つようにします。

4. それでもポラールスポーツ心拍計が正しく作動しない場合、そのエクサ
サイズ機器は電気的なノイズが多すぎて、無線式の心拍数測定には適さ
ない可能性があります。

混信
 マークのコード化されていないモードで作動しているリストユニット

は、1m（3ft）以内にあるすべてのトランスミッター信号を拾ってしまい
ます。複数のトランスミッターからコード化からされていない信号を同時
に受信すると、誤った値を表示する可能性があります。

ポラールスポーツ心拍計の水中での使用
ポラールスポーツ心拍計（FS1、FS2c、FS3c）は50mまでの防水性能
を持っています。この防水性能を維持するため、水中ではリストユニット
のボタンを操作しないでください。

次のような理由から、水中では正しく心拍数を測定できないことがあります :
• 塩素剤を使っているプールの水や海水は、きわめて高い導電性を示しま
す。このためトランスミッターの電極が短絡する可能性があり、トラン
スミッターがECG 信号を検出できなくなることがあります。

• 飛び込みや競泳中の激しい筋肉の動きによって強い水の抵抗が生じ、体
に装着したトランスミッターが正しい位置からずれて、ECG 信号を拾え
なくなることがあります。

• ECG信号の強さには個人差があり、その人の体組織の構成によっても異
なります。一般に水中では他の環境で使用する場合と比べて、心拍の測
定が困難な人の割合がかなり高くなります。
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2. スポーツ心拍計を使った運動の
 リスクを最小限に

特にふだんあまり体を動かさない人にとって、運動は多少のリスクを伴う
可能性があります。

定期的な運動プログラムをはじめる前に、健康状態をチェックするため、
次の質問に答えてみてください。どれかひとつでもイエスと答えた場合は、
運動プログラムを開始する前に医師に相談されることをお勧めします。

• 過去 5 年間、運動をしていませんでしたか ?
• 血圧が高い方ですか ?
• 血中コレステロール値が高い方ですか ?
• 何らかの疾病の症状がありますか ?
• 血圧や心臓に関連する薬を服用していますか ?
• 呼吸障害を伴う既往症がありますか ?
• 重篤な病気または治療からの回復中ですか ?
• ペースメーカーまたはその他の体内埋め込み型電子機器を使用していま
すか ?

• 喫煙をしますか ?
• 妊娠していますか ?

運動の強度だけでなく、心臓、血圧、喘息、呼吸器系などのための薬、向
精神薬、あるいは一部の栄養ドリンク、アルコール、ニコチンも、心拍数
に影響を及ぼすことがあります。

運動中は体の反応に敏感になることが重要です。運動中に予想外の痛みや
激しい疲労を感じる場合は、その運動を中止するか、より軽い強度にして
続けることをお勧めします。

ペースメーカー、除細動器、またはその他の体内埋め込み型電子機器をお
使いの方へのご注意。心臓ペースメーカーなどの医用電気機器を装着され
ている場合は、本製品はご使用できませんのでご注意下さい。

皮膚に触れる物質に対してアレルギーをお持ちの方、またはこの製品を使
用したことによるアレルギー反応の疑いがある方は、23 ページの「仕様」
に記載されている製品の材質を確認してください。トランスミッターによ
る肌の過敏反応を避けるには、トランスミッターをシャツの上から装着し
てください。ただし、その場合は心拍計を正確に作動させるため、電極の
下にあたる部分のシャツをよく濡らしてください。

注: 湿気と強い摩擦の複合的な作用によってトランスミッター表面の黒い
色が移り、特に淡い色の衣服では染みができることがあります。
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1. FS1／ FS2c／ FS3cスポーツ心拍計について

1.1 スポーツ心拍計の構成
ポラール FS1／ FS2c／ FS3cスポーツ心拍計は以下のアイテムで構成されています。

リストユニットは心拍数、運動時間を表示します。腕時計
として着用することもできます。

運動をするときはトランスミッターを装着してください。
電極エリアはトランスミッターの裏側にあります。この電
極が心拍を検出して、リストユニットへ信号を送ります。 

Tストラップベルトはトランスミッターを胸部に固定します。

このユーザーマニュアルには、ポラール FS1／ FS2c ／
FS3c スポーツ心拍計を使うときに必要な情報が掲載され
ています。

電極エリア 電極エリア

* 写真はFS3c
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1.2 リストユニットのフロントボタンと表示記号
このセクションでは、リストユニットの使い方とディスプレイ上のデータを読むためのガイドとなる記号についてご説明し
ます。

ポラール FS1、FS2c、FS3cスポーツ心拍計には、フロントボタンがあります。

フロントボタンは次のような働きをします：
• 心拍数測定とストップウォッチの開始と停止。
• 次のモードへ進む。
• 選択／希望の値を確定する。
• 運動（EXE）モードを除くすべてのモードでこのボタンを長く押すと、時刻表示に戻る。
• 運動モードでこのボタンを長く押すと、心拍数ターゲットゾーンアラームが作動する。
• バックライトを作動させる（FS2c／ FS3c）。

‒ 時刻表示からフロントボタンを長く押すと、ナイトモードに設定することができます。ナイトモードがオンになって
いるときは、どのモードでもボタンを押すとバックライトが点灯します。5分間以上フロントボタンが操作されない
と、ナイトモードはタイムアウトにより自動的にオフになります。タイムアウトになる前にもう一度フロントボタン
を押すと、再度バックライトが点灯し、タイムアウトカウンターはリセットされます。また、ナイトモードがオンになっ
ている状態で運動を開始すると、その運動が終わるまではナイトモードが維持されます。運動中はハートタッチ機能
によってバックライトを点灯させることができます。
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表示記号

 時計のマークは、運動モードと時刻設定モードで現在の時刻が表示されていることを示します。

 心拍数ターゲットゾーンアラームのマークは、運動モードで心拍数ターゲットゾーンアラー
ムがオンになっていることを示します。

 ハートマークは、心拍数が測定中であること、また心拍数が心拍数ターゲットゾーンの範
囲内であることを示します。

 曜日インジケーターは、時刻表示において曜日を示します。曜日はディスプレイのフレー 曜日インジケーターは、時刻表示において曜日を示します。曜日はディスプレイのフレー
ムにプリントされています（FS2c／ FS3c）。

 時刻表示の状態で示される電池マークは、リストユニットの電池が消耗していることを示
します。詳しくは21ページの「お手入れとアフターサービス」をご覧ください。

 メニューレベルインジケーターは、メニューアイテムの数を示します。メニューをブラウ
ズしているときは、  のマークが現在のメニューレベルを示します。

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
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2. 運動をする

このセクションでは、スポーツ心拍計を初めて使うときの
取り扱いと、トランスミッターの装着方法についてご説明
します。

運動を始める前に、まず心拍数の上限／下限値とアラーム
を設定しておくことをお勧めします。詳しくは18ページ
の「心拍数の上限／下限値」をご覧ください。

2.1 心拍数を測定する
心拍数を測定するには、トランスミッターを装着する必要
があります。

心拍信号のコード化によって、近くにある他の心拍計によ
る干渉を軽減することができます。コードサーチと心拍数
のモニタリングが確実に行われるようにするため、リスト
ユニットとトランスミッターの間の距離を1メートル（3
フィート）以内に保ってください（FS2c／ FS3c）。

近くに心拍計を装着した人がいないこと、あるいは電磁干
渉の発生源がないことを確かめます（電磁干渉の詳細につ
いては、3ページの「使用上のご注意」をご覧ください）。

1. ランスミッターの一方の端部
をTストラップベルトに取り
付けます。

2. ぴったりとフィットして、苦し
くない程度にストラップの長
さを調整します。ストラップ
を胸のまわりに回して胸の筋
肉のすぐ下のあたりに合わせ、
トランスミッターにストラッ
プをはめ込んで固定します。

3. トランスミッターを持ち上げ
て胸から離し、裏側のギザギ
ザしている電極エリア2箇所
を濡らします。濡らした電極
部分が肌に密着し、Polar の
ロゴが胸の中央で上下に正し
い向きになっていることを確
認してください。

4. 普通の腕時計と同じようにリストユニットを装着しま
す。
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ハートマークの点滅は、心拍数が測定中であることを示し
ます。ハートマークは心拍のペースにあわせて点滅します。
ハートマークの外枠は心拍信号がコード化されていること
を示します（FS2c／ FS3c）。

5. 時刻表示の状態から、フロント
ボタンを押してメニューに入
ります。EXE（運動）が表示
されます。運動中にバックライ
トを必要とする場合は、時刻表
示の状態からフロントボタンを
長く押して、ナイトモードを作
動させてください（FS2c ／
FS3c）。

6. そのまま 3秒間待つと、リス
トユニットは運動モードに入
り、ストップウォッチが動き始
めます。ストップウォッチの経
過時間が表示され、心拍数が検
出されるまでの間、ハートマー
クの外枠が点滅します。

7. 15 秒以内に心拍数とハート
マークが表示されます。

 機種によって表示が違います。
 FS1 
 FS2c/FS3c

注：
• 信号が検出されるまで、しばらくお待ちください。
• リストユニットが心拍信号を受信しないと、ストップウォッチはそ
のまま動き続け、点滅していたハートマークの外枠が消えます。ト
ランスミッターの電極部が濡れていること、およびストラップが緩
すぎないことを確認してください。

• コードサーチに失敗すると、15秒後にハートマークの外枠が消えま
す。改めてコードサーチを行うには、リストユニットを胸の高さま
で上げてトランスミッターのPolarのロゴに近づけます。それでもコ
ードサーチが正常に行われない場合でも、心拍数が表示され、外枠
のないハートマーク  が点滅していれば、そのまま運動を開始す
ることができます。ただし、この状態では信号がコード化されていることができます。ただし、この状態では信号がコード化されてい
ないため、リストユニットは他の心拍計の干渉を受ける可能性があ
ります（FS2c／FS3c）。
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2.2 運動中の機能

運動情報を確認する

また、心拍数がターゲットゾーンを外れると、心拍数を示
す数字が点滅し、ターゲットゾーンアラームが鳴ります（ア
ラームをオンに設定した場合）。

1. 現在の心拍数

 のマークは、心拍数がター
ゲットゾーンの範囲内にあるこ
とを表します。

ディスプレイを点灯させる（FS2c／FS3c）
運動を始める前に、時刻表示の状態でフロントボタンを長
く押してナイトモードを作動させた場合は、ハートタッチ
の動作によってバックライトが点灯します。

注：ナイトモードになっている場合、最初のハートタッチによってバックラ
イトが点灯します。ディスプレイに表示される情報を切り換えたいときは、
確認したい情報が表示されるまで、リストユニットをトランスミッターの
Polarのロゴに近づけたままにする必要があります。

ハートタッチ機能
リストユニットをトランスミッ
ターのPolar のロゴに近づける
と、運動中に表示される情報（心
拍数／運動時間／時刻）を切り

換えることができます。確認したい情報が表示されるまで、
リストユニットをロゴに近づけたままにしてください。

 のマークは、心拍数がターゲットゾーンより低い
ことを表します。

 のマークは、心拍数がターゲットゾーンより高い
ことを表します。

2. 運動時間（1時間以内の運動で
は分と秒で、1時間を超えると
時間と分で表示されます。）

3. 時刻
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2.3 運動を終える

運動時間インジケーター   
6つの運動時間インジケーターは、それぞれが10分間の
運動を表します。運動を始めたときには、運動時間が分と
秒で表示され、1つめの運動時間インジケーターが点滅を
始めます。運動モードにあるときは、いつでもこのインジ
ケーターで運動時間を視覚的に把握することができます。

運動を始めてから10分
経過すると、2つめのイ
ンジケーターが点滅を始
めます。

運動時間が1時間を超え
ると、インジケーターは
再び最初の状態から表示
を始めます。

フロントボタンを押すと、運動
の記録が終了します。STOP（終
了）が表示され、リストユニッ
トは時刻表示に戻ります。

心拍数ターゲットゾーンアラームの
オン／オフを切り換える
運動モードでフロントボタンを長く押すと、心拍数ターゲッ
トゾーンアラームの信号音のオン／オフを切り換えること
ができます。ハートマークの隣にある心拍数ターゲットゾー
ンアラームのマーク  は、その設定に応じて表示または
非表示になります。

注：誤って運動を終了する操作をしないように、心拍数ターゲットゾーン
アラームのオン／オフの設定は、運動を始める前に行うことをお勧めしま
す。
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3. 保存された運動情報を見る

運動情報は、次にストップウォッチが動き始めるときまで、
リストユニットのメモリーに保存されています。運動を開
始してストップウォッチが動き始めた時点で、前回のトレー
ニング情報は新しい情報に置き換えられます。ファイルは
誤って前回の情報を消してしまわないように保護されてお
り、新しい情報は運動の記録が1分間を超えた場合にのみ
保存されます。

3. フロントボタンを押してくだ
さい。その運動セッションの
平均心拍数が表示されます。

4. フロントボタンを押してくだ
さい。その運動セッションの
最高心拍数が表示されます
（FS2c／ FS3c）。

5. フロントボタンを押してくだ
さい。最新の運動セッショ
ンの日付が表示されます
（FS2c／ FS3c）。

1. 時刻表示の状態から、FILE
（ファイル）が表示されるま
でフロントボタンを押しま
す。

2. そのまま3秒間待つと、ファ
イルモードに入ります。合計
運動時間が表示されます。

6. フロントボタンを押すと、時刻表示に戻ります。
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4. 設定

4.1 時刻の設定

1. 時刻表示の状態から、TIME（時刻）が表示されるまで
フロントボタンを押します。そのまま3秒間待つと、時
刻の設定に入ります。

3. 12 時間表示モードを選択した場合は、AMまたは PM
が点滅します。

2. 12hまたは 24hが点滅しま
す。フロントボタンを押して、
12hまたは 24hを選択して
ください。

OK?が表示されるまで待ちま
す。選択を確定するには、フロ
ントボタンを押してください。

3秒以内に選択を確定しないと、
リストユニットは時刻表示モー
ド選択の画面に戻ります。

4. ディスプレイの「時」の部分が点滅します。

 が表示されているときにフ
ロントボタンを押すと値が増加
します。
ここで値を増すと、リストユニッ
トは 2 秒後にマイナスモード 

 に入ります。

 が表示されているときにフロントボタンを押すと値が
減少します。
ここで値を減らすと、リストユニットは2秒後にプラスモー
ド  に戻ります。

フロントボタンを押して、AM
またはPMを選択してください。

OK?が表示されるまで待ちま
す。選択を確定するには、フロ
ントボタンを押してください。
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希望する値が表示されたら、リストユニットが「分」の設
定に入るまで待ちます。

5. ディスプレイの「分」の部分が点滅します。

4.2 日付の設定（FS2c／FS3c）
選択された時刻表示モード（12hまたは24h）によって、
日付の表示形式が異なります。

12時間表示モード： 24時間表示モード：
月‐日  日‐月 

1. 時刻表示の状態から、DATE（日付）が表示されるま
でフロントボタンを押します。そのまま3秒間待つと、
日付の設定に入ります。

2. 「月」（12時間表示モードの場合）または「日」（24時
間モードの場合）の値が点滅します。

 が表示されているときにフ
ロントボタンを押すと値が増加
します。
ここで値を増すと、リストユニッ
トは 2 秒後にマイナスモード 

 に入ります。

 が表示されているときにフロントボタンを押すと値が
減少します。
ここで値を減らすと、リストユニットは2秒後にプラスモー
ド  に戻ります。

希望する値が表示されたら、OK?が表示されるまで待ちま
す。選択を確定するには、フロントボタンを押してください。
リストユニットは時刻表示に戻ります。

 が表示されているときにフ
ロントボタンを押すと値が増加
します。
ここで値を増すと、リストユニッ
トは 2 秒後にマイナスモード 

 に入ります。

 が表示されているときにフロントボタンを押すと値が
減少します。
ここで値を減らすと、リストユニットは2秒後にプラスモー
ド  に戻ります。



16

希望する値が表示されたら、リストユニットが「日」（12
時間表示モードの場合）または「月」（24時間モードの場合）
の設定に入るまで待ちます。

3. 「日」（12時間表示モードの場合）または「月」（24時
間モードの場合）の値が点滅します。

4. DAY（曜日）が表示されます。曜日インジケーターが
点滅します。曜日はディスプレイのフレームにプリント
されています。

 が表示されているときにフロントボタンを押して、曜
日を選択します。

 が表示されているときにフ
ロントボタンを押すと値が増加
します。
ここで値を増すと、リストユニッ
トは 2 秒後にマイナスモード 

 に入ります。

 が表示されているときにフロントボタンを押すと値が
減少します。
ここで値を減らすと、リストユニットは2秒後にプラスモー
ド  に戻ります。

希望する値が表示されたら、OK?が表示されるまで待ちま
す。選択を確定するには、フロントボタンを押してください。

曜日インジケーター

MON ＝ 月曜日
TUE ＝ 火曜日
WED ＝ 水曜日
THU ＝ 木曜日
FRI ＝ 金曜日
SAT ＝ 土曜日
SUN ＝ 日曜日

曜日インジケーターをひとつ前の曜日に戻したいときは、
 が表示されるまで待ってからフロントボタンを押します。 が表示されるまで待ってからフロントボタンを押します。

OK?が表示されるまで待ってから、フロントボタンを押し
て選択を確定します。
リストユニットは時刻表示に戻ります。

注：リストユニットは2月29日をスキップします。うるう年には日付設定
で日付を修正してください。

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
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4.3 ユーザー情報の設定（FS3c）
  

年齢の設定
1. 時刻表示の状態から、USER（ユーザー）が表示される

までフロントボタンを押します。そのまま3秒間待つと、
ユーザー情報の設定に入ります。

2. AGE（年齢）が2秒間表示されます。年齢を示す数字
が点滅します。

3. 希望する値が表示されたら、OK?が表示されるまで待
ちます。選択を確定するには、フロントボタンを押して
ください。

ZONE SET（ゾーンを設定しました）が表示され、年齢に
基づく心拍数上限／下限値が設定されたことを知らせます。

リストユニットは時刻表示に戻ります。

注：年齢を設定した時点で、設定されていた心拍数上限／下限値は年齢に
基づく上限／下限値によって上書きされます（それ以前に心拍数上限／下
限値をマニュアル設定していた場合）。必要に応じて、この後ゾーンモー
ドで年齢に基づく心拍数上限／下限値を別の値に変更することができま
す。

注：3秒以内に値を変更しないと、OK?が表示されます。その値を確定す
るには、フロントボタンを押してください。3秒以内に値が確定されない
と、リストユニットは年齢設定モードに戻ります。

 が表示されているときにフ
ロントボタンを押すと値が増加
します。
ここで値を増すと、リストユニッ
トは 2 秒後にマイナスモード 

 に入ります。

 が表示されているときにフロントボタンを押すと値が
減少します。
ここで値を減らすと、リストユニットは2秒後にプラスモー
ド  に戻ります。
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4.4 心拍数の上限／下限値
運動を始める前に、心拍数上限／下限値とアラームを設定
しておくことをお勧めします。これにより、いつでも正し
い強度レベルで運動できるようになるからです。個人的な
目標心拍数についての詳細は、下表をご覧ください。
ユーザー情報が設定されていれば、ポラールスポーツ心拍
計は年齢に基づく心拍数の上限／下限値を自動的に計算し
ます（FS3c）。

高強度
効果： 最大運動能力を高めます。
体感： 筋肉が疲労し、呼吸が激しくなります。
推奨対象：運動能力の高いユーザーによる短時間の運動

セッション。

中強度
効果： 有酸素運動能力を高めます。
体感： 気分よく楽に呼吸ができ、適度に発汗します。
推奨対象：適度な時間の一般的なトレーニングセッション

を行うすべての人々。

軽強度
効果： 基本的な持久力が向上し、疲労回復を早めます。
体感： 快適で楽に呼吸ができ、筋肉の負荷は小さく、

軽く発汗します。
推奨対象：長時間または頻繁に繰り返す短時間のエクササ

イズセッション。

20 30 40 50 60

1分間の
心拍数

年齢

HRmax＝最大心拍数（220－年齢）

190

171171171

152152152

133133133

114114114

180

162

144144144

126126

108

170

1515153

1313136

119

102

160

1414144

1212128

1111112

  96

80-90%

70-80%

60-70%

最大心拍数に
対する
パーセンテージ

高強度高強度高強度

中強度中強度中強度

軽強度軽強度軽強度

200

180

160

140

120

HRmax 

HRmax

HRmax

HRmax 

HRmax 

心拍数ターゲットゾーンアラーム信号音の
オン／オフ
1. 時刻表示の状態から、ZONE（ゾーン）が表示されるま

でフロントボタンを押します。そのまま3秒間待つと、
ターゲットゾーンアラームの設定に入ります。

2. BEEP（信号音）が 2秒間表示されます。ONまたは
OFFが点滅します。
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リストユニットは心拍数上限／下限値のマニュアル設定へ
進みます。

心拍数上限／下限値のマニュアル設定
3. HIGH（上限値）が2秒間表示されます。

上限値のデフォルト設定である160が点滅します。
すでにユーザー情報が設定されている場合には、年齢に基
づいた上限値が表示されます（FS3c）。

フロントボタンを押して、ON
または OFFを選択します。
OK?が表示されるまで待ちます。
選択を確定するには、フロント
ボタンを押してください。

 が表示されているときにフ
ロントボタンを押すと値が増加
します。
ここで値を増すと、リストユニッ
トは 2 秒後にマイナスモード 

 に入ります。

 が表示されているときにフロントボタンを押すと値が
減少します。
ここで値を減らすと、リストユニットは2秒後にプラスモー
ド  に戻ります。

4. 希望する値が表示されたら、OK?が表示されるまで待
ちます。選択を確定するには、フロントボタンを押して
ください。

5. LOW（下限値）が2秒間表示されます。

下限値のデフォルト設定である80が点滅します。
すでにユーザー情報が設定されている場合には、年齢に基
づいた下限値が表示されます（FS3c）。

 が表示されているときにフロントボタンを押すと値が
増加します。
ここで値を増すと、リストユニットは2秒後にマイナスモー
ド  に入ります。

 が表示されているときにフロントボタンを押すと値が
減少します。
ここで値を減らすと、リストユニットは2秒後にプラスモー
ド  に戻ります。
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6. 希望する値が表示されたら、
OK?が表示されるまで待ち
ます。選択を確定するには、
フロントボタンを押してくだ
さい。

 リストユニットは時刻表示に
戻ります。
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5. お手入れとアフターサービス

ポラールスポーツ心拍計は高度な技術を応用した機器であり、慎重な取り
扱いが必要です。保証を受けるための条件を守って本製品を長い間ご利用
いただくために、次のような点にご注意ください。

ポラールスポーツ心拍計のお手入れ
• 使い終わった後、定期的に薄い石鹸水でトランスミッターを洗ってくだ
さい。洗った後はやわらかいタオルでトランスミッターをていねいに乾
かしてください。リストユニットを清潔な状態に保ち、水分を完全に拭
き取ってください。スチールウールや洗浄用化学薬品、アルコールなど
を使用しないでください。

• タオル以外のものでトランスミッターを拭かないでください。乱暴に取
り扱うと電極部が破損するおそれがあります。

• トランスミッターは濡れたままの状態で保管しないでください。汗や湿
気で電極が濡れたままになっていると、トランスミッターが作動し続け、
電池の寿命が短くなります。

• 心拍計は涼しく乾燥した場所に保管してください。心拍計が濡れてると
きは、ビニール袋やスポーツバッグなど通気性のない素材でできた袋に
は入れないでください。

• トランスミッターを曲げたり、無理に引っぱったりしないでください。
電極部が破損するおそれがあります。

• 心拍計を極端に寒い場所や極端に暑い場所に保管しないでください。適
正な作動温度は -10～ +50℃ (14～ 122°F) です。

• 心拍計を車の中などに放置して、長時間直射日光にさらさないでくださ
い。

アフターサービス
認定されたポラールサービスセンターへ修理を依頼されることをお勧めし
ます。ポラールエレクトロの認定を受けていない者が行った修理による損
傷、またはそれに起因する間接的な損傷は保証の対象にはなりません。

トランスミッターの電池
トランスミッターの予想平均電池寿命は実使用時間で2,500時間です。ト
ランスミッターの電池が消耗したと思われる場合は、新しい交換用トラン
スミッターをお求めください。

リストユニットの電池
リストユニットの予想平均電池寿命は、通常のご使用 (1 日 1時間、週7
日 )で2 年間です。リストユニットをご自分で開けないでください。アラー
ムシグナルおよびバックライト（FS2c ／ FS3c）を頻繁に使用するとムシグナルおよびバックライト（FS2c ／ FS3c）を頻繁に使用すると
電池の消耗を早めますのでご注意ください。ディスプレイに電池のマーク 

 が表示された場合は、電池を交換すべきであることを示しています。

注:
• 周囲の温度が低いと、一時的に電池交換インジケーターが表示され
ることがありますが、適正な温度に戻った時点で表示は消えます。

• 電池マークが表示される前に設定されたアラームは、電池が完全に
消耗するまで作動します。マークが表示された後で新たにアラーム
を設定しようとすると、リストユニットはBattery Low(電池が消耗
しています)を表示します。この場合、電池を交換するまではアラー
ムを設定し直すことができません。

• リストユニットをご自分で開けないでください。防水能力を保ち、
認定部品のみを使用するため、リストユニットの電池は認定された
ポラールサービスセンターで交換する必要があります。その際、ポ
ラールスポーツ心拍計の全体的な定期点検も行います。
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6. よくある質問

こんなときはどうすれば…？

…心拍数が表示されない（表示が「--」）ときは？
1. トランスミッターの電極部が濡れているか、解説のとおりにトランスミッ
ターを装着しているかを確認してください。

2. トランスミッターが清潔な状態に保たれているか確認してください。
3. リストユニットの近くに、テレビ、携帯電話、CRTモニターなど電磁波
を放射する器具がないことを確認してください。

4. 不整脈によって不規則な測定値が表示されたり、心臓疾患によってECG
波形が変わる可能性があります。そのような場合は医師に相談してくだ
さい。

…ハートマークが不規則に点滅するときは？
1. リストユニットが受信範囲内にあり、装着しているトランスミッターか
ら1m（3ft）以上離れていないことを確認してください。

2. 運動中に Tストラップベルトが緩んでいないか確認してください。
3. トランスミッターの電極部が濡れていることを確認してください。
4. 受信範囲内（1m（3ft））で別の心拍計トランスミッターが使われてい
ないか確認してください。

5. 不整脈によって不規則な測定値が表示されることがあります。そのよう
な場合は医師に相談してください。

…心拍数が異常な値や極端に高い値を示すときは？
強い電磁信号によって、異常な値が表示されることがあります。高圧線、
信号機、電車やトロリーバスの高架線、自動車のエンジン、バイクコンピュー
タ（電子回路を使った自転車用メーター）、一部のモーター駆動式エクササ
イズ機器（フィットネステスターなど）、携帯電話など、障害の発生源と考
えられるものから離れてください。

発生源から離れても状態が変わらず、心拍数の表示が不安定な場合は、ペー
スを落として自分で脈拍を確かめてみます。ディスプレイの異常に高い値
に対応しているように感じる場合は、不整脈の症状が出ている可能性があ
ります。多くの場合、不整脈は重大な問題ではありませんが、念のため医
師の診察を受けてください。

…ディスプレイの表示が薄くなっているときは？
通常は電池が消耗してきたときの最初の徴候として、電池残量低下インジ
ケーター  が表示されるか、バックライトを使用したときに表示の文 が表示されるか、バックライトを使用したときに表示の文
字が薄くなります（FS2c／ FS3c）。電池を点検してください。字が薄くなります（FS2c／ FS3c）。電池を点検してください。

…リストユニットの電池を交換する必要があるときは？
すべてのサービスは認定されたポラールサービスセンターで実施されるこ
とをお勧めします。ポラールエレクトロが認定していないサービスによる
損傷、またはその結果として生じた損傷は、2年間の国際保証の対象には
なりません。ポラールサービスセンターでは、電池を交換した後にリスト
ユニットの防水性能のテストを行い、さらにポラールスポーツ心拍計の全
体的な定期点検を行っています。
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7. 仕様

FS1／ FS2c／ FS3cスポーツ心拍計は、
• ユーザーの個人的なフィットネス目標の達成に役立ち、
• 運動セッション中の生理的な負荷と強度のレベルを表示する
ために設計されています。これ以外の用途は意図されておらず、暗黙にも承認もされていません。心拍数は1分間の拍動数（bpm）で表示されています。

ポラール製品の防水性能は、国際規格 ISO2281に準拠して試験されています。製品は防水性能に応じて3つのカテゴリーに分類されます。お手元のポラー
ル製品の裏面に表示されている防水性能のカテゴリーを確認した上で、以下の表をご覧ください。これらの定義は、必ずしも他社製品には適用できませんの
でご注意ください。

リストユニット
電池の種類： CR2025
電池の寿命： 平均2年間（1日1時間、週7日使用した場合）
作動温度： -10～ +50℃（14～ 122°F）
リストストラップの材質： 熱可塑性ポリウレタン（TPU）
バックカバーの材質： ニッケルの放出に関するEU規則
 （EU指令94/27/EUおよびその修正条項
 1999/C 205/05）に適合したステンレス鋼
時計の精度： 25℃で ±2.0 秒／日未満
防水性： 50m防水

心拍数測定の精度： ±1％または ±1bpmのいずれか大きい方
 （安静時）
心拍数測定の範囲： 15～ 240bpm

時計： 12時間または24時間表示
運動時間： 0～ 23：59
心拍数上限／下限値： 30～ 199bpm
運動時間の表示形式： 1時間未満：mm：ss
 1 時間以上：hh：mm

ケース裏面の表示

Water resistant
（防水）

Water resistant 
50m（50m防水）

Water resistant 
100m（100m防水）

飛まつ、汗、
雨滴など

○

○

○

入浴および
水泳

○

○

シュノーケルによるスキンダ
イビング（エアタンクなし）

○

スキューバダイビング
（エアタンクあり）

防水性能の特徴

飛まつ、雨滴など

少なくとも入浴および水泳が
可能

水中で頻繁に使用可、ただし
スキューバダイビングは不可
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8. ポラール国際保証

1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満2 年間無料修理を致し
ます。

2. 本保証内容にもとづく修理をご要望の際は、当社ポラールサービスセン
ターに保証書を提示しお申し出ください。尚、お買上げ店または当社ポ
ラールサービスセンターにご送付いただく際の諸費用は、お客様にてご
負担願います。またお買上げ店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、
一部ご負担いただく場合があります。

3. 次の場合は、保証期間内でも保証の対象とはならず、有料修理となりま
す。
1 使用上の誤り (使用説明書以外の誤操作等 )により生じた故障。
2 当 社ポラールサービスセンター以外で行われた修理、改造、分解掃

除等による故障。
3 落下、衝撃等が原因で発生した故障。
4 火災、天災、地変等による故障。
5 保 管上の不備 ( 高温多湿の場所、ナフタリンや樟脳の入った場所で

の保管、電池の漏液等 )や手入れの不備による故障。
6 保証書の添付のない場合
7 販 売店名、ご購入年月日の記入なき場合、または記載事項を訂正さ

れた場合。
4. 保証の対象となる部分は本体のみで、付属品類 (ストラップベルト、ホ

ルダー等 ) 及び、製品に付帯している消耗品類 ( 電池類等 ) は、保証の
対象とはなりません。

5. 本製品の故障に起因する付随的損害については補償致しかねます。
6. 本製品にご購入時に入っている電池は動作確認用のモニター電池ですか

ら記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。尚、モ
ニター用電池は本体価格に含まれるものではありません。

トランスミッター
電池の種類： 内蔵リチウム電池
電池の寿命： 実使用時間で平均2500時間
作動温度： -10～ +50℃（14～ 122°F）
材質： ポリウレタン
防水性： 100m

Tストラップベルト
バックルの材質： ポリウレタン
布地部分の材質： ナイロン、ポリエステル、少量のラテックスを

含む天然ゴム
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9. 免責条項

• このマニュアルの内容は情報の提供のみを目的としています。ここで記
述されている製品は、製造者の継続的な開発プログラムにより予告なく
変更されることがあります。

• ポラールエレクトロ Inc./ ポラールエレクトロOyは、このマニュアルま
たはここで記述されている製品に関して、一切の法的表示または担保を
行っていません。また、ポラールエレクトロ I n c . / ポラールエレクト
ロOyは、このマニュアルまたはここで記述されている製品の利用によっ
て、またはそれらに関連して発生した直接的または間接的、二次的また
は特殊な何らかの損害について、一切の法的責任を負いません。

この製品は以下の特許のひとつまたは複数によって保護されています：
FI88223、DE4215549、FR92.06120、GB2257523、
HK113/1996、SG9591671-4、US5491474、FI88972、
FR92.09150、GB2258587、HK306/1996、SG9592117-7、
US5486818、FI96380、US5611346、EP665947、
DE69414362、FI4150、DE20008882.3、FR0006504、
US6477397、FI4069、DE29910633、GB2339833、
US6272365、US6361502。その他特許出願中。

※ご注意 1.  本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するた
めのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するも
のではありません。

 2. 本保証書の表示について、ご不明の点は当社製品に関するご
相談窓口にお問い合わせください。

 3. 本保証書は紛失されても再発行はいたしませんので、大切に
保管してください。

このCE マークは、本製品が指令93/42/EEC に適合していること
を示しています。

ポラールエレクトロOy は、ISO 9001:2000 認証企業です。
Copyright©2005 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland
著作権所有。本使用説明書のいかなる部分も、事前にポラールエレクトロ
Oyの書面による許可を得ることなく、いかなる菰態または方法においても
使用または複製することはできません。
本使用説明書または本製品のパッケージにおいて、TM の記号を伴う名称お
よびロゴは、ポラールエレクトロOy の商標です。
本使用説明書または本製品のパッケージにおいて、® の記号を伴う名称お
よびロゴは、ポラールエレクトロOy の登録商標です。
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月／日 トレーニング時間 トレーニング内容 平均心拍数 体重

トレーニングダイアリー

※コピーしてご使用下さい。
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月／日 トレーニング時間 トレーニング内容 平均心拍数 体重

トレーニングダイアリー

※コピーしてご使用下さい。



クイックガイド

運動モードを除くすべてのモードでフロントボタンを長く押すと、時刻表示に戻ることができます。

*ハートタッチ機能は、運動モードでの表示内容を切り換えます。

運動モードでは、
心拍数を測定する
ことができます。

ファイルモードで
は、最新の運動情
報を見ることがで
きます。

ゾーンモードでは、
心拍数の上限／下限
値をマニュアル設定
できます。

時刻モードでは、
時刻を設定でき
ます。

日付モードでは、 
日付を設定でき 
ます（FS2c／ 
FS3c）。

ユーザーモードで
は、ユーザーの年
齢を設定できます
（FS3c）。

3秒間待つ

心拍数

ハートタッチ
機能*

運動時間

時刻

現在の心拍数

3秒間待つ

合計運動時間

平均心拍数

最高心拍数

運動の日付

3秒間待つ
 

心拍数ターゲット
ゾーンアラームの

オン／オフ

上限値の設定

下限値の設定

3秒間待つ
 

12時間／24時間時
刻表示モードの選択

 
AM／PMの選択 
（12時間モード 

の場合）
 

「時」の設定
 

「分」の設定

3秒間待つ

月／日の設定
または

日／月の設定
 

曜日の設定

3秒間待つ

年齢の設定

時刻表示

* 写真はFS3c
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JP
N製品相談はこちら！

（操作方法・故障相談・購入相談など）

【お客様相談センター】
E-mail : support.jp@polar.fi

ソフトウエアのお問い合わせにはメール相談をご利用ください。 

※ 土日祝日にいただいたメールは、平日の返信とさせて頂きます。
 予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

0570-01-0111
受付時間： 月曜日～金曜日（祝日を除く）

 10 : 30 ～ 15 : 00、16 : 00 ～ 19 : 00

お電話の際、前もって次のような情報を確認していただきますと
迅速に対応しやすくなりますので、ご理解ご協力お願いします。

（お使いの製品をお手元にご用意頂くとご説明がスムーズです）

• お使いの機種名
• データ転送に関するお問合わせの場合は
 Windows、MacOS のバージョン

製品修理はこちら！

尚、修理に関するご質問は、
下記のメール、FAX でお受けしております。

【修理センター】
E-mail : repair.jp@polar.fi

FAX : 03-3374-5850

1 配送中に壊れないように梱包して下さい。
2 リストレシーバー、トランスミッター、及びその他の付

属品を一緒にお送りください。
3 保証期間中の場合、保証書、または購入日を証明する物、   

（領収書又はそのコピー）を同封してください。
4 氏名、住所、電話番号、日中の連絡可能な電話番号また

故障現象を明記した紙を同封してください。
5 送料はお客様ご負担で修理センターへお送り下さい。

送付時のご注意

修理品送付先：
ポラールサービスセンター
〒 151-0072　 
東京都渋谷区幡ヶ谷１－１－１ 幡ヶ谷プラザビル８F
TEL：03-5308-5741　
営業時間：  月曜日～金曜日（祝日を除く）
  10 : 00 ～ 13 : 30、14 : 30 ～ 18 : 00


