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はじめに

Ｖ800をご購入いただき、誠にありがとうございます！ 最高のパフォーマンスを目指すプロや意欲的なアスリート

のために設計されたV800は、GPS内蔵、スマートコーチングや毎日24時間のアクティビティ計測機能を搭載し、

あなたのピークパフォーマンスの達成をサポートします。Polar Flow アプリで、セッション終了直後にトレーニングの

概要を確認。またPolar Flow ウェブサービスで、より詳細なトレーニングの分析や、計画が作成できます。

本ユーザーマニュアルは、あなたの新しいトレーニングパートナーとのスタート方法をご案内します。ビデオチュート

リアルやこのユーザーマニュアルの最新版を確認するには、www.polar.com/ja/support/v800をご覧ください。

V800

あなたの心拍数、速度、距離、ルートといったトレーニングデータに加え、毎日の小さなアクティビティの全てを記

録します。

http://www.polar.com/ja/support/v800
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H7 心拍センサー*

Ｖ800では、トレーニング中、そして水泳中も、リアルタイムに正確な心拍数が確認できます。心拍数は、あな

たのトレーニングの進捗状況を分析するために有効な情報です。

*心拍センサーが付属のV800のセットに限定されます。心拍センサーが付属していないセットをご購入された場

合でも、ご安心ください。いつでも心拍センサーを追加購入できます。

USBケーブル

専用USBケーブルは、電池の充電や、FlowSyncソフトウェアを経由したV800とPolar Flowウェブサービス間の

データの同期に使用します。

POLAR FLOW アプリ

各セッションの直後に、あなたのトレーニングデータを確認しましょう。Polar Flow アプリは、トレーニングデータをワ

イヤレスでPolar Flowウェブサービスに同期します。Polar Flowアプリは、App StoreまたはGoogle Playからダウン

ロードできます。

POLAR FLOWSYNCソフトウェア

Polar FlowSyncソフトウェアは、専用USBケーブル経由で、V800とPolar Flowウェブサービス間のデータの同期を

可能にします。Polar FlowSyncソフトウェアのダウンロードとインストールは、https://flow.polar.com/startから

行えます。

POLAR FLOWウェブサービス

polar.com/flowでトレーニングのあらゆるデータを分析し、あなたのパフォーマンスについての理解を深めましょ

う。

はじめに

Ｖ800をご購入いただき、誠にありがとうございます！ 最高のパフォーマンスを目指すプロや意欲的なアスリート

のために設計されたV800は、GPS内蔵、スマートコーチングや毎日24時間のアクティビティ計測機能を搭載し、

あなたのピークパフォーマンスの達成をサポートします。Polar Flow アプリで、セッション終了直後にトレーニングの

概要を確認。またPolar Flow ウェブサービスで、より詳細なトレーニングの分析や、計画が作成できます。

本ユーザーマニュアルは、あなたの新しいトレーニングパートナーとのスタート方法をご案内します。ビデオチュート

リアルやこのユーザーマニュアルの最新版を確認するには、www.polar.com/ja/support/v800をご覧ください。

https://flow.polar.com/start
http://www.polar.com/flow
http://www.polar.com/ja/support/v800
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V800

あなたの心拍数、速度、距離、ルートといったトレーニングデータに加え、毎日の小さなアクティビティの全てを記

録します。

H7 心拍センサー*

Ｖ800では、トレーニング中、そして水泳中も、リアルタイムに正確な心拍数が確認できます。心拍数は、あな

たのトレーニングの進捗状況を分析するために有効な情報です。

*心拍センサーが付属のV800のセットに限定されます。心拍センサーが付属していないセットをご購入された場

合でも、ご安心ください。いつでも心拍センサーを追加購入できます。

USBケーブル

専用USBケーブルは、電池の充電や、FlowSyncソフトウェアを経由したV800とPolar Flowウェブサービス間の

データの同期に使用します。
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POLAR FLOW アプリ

各セッションの直後に、あなたのトレーニングデータを確認しましょう。Polar Flow アプリは、トレーニングデータをワ

イヤレスでPolar Flowウェブサービスに同期します。Polar Flowアプリは、App StoreまたはGoogle Playからダウン

ロードできます。

POLAR FLOWSYNCソフトウェア

Polar FlowSyncソフトウェアは、専用USBケーブル経由で、V800とPolar Flowウェブサービス間のデータの同期を

可能にします。Polar FlowSyncソフトウェアのダウンロードとインストールは、https://flow.polar.com/startから

行えます。

POLAR FLOWウェブサービス

polar.com/flowでトレーニングのあらゆるデータを分析し、あなたのパフォーマンスについての理解を深めましょ

う。

電池の充電

V800のパッケージを開封したら、まず最初に電池を充電してください。最初にV800をご使用になる前に、満

充電にしてください。

V800には、再充電可能な内蔵電池が組み込まれています。本製品に同梱の専用USBケーブルを使用し、

お使いのコンピュータのUSBポートにつないで充電します。コンセントからも充電できます。コンセントをから充電

する場合、USB電源アダプタ( 別売り) を使用してください。ACアダプタを使用する場合、そのアダプタが「出力

5ＶDC 0.5A～2A最大」の刻印があることを必ず確認してください。適切な安全認証を取得済み( 「LPS」、
「Limited Power Supply」または「UL listed」の刻印のある) ACアダプタのみを使用してください。-10 °Cを下回

る、または+50 °Cを上回る温度の環境では電池を充電しないでください。

コンセントからも充電できます。その場合は、USB電源アダプタ( 別売り) を使用してください。USB電源アダプタ

を使用している場合、アダプタに「出力5VDC」の刻印があり、500mA以上に対応していることをご確認くださ

い。適切な安全認証を取得済みのUSB電源アダプタ( 「LPS」、「Limited Power Supply」、「UL listed」または

「CE」の刻印のある) のみを使用してください。

https://flow.polar.com/start
http://www.polar.com/flow
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9V充電器を使用してPolar製品を充電しないでください。9V充電器を使用すると、Polar製品が損傷する

おそれがあります。

1. 専用USBコネクタを、V800にカチッとはめます。

2. そのケーブルのもう一方の端を、コンピュータのUSBポートに挿入します。

3. 「充電中」とディスプレイに表示されます。

4. V800が完全に充電されると、「充電が完了しました」になります。

接続する際は、USBコネクタがV800の溝にきちんとはまっていて、USBコネクタ上のPolarロゴとV800が同じ方向

を向いていることを確認してください。

電池の動作時間

連続使用 時計とアクティビティ記録モード

高精度GPS記録と心拍数の使用：最大13時間

30日間

中精度GPS記録と心拍数の使用：最大20時間

GPS省電力モードと心拍数：最長50時間

GPS記録オフで心拍数オン：最長100時間

電池の動作時間は、トレーニングデバイスの使用環境の温度、使用する機能とセンサー、電池の経時変化と

いった多くの要因により異なります。動作時間は、気温が氷点下を大きく下回ると、大幅に低下します。上着

の下にトレーニングデバイスを装着することで、温まり動作時間が延びます。

低電池残量の通知

低電池残量 充電

電池残量が低下しています。V800の充電をお勧めします。
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トレーニング前に充電

トレーニングセッションを記録するには電池が少なすぎます。V800を充電するまでは、新しいト

レーニングセッションを開始できません。

V800のディスプレイが真っ白の時は、電池が空でスリープモードに入っています。V800を充電し

てください。電池が完全に消耗した状態では、充電中のサインがディスプレイに表示されるまでの

時間がかかることがあります。

基本設定

V800を最大限に活用するために、flow.polar.com/startにアクセスしてください。V800の初期設定、最新の

ファームウェアのダウンロード、Flowウェブサービスの使用等について、分かりやすくご案内しています。お客様がす

でにPolarアカウントをお持ちの場合は、Polar Flowウェブサービスでもそのアカウントが使えます。。今まで、

polarpersonaltrainer.com などのサイトでご利用になっていたユーザー名とパスワードで、すぐにサインインできま

す。

Ｖ800を充電した後は、基本設定を入力しましょう。より正確なトレーニングデータを得るには、消費カロリーや

トレーニング負荷に関する計算やその他のスマートコーチング機能に影響を及ぼす身体的設定項目 ( トレーニ

ング背景、年齢、体重、性別など) を正確に設定することが重要です。

「言語選択」と表示されます。スタートボタンを押してEnglishを選択します。

English以外の言語を選択する場合、polar.com/flowにアクセスし、使用する言語を選択するようガイドされ

ます。Flowウェブサービスに接続しV800の使用を開始する際の、設定時に他の言語を追加できます。後で他

の言語を追加するには、polar.com/flowにアクセスしてサインインします。画面右上のアカウント名をクリックし、

製品を選択し、V800の設定に進みます。リストから言語を選択し、V800と同期します。選択できる言語は、

Dansk( デンマーク語 ) 、Deutsch( ドイツ語 ) 、English( 英語 ) 、Español( スペイン語 ) 、Français( フランス

語 ) 、Italiano( イタリア語 ) 、日本語、Nederlands( オランダ語 ) 、Norsk( ノルウェー語 ) 、Português( ポルト

ガル語 ) 、简体中文 ( 簡体字中国語 ) 、Suomi( フィンランド語 ) またはSvenska( スウェーデン語 ) です。

http://flow.polar.com/start
http://polar.com/flow
http://polar.com/flow
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English( 英語 ) を選択すると、「Polar V800の設定」が表示されます。以下の項目を設定し、各々スタートボタ

ンで確定します。戻って設定内容を変更したい場合は、変更したい設定項目が表示されるまで Back( 戻る)
ボタンを押してください。

1. 時刻表示：12時間または24時間を選択します。「12時間」を選択した場合、AMまたはPMを選択し

ます。次に現在時刻を入力します。

2. 日付：今日の日付を入力します。

3. 単位：メートル法 ( kg、cm、℃ )またはヤードポンド法 ( lb、ft、℉ )を選択します。

4. V800を装着する手を選択：左手首または右手首を選択します。

5. 体重：体重を入力します。

6. 身長：身長を入力します。

7. 生年月日：生年月日を入力します。

8. 性別：男性または女性を選択します。

9. トレーニング頻度：時々 ( 0～1時間 /週 )、普通 ( 1～3時間 /週 )、頻繁 ( 3～5時間 /週 )、非常に頻

繁 ( 5～8時間 /週 , セミプロレベル( 8～12時間 /週 )、プロレベル( 12時間超過 /週 )。
10. 設定が完了すると、「はじめましょう！」と表示され、V800が時刻表示モードになります。

ボタンの機能とメニュー構成

V800には、状況によって異なる機能を備えた５つのボタンがあります。これに加えて、タップジェスチャーもありま

す。タップジェスチャーは、Ｖ８００のディスプレイをタップすることで、ディスプレイ上に情報を表示させたり、トレーニ

ング中に機能を実行したりできる機能です。

異なるモードにおける各ボタンの機能は、以下の表をご参照ください。

ボタンの機能
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時刻表示とメニュー

LIGHT (ライト ) BACK (戻る) START (開始 ) UP (上 ) DOWN (下 ) TAP (タップ)

l ディスプ

レイの

点灯

l 長押し

でクイッ

クメ

ニューを

表示

l メニュー

の終了

l 前のメ

ニューに

戻る

l 設定を

戻す

l 選択項

目をキャ

ンセル

l 長押し

でメ

ニューか

ら時刻

表示に

戻る

l 時刻表

示画面

で長押

しして

Flow
Appと同
期

l 選択を

確定

l プレト

レーニン

グモード

に入る

l ディスプ

レイに表

示された

選択項

目に進

む

l 選択リ

ストを移

動

l 値を調

整

l 長押し

で時刻

表示画

面を変

更

l 選択リ

ストを

移動

l 値を調

整

l •時刻

表示画

面で回

復状態

を表示

プレトレーニングモード

LIGHT (ライト ) BACK (戻る) START (開始 ) UP (上 ) DOWN (下 ) TAP (タップ)

l 長押しで

スポーツ

プロファイ

ル設定を

開く

l 時刻表

示画面

に戻る

l トレーニ

ングセッ

ションの

開始

l スポーツ

リストを

移動

l スポーツ

リストを

移動

トレーニング中

LIGHT (ライト ) BACK (戻る) START (開始 ) UP (上 ) DOWN (下 ) タップ

l ディスプ

レイの

l 1回押し

てトレー

l 長押し

でゾーン

l トレーニ

ング

l トレーニ

ング
l ラップ記
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LIGHT (ライト ) BACK (戻る) START (開始 ) UP (上 ) DOWN (下 ) タップ

点灯

l 長押し

でクイッ

クメ

ニューを

表示

ニングを

一時停

止

l 3秒間

長押し

でトレー

ニング記

録を終

了

l マルチト

レーニン

グでトラ

ンジショ

ンモード

に入る

のオン・

オフを設

定

l 一時停

止時に

トレーニ

ング記

録を継

続

l 押して

ラップを

取りま

す。

ビューを

変更

ビューを

変更

録・トレー

ニング

ビューを

変更・

バックライ

トをオン*

*Polar Flowウェブサービスのスポーツプロフィール設定から、タップ機能のカスタマイズができます。

タップジェスチャー

タップジェスチャーは、ディスプレイ上に情報を表示させたり、トレーニング中に機能を実行したりできる機能で

す。タップジェスチャーにより、時刻表示モードで回復状態を表示したり、トレーニング中にラップを取ったり、ト

レーニングビューの変更やバックライトの点灯などの操作ができます。ジェスチャーはディスプレイを強めにタップす

ることで実行できます。軽いタッチでは機能しません。ディスプレイは、2本の指で適度にしっかりとタップします。

強くタップしてもガラスは壊れません。

様々なスポーツに合わせて、スポーツ別にタップ感度を設定できます。スポーツ別のタップ感度 ( セッション中に

タップする強度 ) を変更するには、設定 > スポーツプロファイルに進み、編集したいスポーツで、スポーツ別のタッ

プ感度を選択します。時刻表示モードのタップ感度を変更する( 回復状態を表示するためにタップする強度 )
には、設定 > 基本設定 > 時刻表示モード タップ感度に進みます。異なる感度を試して、スポーツ毎や時刻

表示モード、それぞれに最適な強度を設定しましょう。感度は、軽くタップ、普通にタップ、強くタップ、より強く

タップまたはオフを設定できます。

スポーツ別のタップ感度は、クイックメニューからセッション中に変更できます。LIGHT(ライト )ボタンを長押ししてス

ポーツ別のタップ感度を選択します。

Polar Flowウェブサービスのスポーツプロファイルの設定からも、タップ機能のカスタマイズが可能です。
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ハートタッチ

時刻の表示やバックライトの有効化、または前のラップを簡単に表示するには、ハートタッチ機能を使用します。

Ｖ800と心拍センサーをタッチするだけでボタン操作は必要ありません。Polar Flowウェブサービスのスポーツプロ

フィール設定で、ハートタッチ機能を変更できます。詳細については、"スポーツプロファイル" ページ 90をご参照

ください。

メニューの構成

UP (上 ) または DOWN (下 ) ボタンを押してメニューを表示します。選択した項目でSTART (開始 )ボタンを押し

て確定、BACK (戻る) ボタンで戻ります。

メニューには以下の項目がありま

す。

l お気に入り

l タイマー

l テスト

l 設定

l 今日の結果

l ダイアリー

l 進捗

お気に入り

お気に入りには、以下の項目があります。

l Polar Flowウェブサービスでお気に入りに保存したレースペース、ルート、トレーニング目標など。

詳細については、"お気に入り" ページ 49をご参照ください。

タイマー

タイマーには以下の項目があります。
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l ストップウォッチ

l カウントダウンタイマー

l インターバルタイマー

テスト

テストには以下の項目があります。

l 起立試験

l フィットネステスト

l ジャンプテスト

l RR間隔計測

詳細については、「機能」のページをご参照ください。

設定

設定には以下の項目があります。

l スポーツプロファイル

l 個人設定

l 基本設定

l 時計設定

詳細については、「設定」のページをご参照ください。

今日の結果

Polar V800で取得できる1日のアクティビティ目標は、個人データとアクティビティレベル設定に基づいており、これ

はFlowウェブサービスの「1日のアクティビティ目標」設定で確認できます。

1日のアクティビティ目標がアクティビティバーで確認できます。アクティビティバーが満たされ、1日の目標の達成

状況を知らせてくれます。今日の結果で、アクティビティ( アクティブ時間、カロリー、歩数 ) の詳細および1日のア

クティビティ目標達成までのガイダンスを取得できます。

詳細については、"アクティビティ記録 " ページ 71でご確認ください。

進捗

進捗には以下の項目があります。

l 回復状態：あなたの回復レベルを示します。詳細については、"毎日24時間のアクティビティを基にした

回復状態 " ページ 69
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詳細については、"進捗 " ページ 63をご参照ください。

ダイアリー

ダイアリーで1週間の記録を確認します。日付を選択し、その日の全てのセッション、それぞれのセッションのト

レーニングサマリー、テスト結果を確認します。また、計画したトレーニングセッションも確認できます。

互換性のあるセンサー

Bluetooth® Smartセンサーにより、あなたのパフォーマンスへの理解を深め、トレーニングをさらに有効なものにし

ましょう。

POLARストライドセンサーBLUETOOTH®SMART

ストライドセンサーBluetooth®Smartは、ランニング技術とパフォーマンスを改善したいランナーに最適です。ト

レッドミルでも、または泥まみれの道のランニングでも、速度と距離の把握を可能にします。

l ストライド幅からランニングの速度と距離を計測します。

l ランニングケイデンスとストライド幅を表示することで、あなたのランニング技術の向上をサポートします。

l ジャンプテストを実施できます

l 小型センサーで、シューズにぴったりフィットします。

l 最も過酷なランニングにも耐える、衝撃および防水仕様

POLARスピードセンサーBLUETOOTH®SMART

あなたのサイクリング速度に影響を与える要因はいくつもあります。当然、体力はその1つですが、気候条件や

道路の傾斜の違いもまた大きな要因です。あなたのパフォーマンス速度に影響を与える、これらの要因を測定

する最も高度な方法は、空気力学速度センサーです。

l あなたのリアルタイム、平均、最大の速度を測定します

l あなたの進捗とパフォーマンスの改善を確認するため、平均速度を記録します

l 軽量で堅牢、簡単に装着可能です

POLARケイデンスセンサーBLUETOOTH®SMART

あなたのサイクリングセッションを測定するための最も実用的な方法は、当社の高度なワイヤレスケイデンスセン

サーです。毎分回転数でリアルタイム、平均、最大のサイクリングケイデンスを測定し、それ以前のライドでのサ

イクリング技術との比較ができます。

l あなたのサイクリング技術を改善し、最適なケイデンスを確認します

l 干渉防止のケイデンスデータで、あなたの個人パフォーマンスを評価できます

l 空気力学的で軽量な設計です
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POLAR LOOK KÉO POWER BLUETOOTH®SMART

サイクリング技術とパフォーマンスを向上させます。意欲的なサイクリストに最適、そしてBluetooth® Smartテク

ノロジーの使用で、低電力消費を実現します。

l 正確な出力をワットで測定し、素早くフィードバック

l 左右バランスや、リアルタイムおよび平均のケイデンスを表示

l 力ベクトル機能で、ペダルに対しどの程度力がかかっているかを表示

l 設定は簡単で、異なる自転車にも簡単に切り替えが可能

ペアリング

新しいセンサー(心拍センサー、ランニングセンサー、サイクリングセンサーまたはスマートフォンやタブレットなどのモ

バイルデバイス) を使用する際には、はじめにV800とペアリングする必要があります。ペアリングは約数秒間で完

了し、V800があなたのセンサーおよびデバイスからのみ信号を受信することで、グループトレーニングでも電波干

渉を防ぎます。データ転送での電波干渉を防止するため、予めイベントやレース前に、自宅でペアリングされる

ことをお勧めします。

心拍センサーとV800のペアリング

V800と心拍センサーをペアリングする2つの方法：

1. 心拍センサーを装着し、時刻表示画面で START(開始 )ボタンを押し、プレトレーニングモードに入りま

す。

2. はじめて使用する心拍センサーであれば、心拍センサーを装着してV800を近づけ、使用する心拍セン

サーが検知されるのを待ちます。

3. 対象のセンサーのデバイスIDが、「Polar H7 xxxxxxxxをペアリング」と表示されます。「はい」を選択し

ます。

4. 完了すると、「ペアリングが完了」と表示されます。

または

1. 設定 > 基本設定 > ペアリングと同期 > 他のデバイス#を#ペアリングと移動し、START(開始 )ボタンを押

します。

2. V800が心拍センサーを検索し始めます。

3. 対象のセンサーのデバイスIDが、「Polar H7 xxxxxxxx」と表示されます。

4. START(開始 )ボタンを押し、「ペアリング」が表示されます。

5. 完了すると、「ペアリングが完了」と表示されます。

ストライド、スピードまたはケイデンスセンサーをV800とペアリング

ストライドセンサー、ケイデンスセンサーまたはスピードセンサーをペアリングする前に、各センサーが正しく取り付

けられていることを確認して下さい。各センサーの取り付けの詳細は、各ユーザーマニュアルでご確認ください。
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V800とセンサーをペアリングする2つの方法：

1. 時刻表示画面で、START(開始 )ボタンを押し、プレトレーニングモードに入ります。

2. V800が使用するセンサーを検索し始めます。

l ストライドセンサー：V800にストライドセンサーをタッチし、検知されるのを待ちます。

l ケイデンスセンサー：クランクを数回回して、センサーを有効にします。センサーの赤色ランプが点

滅すれば、センサーが有効になっています。

l スピードセンサー：ホイールを数回回して、センサーを有効にします。センサーの赤色ランプが点

滅すれば、センサーが有効になっています。

3. 対象のデバイスID、「Pair Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx」と表示されます。「はい」を選択します。

4. 完了すると、「ペアリングが完了」と表示されます。

または

1. 設定 > 基本設定 > ペアリングと同期 > 他のデバイス#を#ペアリングと移動し、START(開始 )ボタンを押

します。

2. V800がセンサーを検索し始めます。

3. 対象のセンサーが見つかると、そのデバイスID、「Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx」と表示されます。

4. START(開始 )ボタンを押し、「ペアリング」と表示されます。

5. 完了すると、「ペアリングが完了」と表示されます。

特定のセンサーのペアリングについては、「各種センサー」の項目をご参照ください。

POLAR BALANCE SCALEをV800とペアリング

V800とPolar Balance Scaleをペアリングする2つの方法：

1. Scaleに乗ります。体重をディスプレイに表示します。

2. ビープ音が鳴り、ScaleのBluetoothアイコンが点滅すれば接続できる状態になっています。Scaleは、

V800とペアリングできる準備が整っています。

3. V800の左下ボタンを2秒間長押しし、ペアリング完了についてディスプレイに表示されるまで待ちます。

または

1. 基本設定 > ペアリングと同期 > 他のデバイスをペアリングに進み、スタートボタンを押します。

2. V800がScaleを検索し始めます。

3. Scaleに乗ります。体重をディスプレイに表示します。

4. Scaleが見つかると、V800でデバイスID 「Polar scale xxxxxxxx」と表示されます。

5. スタートボタンを押すと、「ペアリング」と表示されます。

6. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。
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Scaleは7台のPolarデバイスとペアリングできます。ペアリングしたデバイスが7台を超えると、最初のペアリング

が削除され、新しいものに代わります。

モバイルデバイスとV800のペアリング

モバイルデバイスをペアリングする前に、App StoreまたはGoogle PlayからPolar Flowアプリをダウンロードします。

また、Polarアカウントをまだお持ちでない場合はPolarアカウントを作成してください。FlowSyncソフトウェアを

flow.polar.com/startからダウンロード、インストールしてください。また、V800をPolar Flowウェブサービス上で登

録する必要があります。

ペアリングする前にモバイルデバイスのBluetoohがオンで、フライトモードがオフであることを確認してください。

モバイルデバイスのペアリング：

1. モバイルデバイス上で、Polar Flowアプリを起動し、お客様のPolarアカウントでサインインします。

2. モバイルデバイス上に「V800を探しています」と表示されるのを待ちます。

3. V800の時刻表示画面で左下ボタンを長押しします。

4. 「デバイスに接続中」と表示され、続いて「アプリへ接続中」が表示されます。

5. モバイルデバイス上でBluetoothペアリング要求を承認し、V800で表示されるpinコードにコードを入力し

ます。

6. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。

または

1. モバイルデバイス上で、Polar Flowアプリを起動し、お客様のPolarアカウントでサインインします。

2. モバイルデバイス上に「V800を探しています」と表示されるのを待ちます。

3. V800上で、設定 > 基本設定 > ペアリングと同期 > モバイルの#ペアリング#と同期と移動し、START
(開始 )ボタンを押します

4. START(開始 )ボタンを押し、「デバイスに接続中」が表示され、続いて「アプリへ接続中」が表示されま

す。

5. モバイルデバイス上でBluetoothのペアリング要求を承認します。

6. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。

ペアリングの解除

センサーまたはモバイルデバイスとのペアリングを解除するには：

1. 設定 > 基本設定 > ペアリングと同期 > ペアリング済のデバイスと移動し、START(開始 )ボタンを押しま

す。

2. リストから解除するデバイスを選択し、START(開始 )ボタンを押します。

3. 「ペアリングを解除しますか？」の表示で、「はい」を選択し、START(開始 )ボタンを押します。

4. 完了すると、「ペアリング解除済み」と表示されます。

http://www.flow.polar.com/start
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同期

Ｖ800のデータを、専用USBケーブルとFlowSyncソフトウェア経由でPolar Flowウェブサービスへ、または

Bluetooth Smart®経由でワイアレスにPolar Flowアプリへ送信できます。V800とPolar Flowウェブサービスや

Polar Flowアプリ間でのデータ同期には、PolarアカウントとFlowSyncソフトウェアが必要です。

flow.polar.com/startから、PC上にFlowSyncソフトウェアをダウンロード、インストールします。次に、Polar Flow
ウェブサービス上でPolarアカウントを作成します。Polar FlowアプリをApp StoreまたはGoogle Playから、モバイル

デバイスにダウンロードします。

V800、Flow ウェブサービス、Flow モバイルアプリのどちらｊからでも、データを同期して最新の状態に維持できま

す。

POLAR FLOWアプリとの同期

同期する前に以下を確認してください：

l FlowSyncソフトウェアをインストール済みで、Polarアカウントを持っていること。

l Polar FlowウェブサービスでV800を登録済みで、少なくとも1回はFlowSync経由でデータを同期している

こと。

l モバイルデバイスのBluetoohがオンで、フライトモードがオフになってること。

l モバイルデバイスとV800がペアリング済みであること。詳細については、"ペアリング" ページ 27をご参照く

ださい

データを同期する2つの方法

1. Polar Flowアプリにサインインし、V800上のBACK「戻る」 ボタンを長押しします。

2. 「デバイスに接続中」が表示され、続いて「同期中」と表示されます。

3. 完了すると、「同期完了」と表示されます。

または

1. Polar Flowアプリにサインインし、設定 > 基本設定 > ペアリングと同期 > データの同期と進み、V800の
START 「開始」 ボタンを押します。

2. 「デバイスに接続中」と表示され、続いて「同期中」が表示されます。

3. 完了すると、「同期完了」と表示されます。

V800をPolar Flowアプリに同期すると、トレーニングやアクティビティデータは、インターネット経由でPolar
Flowウェブサービスにも同期されます。

Polar Flowアプリのご使用についてのサポートおよび詳細は、www.polar.com/support/Flow_appをご参照くだ

さい

http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/support/Flow_app


31

FLOWSYNC経由でのPOLAR FLOWウェブサービスとの同期

Polar Flowウェブサービスとデータを同期するには、FlowSyncソフトウェアが必要です。flow.polar.com/startか
ら、ダウンロード、インストールしてから同期します。

1. 専用USBケーブルをコンピューターに挿入し、コネクターをV800にカチッとはめます。FlowSyncソフトウェア

が起動していることを確認して下さい。

2. FlowSyncウィンドウがコンピューター上で開き、同期が開始します。

3. 同期が完了すると、「完了」と表示されます。

V800をコンピューターに接続する度に、Polar FlowSyncソフトウェア経由でPolar Flowウェブサービスにデータ

が送信され、設定の変更も同期されます。同期が自動的に開始しない場合は、デスクトップアイコン

( Windows) 、またはアプリケーションフォルダ( Max OS X) から、FlowSyncを起動します。ファームウェアアップデー

トが利用可能な場合は、FlowSyncが通知してインストールを推奨します。

V800をコンピューターと接続中に、Polar Flowウェブサービス上で設定を変更した場合、FlowSync上の「同

期」をクリックすると設定の変更がV800にも同期されます。

Polar Flowウェブサービスのご使用についてのサポートおよび詳細

は、www.polar.com/support/flowでご確認ください。

FlowSyncソフトウェアのご使用についてのサポートおよび詳細

は、www.polar.com/support/FlowSyncでご確認ください。

http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/support/flow
http://www.polar.com/support/FlowSync
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スポーツプロファイルの設定

あなたのトレーニングニーズに合わせて、スポーツプロファイル設定を変更できます。V800上で設定 > スポーツ

プロファイルに進み、特定のスポーツプロファイルを編集できます。たとえば、スポーツによってGPSをオンやオフに

設定できます。

さらに幅広いカスタマイズが、Polar Flowウェブサービスから可能です。詳細については、"スポーツプロファイ

ル" ページ 90の項目をご参照ください。

デフォルトでは、プレトレーニングモードに6個のスポーツプロファイルが表示されます。Polar Flowウェブサービスか

ら、あなたのリストに新しいスポーツが追加でき、それをV800に同期できます。V800には、一度に最大20種類

のスポーツプロファイルが保存できます。Polar Flow ウェブサービスに保存可能なスポーツプロファイルの数は、無

制限です。

デフォルトの「スポーツプロファイル」には、以下のスポーツが含まれます。

l ランニング

l サイクリング

l 水泳

l その他

l トライアスロン

l フリーマルチスポーツ

もし初めてご使用の前に、既にPolar Flow ウェブサービスでスポーツプロファイルを変更し、V800に同期さ

れていたら、スポーツプロファイルのリストは保存したスポーツも一緒に表示します。

設定

スポーツプロファイルの表示や変更は、設定 > スポーツプロファイルに進み、対象のプロファイルを選択します。

また、LIGHT (ライト ) を長押しで、プレトレーニングモードからスポーツプロファイル設定に直接アクセスできます。

マルチスポーツ( 例：トライアスロンやバイアスロンなど) を含むスポーツプロファイルにおいては、それぞれのスポーツ

向けの設定が変更できます。たとえば、トライアスロンでは水泳、サイクリング、ランニングそれぞれの設定が変

更できます。

l トレーニング音：オフ、ソフト、大きいまたはとても大きいが選択できます。

l バイブレーションフィードバック：オンまたはオフを選択します。オンに設定すると、トレーニングセッションの

開始や停止時、GPS信号が検知された時やトレーニング目標を達成した際に、V800がバイブレーション

で知らせます。
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省電力モードまたは中精度GPSモードを使用する場合、位置ベースオートラップ、オートポーズおよびルート

ガイダンスは使用できません。

サイクリング中に省電力モードを使用すると、現在の速度は表示されません。

l 心拍数の設定：心拍数の表示：心拍 /分 (BPM) 、最大心拍数％または予備心拍数％を選択しま

す。心拍 (HR)ゾーンリミットの確認：各心拍 (HR)ゾーンのリミット (限界値 ) を確認。心拍データを他のデ

バイスにも表示：オンまたはオフを選択します。オンを選択すると、他の互換デバイス( 例：ジム装置など)
にも、あなたの心拍数が表示できます。

l バイクパワー設定：パワー表示、パワー平均移動、FTP値の設定、またはパワーゾーンリミットを確認を

選択します。パワーの表示方法やデータポイントの記録頻度の設定、FTP値の設定、またはパワーゾー

ンリミットの表示を行います。

l GPS記録：オフ、高精度、中精度、または省電力モード ロングを選択します。

l スポーツ別のタップ感度：オフ、軽くタップ、普通にタップ、強くタップ、またはより強くタップを選択します。

タップジェスチャーを使用する際の、ディスプレイをタップする強度を設定します。

l ストライドセンサー：校正、または速度計測に使用するセンサーを選択を選択します。校正で、自動ま

たは手動を選択します。速度計測に使用するセンサーを選択で、速度を計測するセンサーを設定しま

す：ストライドセンサーまたはGPS。ストライドセンサーの校正についての詳細はこちらをご参照くださ

い："PolarストライドセンサーBluetooth® Smart" ページ 100

ストライドセンサーの校正は、ストライドセンサーがペアリング済みの場合のみ可能です。

l 高度の校正 (キャリブレーション)：正しい高度の設定。現地点の正確な高度が分かる場合は、手

l 動で高度を校正 (キャリブレーション) することをお勧めします。

高度の校正 ( キャリブレーション) は、プレトレーニングモードからスポーツプロファイル設定にアクセスした場合

にのみ表示されます。

l 速度表示：km/h( 時速 ) またはmin/km( １km当たりの時間 ) を選択します。ヤードポンド法を選択し

ている場合は、mph( 時速 ) またはmin/mi( １milあたりの時間 ) を選択します。

l オートストップ：オンまたはオフを選択します。オートストップをオンに設定すると、あなたが動くのをやめると

セッション記録も一時停止します。

オートポーズを使用するには、GPS 記録が高精度に設定されている必要があります。

l オートラップ：オフ、ラップ距離、ラップ継続時間または位置ベースを選択します。ラップ距離を選択し、

距離を設定します。ラップタイムを選択し、タイムを設定します。位置ベースを選択すると、特定の位置

でラップを記録するようになります。位置ベースを選択している場合、セッションのスタート地点において、

常にラップが取得されます。
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トレーニングセッションに開始時にGPS Fixが準備完了である場合 ( スポーツプロファイル設定で位置ベース

オートラップがオンに設定され、GPSが高精度に設定されている場合 ) 、位置ベースオートラップは有効化されま

す。後に追加されたPOIは考慮されません( オートラップラップに関して) 。1回のトレーニング中に複数のPOIが存

在することがありますが、1つの位置のみがオートラップをトリガーします( これがスタート地点です) 。オートラップを

保存するには、スタート地点から10メートルの範囲から出て、その範囲に戻る必要があります。

多くの屋内スポーツ、グループスポーツ、チームスポーツのプロファイルでは、「HRを他のデバイスにも表示」 がデ

フォルトで有効になっていることに注意してください。これは、ジム機器といった、Bluetooth Smartワイヤレス技

術を使用する対応デバイスが心拍数を検出できることを意味します。どのスポーツプロファイルでBluetooth通
信がデフォルトで有効になっているかPolarスポーツプロファイルリスト で確認できます。スポーツプロファイル設

定 でBluetooth通信を有効または無効にすることができます。

スポーツプロファイルの設定

あなたのトレーニングニーズに合わせて、スポーツプロファイル設定を変更できます。V800上で設定 > スポーツ

プロファイルに進み、特定のスポーツプロファイルを編集できます。たとえば、スポーツによってGPSをオンやオフに

設定できます。

さらに幅広いカスタマイズが、Polar Flowウェブサービスから可能です。詳細については、"スポーツプロファイ

ル" ページ 90の項目をご参照ください。

デフォルトでは、プレトレーニングモードに6個のスポーツプロファイルが表示されます。Polar Flowウェブサービスか

ら、あなたのリストに新しいスポーツが追加でき、それをV800に同期できます。V800には、一度に最大20種類

のスポーツプロファイルが保存できます。Polar Flow ウェブサービスに保存可能なスポーツプロファイルの数は、無

制限です。

デフォルトの「スポーツプロファイル」には、以下のスポーツが含まれます。

l ランニング

l サイクリング

l 水泳

l その他

l トライアスロン

l フリーマルチスポーツ

もし初めてご使用の前に、既にPolar Flow ウェブサービスでスポーツプロファイルを変更し、V800に同期さ

れていたら、スポーツプロファイルのリストは保存したスポーツも一緒に表示します。

https://support.polar.com/ja/polar-flow-sport-profiles
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設定

スポーツプロファイルの表示や変更は、設定 > スポーツプロファイルに進み、対象のプロファイルを選択します。

また、LIGHT (ライト ) を長押しで、プレトレーニングモードからスポーツプロファイル設定に直接アクセスできます。

マルチスポーツ( 例：トライアスロンやバイアスロンなど) を含むスポーツプロファイルにおいては、それぞれのスポーツ

向けの設定が変更できます。たとえば、トライアスロンでは水泳、サイクリング、ランニングそれぞれの設定が変

更できます。

l トレーニング音：オフ、ソフト、大きいまたはとても大きいが選択できます。

l バイブレーションフィードバック：オンまたはオフを選択します。オンに設定すると、トレーニングセッションの

開始や停止時、GPS信号が検知された時やトレーニング目標を達成した際に、V800がバイブレーション

で知らせます。

省電力モードまたは中精度GPSモードを使用する場合、位置ベースオートラップ、オートポーズおよびルート

ガイダンスは使用できません。

サイクリング中に省電力モードを使用すると、現在の速度は表示されません。

l 心拍数の設定：心拍数の表示：心拍 /分 (BPM) 、最大心拍数％または予備心拍数％を選択しま

す。心拍 (HR)ゾーンリミットの確認：各心拍 (HR)ゾーンのリミット (限界値 ) を確認。心拍データを他のデ

バイスにも表示：オンまたはオフを選択します。オンを選択すると、他の互換デバイス( 例：ジム装置など)
にも、あなたの心拍数が表示できます。

l バイクパワー設定：パワー表示、パワー平均移動、FTP値の設定、またはパワーゾーンリミットを確認を

選択します。パワーの表示方法やデータポイントの記録頻度の設定、FTP値の設定、またはパワーゾー

ンリミットの表示を行います。

l GPS記録：オフ、高精度、中精度、または省電力モード ロングを選択します。

l スポーツ別のタップ感度：オフ、軽くタップ、普通にタップ、強くタップ、またはより強くタップを選択します。

タップジェスチャーを使用する際の、ディスプレイをタップする強度を設定します。

l ストライドセンサー：校正、または速度計測に使用するセンサーを選択を選択します。校正で、自動ま

たは手動を選択します。速度計測に使用するセンサーを選択で、速度を計測するセンサーを設定しま

す：ストライドセンサーまたはGPS。ストライドセンサーの校正についての詳細はこちらをご参照くださ

い："PolarストライドセンサーBluetooth® Smart" ページ 100

ストライドセンサーの校正は、ストライドセンサーがペアリング済みの場合のみ可能です。

l 高度の校正 (キャリブレーション)：正しい高度の設定。現地点の正確な高度が分かる場合は、手

l 動で高度を校正 (キャリブレーション) することをお勧めします。
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高度の校正 ( キャリブレーション) は、プレトレーニングモードからスポーツプロファイル設定にアクセスした場合

にのみ表示されます。

l 速度表示：km/h( 時速 ) またはmin/km( １km当たりの時間 ) を選択します。ヤードポンド法を選択し

ている場合は、mph( 時速 ) またはmin/mi( １milあたりの時間 ) を選択します。

l オートストップ：オンまたはオフを選択します。オートストップをオンに設定すると、あなたが動くのをやめると

セッション記録も一時停止します。

オートポーズを使用するには、GPS 記録が高精度に設定されている必要があります。

l オートラップ：オフ、ラップ距離、ラップ継続時間または位置ベースを選択します。ラップ距離を選択し、

距離を設定します。ラップタイムを選択し、タイムを設定します。位置ベースを選択すると、特定の位置

でラップを記録するようになります。位置ベースを選択している場合、セッションのスタート地点において、

常にラップが取得されます。

トレーニングセッションに開始時にGPS Fixが準備完了である場合 ( スポーツプロファイル設定で位置ベース

オートラップがオンに設定され、GPSが高精度に設定されている場合 ) 、位置ベースオートラップは有効化されま

す。後に追加されたPOIは考慮されません( オートラップラップに関して) 。1回のトレーニング中に複数のPOIが存

在することがありますが、1つの位置のみがオートラップをトリガーします( これがスタート地点です) 。オートラップを

保存するには、スタート地点から10メートルの範囲から出て、その範囲に戻る必要があります。

多くの屋内スポーツ、グループスポーツ、チームスポーツのプロファイルでは、「HRを他のデバイスにも表示」 がデ

フォルトで有効になっていることに注意してください。これは、ジム機器といった、Bluetooth Smartワイヤレス技

術を使用する対応デバイスが心拍数を検出できることを意味します。どのスポーツプロファイルでBluetooth通
信がデフォルトで有効になっているかPolarスポーツプロファイルリスト で確認できます。スポーツプロファイル設

定 でBluetooth通信を有効または無効にすることができます。

個人設定

個人設定の表示および変更には、設定 > 個人設定 に進みます。個人設定は正確であることが重要です。

体重、身長、生年月日および性別は、心拍ゾーンリミットやカロリー消費量などの測定精度に影響を与える

ため、正しく設定することが必要です。

個人設定には以下の項目が含まれます。

l 体重

l 身長

l 生年月日

l 性別

l トレーニング頻度

l 最大心拍数

https://support.polar.com/ja/polar-flow-sport-profiles
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l 安静時心拍数

l VO2max

体重

体重をキログラム( kg) またはポンド ( lbs) で設定します。

身長

身長をセンチメートル( cm) またはフィートおよびインチ( ヤードポンド法の場合 ) で設定します。

生年月日

生年月日を設定します。日付の順番は、選択した時間および日付表示モード ( 24時間：日 -月 -年 /12時
間：月 -日 -年 ) と同様になります。

性別

男性または女性を選択します。

トレーニング頻度

トレーニング頻度は、あなたの長期的な身体活動レベルの評価です。過去3カ月間の、身体的活動量と強

度を最も良く説明している選択肢を選択します。

l 時折 ( 0～1時間 /週 )：ごくまれにしか、激しい呼吸や発汗を伴う運動などの身体的活動を行わない。

l 普通 ( 1～3時間 /週 )：週に5～10 km( 3～6マイル) 走る、またはそれに匹敵する身体的活動を週

1～3時間など、定期的にスポーツをしている。または、仕事上で適度な身体的活動を行っている。

l 頻繁 ( 3～5時間 /週 )：週に20～50 km( 12～31マイル) 走るか、週に3回以上ハードな運動を行な

う。またはそれに匹敵する身体的活動を週3～5時間している。

l 非常に頻繁 ( 5～5時間 /週 )：週に5回以上ハードな運動をするか、競技でパフォーマンスを向上させ

るための運動を行う。

l セミプロレベル( 8～12時間 /週 )：ほとんど毎日、強度の高い身体的運動を行い、競技のパフォーマン

スを向上させるための運動をする。

l プロレベル( 12時間超過 /週 )：あなたは、耐久能力を持つアスリートです。競技でのパフォーマンス向

上のために強度の高い身体的運動を行う。

Polar Flowウェブサービスは、週ごとにあなたのトレーニング量を確認します。あなたのトレーニング量が変化した

場合、過去14週間のトレーニングに基づきトレーニング頻度の設定を変更するよう提案します。
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最大心拍数

あなたの現在の最大心拍数が分かる場合は、最大心拍数を入力します。最初にこの値を設定する際には、

デフォルト値として年齢から推定される最大心拍数 ( 220-年齢 ) が表示されます。

HRmax ( 最大心拍数 ) は、エネルギー消費量を推定するために使用されます。HRmax は、トレーニング中の1
分間の最大心拍数を意味します。あなた個人のHRmax を判定する最も正確な方法は、医療機関における

運動負荷試験の実施です。HRmax はまた、トレーニング強度を決定する際にも重要です。個人差があり、

年齢、先天的要因も影響します。

安静時心拍数

あなたの安静時心拍数を設定します。

安静時心拍数 ( HRrest) は、完全にリラックスした状態で測定される1分当たりの心拍数 ( bpm) の最小値で

す。年齢、フィットネスレベル、先天的要因、健康状態、性別は、HRrestに影響を与えます。HRrest は、心

肺機能の訓練の結果、減少します。成人の正常値は60～80bpmですが、トップクラスのアスリートの場合、

40bpm未満になることもあります。

VO2MAX

VO2max .

細胞組織への酸素供給能は、心肺機能によるものであるため、最大酸素摂取量 ( VO2max) と心肺機能の

健康度には明確な相関性があります。VO2max (最大酸素摂取量、最大有酸素パワー) は、最大限の運動

の際、身体が利用できる酸素の最大量です。これは心臓が筋肉に対して血液を供給できる最大能力に直

接関係しています。VO2max は、フィットネステストにより測定または推測できます( 例：最大運動テスト、最大

下運動テスト、Polarフィットネステストなど) 。VO2max は、心肺機能の有効な指標であり、ランニング、サイクリ

ング、クロスカントリースキー、水泳などの耐久性スポーツにおけるパフォーマンス能力のよい予測ファクターです。

VO2max は、1分当たりミリリットル( ml/min = ml・min-1) 、または体重１キロ単位 ( ml/kg/min = ml・kg-1・min-
1)の、いずれかで表されます。

基本設定

基本設定の表示および変更は、設定 > 基本設定 に進みます。

基本設定には以下の項目があります。

l ペアリングと同期

l フライトモード

l ボタン音
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l ボタンロック

l タップ感度

l 単位

l 言語

l V800を装着する手を選択

l トレーニングビューの色

l 製品について

ペアリングと同期

l 新デバイスをペアリング：心拍センサー、ランニングセンサー、サイクリングセンサーまたはモバイルデバイスと

V800とのペアリング。

l ペアリング済みのデバイス：V800とペアリング済みの全てのデバイスを表示します。これには心拍セン

サー、ランニングセンサー、サイクリングセンサーやモバイルデバイスが含まれます。

l データの同期：Polar Flowアプリとのデータの同期。Ｖ800とモバイルデバイスをペアリング後に、データの

同期と表示されます。

フライトモード

オンまたはオフを選択します。

フライトモードは、そのデバイスからのすべてのワイヤレス通信を遮断します。引き続きＶ800でのアクティビティ

データの保存は可能ですが、心拍センサーを使用したトレーニングセッションや、Polar Flowアプリへのデータの同

期はできません。これは、Bluetooth® Smartが無効になっているためです。

ボタン音

ボタン音をオンまたはオフに設定します。

この設定は、トレーニング音には反映されません。トレーニング音は、スポーツプロファイル設定で変更でき

ます。詳細は、"スポーツプロファイルの設定 " ページ 34の項目をご参照ください。

時刻表示モードのタップ感度

オフ、軽くタップ、普通にタップ、強くタップ、またはより強くタップを選択します。タップジェスチャーを使用する際

の、ディスプレイをタップする強度を設定します。

ボタンロック

手動または自動を選択します。手動の場合、クイックメニューから、手動でボタンロックができます。自動ロック

は、60秒後に自動的にロックします。

タップ機能は、ボタンロックがオンの場合でも使用できます。
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タップ感度

オフ、感度弱、感度中または感度強を選択します。タップジェスチャーを使用する際の、ディスプレイをタップする

強度を設定します。

単位

メートル法 ( kg、cm、℃ )またはヤードポンド法 ( lb、ft、℉ )の単位を選択します。体重、身長、距離、スピー

ド、温度を表示する単位を設定します。

言語

V800のデフォルト ( 既定 ) 設定は、英語になっています。その他の言語は、Polar Flowウェブサービスから追加で

きます。他の言語を追加するには、polar.com/flowから、サインインします。画面右上のアカウント名をクリック

し、製品、続いてV800の設定を選択します。リストから言語を選択し、V800と同期します。選択できる言語

は、Dansk( デンマーク語 ) 、Deutsch( ドイツ語 ) 、English( 英語 ) 、Español( スペイン語 ) 、Français( フラ

ンス語 ) 、Italiano( イタリア語 ) 、日本語、Nederlands( オランダ語 ) 、Norsk( ノルウェー語 ) 、Português( ポ
ルトガル語 ) 、简体中文 ( 簡体字中国語 ) 、Suomi( フィンランド語 ) またはSvenska( スウェーデン語 ) です。

V800を装着する手を選択

V800を装着する手を選択：左手首または右手首を選択します。

トレーニングビューの画面

黒または白を選択します。あなたのトレーニングビューのディスプレイ色が変更されます。白を選択すると、トレー

ニングビューは白い画面に黒い文字と数字で表示されます。黒を選択すると、トレーニングビューは黒い画面に

白い文字と数字で表示されます。

製品について

V800のデバイスID、ハードウェアモデルやファームウェアバージョンが確認できます。

時計設定

時計設定の表示および変更は、設定 > 時計設定 に進みます。

時計設定には以下の項目があります。

l アラーム

l 時刻

l 日付

http://polar.com/flow
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l 週の開始日

l 画面表示

アラーム

アラームリピート設定：オフ、1回だけ、平日または毎日 頻度を1回、平日または毎日から選択し、アラームの

時刻を設定します。

アラームがオンの際は、時計マークが時刻表示画面の右上に表示されます。

時刻

時刻表示設定：24時間または12時間を選択、その後時刻を設定します。

Polar FlowアプリおよびPolar Flowウェブサービスと同期の際は、それらサービスから時刻が自動的に更新さ

れます。

日付

日付を設定。また、日付の形式をmm/dd/yyyy、dd/mm/yyyy、yyyy/mm/dd、dd-mm-yyyy、yyyy-
mm-dd、dd.mm.yyyyまたはyyyy.mm.ddから選択できます( y：年、m：月、d：日 ) 。

Polar FlowアプリおよびPolar Flowウェブサービスと同期の際は、そのサービスから日付が自動的に更新され

ます。

週の開始日

週の開始日を選択します。月曜日、土曜日または日曜日を選択します。

Polar FlowアプリおよびPolar Flowウェブサービスと同期の際は、そのサービスから週の開始日が自動的に

更新されます。

画面表示

時計の画面表示を選択：日付と時刻、あなたの名前と時刻、アナログまたは大 (デザイン)から選択します。

クイックメニュー

設定の中には、ショートカットボタンで変更できるものもあります。LIGHT(ライト )ボタンを長押すると、時刻表示

画面、またはトレーニングビューからクイックメニューに入れます。クイックメニューは、表示する画面によって設定

項目が異なります。
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時刻表示画面

時刻表示画面で、LIGHT(ライト )ボタンを長押しし、クイックメニューに入ります。時刻表示画面からのクイック

メニューには、以下の項目があります。

l ボタンロック：ボタンをロックするには、START(開始 )ボタンを押します。ロックの解除は、LIGHT(ライト )ボタ

ンを長押しします。

l アラーム：オフ、1回だけ、平日または毎日に設定します。1回だけ、平日または毎日に設定するには、

時間も設定します。

l フライトモード：オンまたはオフを設定します。

トレーニングビュー

トレーニングビューで、LIGHT(ライト )ボタンを長押しし、クイックメニューに入ります。トレーニングビューからのクイッ

クメニューには、以下の項目があります。

l ボタンロック：ボタンをロックするには、START(開始 )ボタンを押します。ロックの解除は、LIGHT(ライト )ボタ

ンを長押しします。

タップジェスチャーは、ボタンがロックされていても使用できます。

l バックライトの設定：オンまたはオフを設定します。

l スポーツ別のタップ感度の設定：オフ、軽くタップ、普通にタップ、強くタップ、またはより強くタップを選択し

ます。スポーツプロファイル毎に、タップジェスチャーを使用する際にディスプレイをタップする強度を設定し

ます。

l センサーの検索：心拍センサー、ランニングセンサーまたはサイクリングセンサーを検索します。

l ストライドセンサー：校正、または速度計測に使用するセンサーを選択を選択します。校正で、自動ま

たは手動を選択します。速度計測に使用するセンサーを選択で、速度を計測するセンサーを設定しま

す：ストライドセンサーまたはGPS。
l 高度の校正 (キャリブレーション)：正しい高度を設定します。現地点の正確な高度が分かる場合は、

手動で高度を校正 ( キャリブレーション) することをお勧めします。

l カウントダウンタイマー：カウントダウンタイマーをオンに設定します。カウントダウンタイマーがオンの時は、ト

レーニングビューで表示されます。

l インターバルタイマー：インターバルトレーニングセッションでの運動時間や回復フェーズを正確に把握でき

るよう、時間または距離ベースのインターバルタイマーを作成します。

l 現在の位置情報：この設定は、スポーツプロファイルでGPSがオンに設定されている場合にのみ利用可

能です。

l 位置ガイドをオンを選択すると、目標地点を設定と表示されます。スタート地点 (デフォルト )を選択しま

す。

目標地点はクイックメニューに戻り、目標地点の変更を選択すると変更できます。

位置ガイドがオンに設定されている場合、新規ポイント地点を保存とクイックメニューに追加されます。
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l あなたの現在の位置をポイント地点 ( POI) として保存するには、新規ポイント地点を保存が表示されて

いる時にSTART(開始 )ボタンを押します。

ファームウェアのアップデート

V800のファームウェアは、アップデートが可能です。新しいファームウェアが利用可能な場合は、V800を専用

USBケーブルでコンピューターに接続すると、FlowSyncが通知します。ファームウェアの更新ファイルは、

FlowSyncソフトウェアと専用USBケーブルを経由してV800にダウンロードされます。またPolar Flowアプリでも、

新しいファームウェアが利用可能になると通知します。

ファームウェアをアップデートすると、V800の機能が向上します。V800を最大限に活用するため、新しいバージョ

ンが利用可能になるたびにファームウェアを更新することが推奨されます。アップデートには、全く新しい機能や

従来の機能の改善、バグの修正などが含まれます。

ファームウェアのアップデート方法

V800のファームウェアをアップデートするには、以下が必要です。

l Polar Flowウェブサービスのアカウント

l FlowSyncソフトウェアがインストール済みであること

l Ｖ800が、Polar Flowウェブサービス上で製品登録済みであること

flow.polar.com/startから、Polar Flowウェブサービスに進み、あなたのPolarアカウントを作成します。次に、

PCにFlowSyncソフトウェアをダウンロードし、インストールします。

ファームウェアをアップデートするには：

1. 専用USBケーブルのコネクターをV800にしっかりとはめ、PCに接続します。

2. FlowSyncが、データの同期を開始します。

3. 同期の終了後、ファームウェアのアップデートを勧められます。

4. 「はい」を選択します。新しいファームウェアがインストールされ、V800が再起動します。

ファームウェアのアップデート前に、V800のデータはPolar Flowウェブサービスに同期されます。そのため、アッ

プデートすることでデータが失われる心配はありません。

V800のリセット

他の電子機器と同様、時々V800の電源をオフにすることが推奨されます。V800に何か問題が発生した場合

は、リセットしてみてください。Polarのロゴがディスプレイに表示されるまで、UP( 上 ) 、DOWN( 下 ) 、BACK( 戻

http://www.flow.polar.com/start
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る) 、LIGHT( ライト ) の４つのボタンを5秒間同時に長押しして、V800をリセットします。これはソフトリセットと呼

ばれるものであり、データは削除されません。
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POLAR FLOW アプリ

Polar Flowアプリは、セッション直後にトレーニングデータを視覚的に把握しやすく表示します。また、トレーニング

目標やテスト結果を簡単に確認できます。Polar Flowアプリはまた、V800のトレーニングデータを最も簡単に

Polar Flow ウェブサービスへ同期する方法です。

Polar Flowアプリでは、以下が確認できます：

l マップ上のルート表示

l トレーニング負荷と回復時間

l トレーニング効果

l セッションの開始時間と継続時間

l 平均および最大の速度、ペース、距離やランニングインデックス

l 平均および最大の心拍数、累計心拍ゾーン

l 消費カロリーおよびそれに占める脂肪燃焼率％

l 最大の高度、上昇、下降

l 詳細なラップ情報

l 平均および最大のケイデンス( ランニングおよびサイクリング)

Polar Flowアプリの使用を開始するには、App StoreまたはGoogle Playからモバイルデバイスにダウンロードしま

す。Polar FlowアプリはiPhone 4S以降搭載のデバイスとの互換性があります。Polar Flowアプリのご利用に関

するサポートおよび詳細は、www.polar.com/en/support/Flow_appをご参照ください。

Polar Flowアプリでトレーニングデータを確認するには、セッション後にV800と同期する必要があります。V800と
Polar Flowアプリの同期する情報は、"同期 " ページ 30をご参照ください。

POLAR FLOW アプリ

Polar Flowアプリは、セッション直後にトレーニングデータを視覚的に把握しやすく表示します。また、トレーニング

目標やテスト結果を簡単に確認できます。Polar Flowアプリはまた、V800のトレーニングデータを最も簡単に

Polar Flow ウェブサービスへ同期する方法です。

Polar Flowアプリでは、以下が確認できます：

l マップ上のルート表示

l トレーニング負荷と回復時間

l トレーニング効果

l セッションの開始時間と継続時間

l 平均および最大の速度、ペース、距離やランニングインデックス

l 平均および最大の心拍数、累計心拍ゾーン

l 消費カロリーおよびそれに占める脂肪燃焼率％

l 最大の高度、上昇、下降

http://www.polar.com/en/support/Flow_app
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l 詳細なラップ情報

l 平均および最大のケイデンス( ランニングおよびサイクリング)

Polar Flowアプリの使用を開始するには、App StoreまたはGoogle Playからモバイルデバイスにダウンロードしま

す。Polar FlowアプリはiPhone 4S以降搭載のデバイスとの互換性があります。Polar Flowアプリのご利用に関

するサポートおよび詳細は、www.polar.com/en/support/Flow_appをご参照ください。

Polar Flowアプリでトレーニングデータを確認するには、セッション後にV800と同期する必要があります。V800と
Polar Flowアプリの同期する情報は、"同期 " ページ 30をご参照ください。

POLAR FLOW ウェブサービス

Polar Flowウェブサービスでは、トレーニングを計画したり、データを分析してあなたのパフォーマンスへの理解を

深めます。スポーツを追加したり、設定やトレーニングビューを調整して、あなたのトレーニングのニーズにぴったり

合うようにV800をカスタマイズできます。あなたの進捗を視覚的に分析し確認、トレーニング目標を作成、追

加し、ルートをお気に入りに追加します。

Polar Flowウェブサービスには以下の機能があります：

l あなたのトレーニングのデータを視覚的なグラフで分析、ルートを表示します。

l ラップ毎の比較や、速度と心拍数のバランスなどをデータから分析できます。

l マルチスポーツトレーニング含まれる各スポーツのデータも分析できます。

l トレーニング負荷が、回復状態にどう影響するのかを確認します

l 最近の状態とデータから、長期的な進捗具合を把握します。

l スポーツ毎の週または月別のレポートで、進捗状況を把握します。

l 自分と他の人のトレーニングセッションを比較します。

l あなたのフォロワーとハイライトを共有します。

l あなた自身や他のユーザーのトレーニングセッションを、追体験できます。

Polar Flowウェブサービスは、flow.polar.com/startから使用を開始し、まだアカウントをお持ちでなければ、

Polarアカウントを作成してください。V800とPolar Flowウェブサービス間でデータを同期するには、同じサイトから

FlowSyncソフトウェアをダウンロードし、インストールします。また、モバイルデバイス用のPolar Flowアプリを使用

すると、トレーニング直後のデータ分析や、Polar Flowウェブサービスへの同期もより簡単になります。

フィード

フィードでは、最近のあなたの活動や、あなたのお友達の活動とコメントが確認できます。

探す

探すでは、マップで検索し、新たなルートを発見できます。その他のユーザーが公開したトレーニングセッションを

見たり、自分や他の人のルートを追体験して、ハイライトを共有できます。

http://www.polar.com/en/support/Flow_app
http://www.flow.polar.com/start
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ダイアリー

ダイアリーでは、あなたの計画したトレーニングセッションや、過去のセッションが確認できます。表示される情報

は以下です。日、週または月ごとのトレーニングプラン、個々のトレーニングセッションの内容、テスト結果や週の

概要など。

進捗

進捗では、トレーニングの成果をレポートで確認できます。レポートは、長期間でのトレーニングの進捗を把握

するのに便利なツールです。スポーツを選択して週、月、年間のレポートを作成できます。「カスタムの期間」で

は、期間とスポーツの両方を選択できます。ドロップダウンリストから期間とスポーツを選択し、歯車アイコンをク

リックしてグラフで表示したい項目を選択します。

FlowSyncソフトウェアのご使用についてのサポートおよび詳細は、www.polar.com/en/support/FlowSyncをご

参照ください。

Polar Flowウェブサービスのご利用についてのサポートおよび詳細は、www.polar.com/en/support/flowをご確

認ください。

トレーニング目標

Polar Flowウェブサービスで詳細なトレーニング目標を作成し、それをFlowSyncソフトウェアまたはPolar Flowアプ

リを経由して、V800に同期します。するとトレーニング中、手元のデバイス上でガイダンスが簡単に確認できま

す。

l クイックターゲット：１つの値を入力します。時間、距離またはカロリー目標を選択します。

l レースペース目標：自分にチャレンジして、設定距離の目標タイムをクリアしましょう。例えば、45分間

で10kmを走る、または安定したペースを維持する、など。２つの値を入力すると、３つ目の値は自動的

に表示されます。

l フェーズ目標：あなたのトレーニングを複数のフェーズに分割し、目標タイムや距離、運動強度をそれぞ

れに設定できます。

l お気に入り：お気に入り内に保存された目標を基に、新たな目標を作成します。

作成したトレーニング目標は、Polar FlowウェブサービスからFlowSyncまたはPolar Flowアプリを経由して、

V800に同期してください。V800に同期するまでは、トレーニング目標はPolar Flowウェブサービスのダイアリー、

またはお気に入りリストにのみ表示されます。

トレーニング目標を作成

1. ダイアリーに移動し、「追加」 > 「トレーニング目標」 をクリックします。

2. トレーニング目標を追加のページから、クイック、レースペース、フェーズ目標 またはお気に入りを選択し

ます。

http://www.polar.com/en/support/FlowSync
http://www.polar.com/en/support/flow
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クイックターゲット

1. クイックをクリックし

2. スポーツを選択、目標名 ( 必須 ) 、日付 ( オプション) 、時間 ( オプション) 、トレーニング目標のメモ( オプ

ション) を入力します。

3. 以下の項目のうち、１つを入力します。時間、距離または消費カロリー。これらのうち、１つだけ入力で

きます。

4. 「保存」 をクリックすると、目標があなたのダイアリーに追加されます。またはお気に入りに追加するには、

お気に入りのアイコン( ☆ ) をクリックします。

レースペース目標

1. レースペースをクリックし

2. スポーツを選択、目標名 ( 必須 ) 、日付 ( オプション) 、時間 ( オプション) 、トレーニング目標のメモ( オプ

ション) を入力します。

3. 「保存」 をクリックすると、目標があなたのダイアリーに追加されます。またはお気に入りに追加するには、

お気に入りのアイコン( ☆ ) をクリックします。

フェーズ目標

1. フェーズ目標をクリックし

2. スポーツを選択、目標名 ( 必須 ) 、日付 ( オプション) 、時間 ( オプション) 、トレーニング目標のメモ( オプ

ション) を入力します。

3. 「保存」 をクリックすると、目標があなたダイアリーに追加されます。またはお気に入りに追加するには、お

気に入りのアイコン( ☆ ) をクリックします。

お気に入り

1. お気に入りを選択。あなたのトレーニング目標のお気に入りが表示されます。

2. あなたの目標作成に使用したいテンプレートをクリックします。

3. スポーツを選択し、目標名 ( 必須 ) 、日付 ( オプション) 、時間 ( オプション) 、トレーニング目標のメモ( オプ

ション) を入力します。

4. その目標を編集するか、またはそのまま保存します。

5. 「保存」 をクリックして、変更を保存します。「ダイアリーに追加」 をクリックすると、お気に入りを更新せず

に、その目標をあなたのダイアリーに追加します。

トレーニング目標をV800へ同期すると、以下の項目が確認できます。

l スケジュール済みのトレーニング目標をダイアリー( 今週とその後4週間 ) 上で表示

l お気に入り内のリストにトレーニング目標が保存されます。

セッション開始時は、ダイアリーまたはお気に入りからあなたの目標を確認します。
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トレーニング目標のセッション開始については、"トレーニングセッションの開始 " ページ 52の項目をご参照くださ

い。

お気に入り

Polar Flowウェブサービスのお気に入りから、ルートやトレーニング目標を保存、管理できます。V800には、最大

20個の「お気に入り」が保存できます。Polar Flowウェブサービス内の「お気に入り」の数には、制限はありませ

ん。Polar Flowウェブサービス内に20個以上の「お気に入り」を保存した場合、そのリストの最初の20個が

V800に同期されます。

「お気に入り」内の順序は、ドラッグアンドドロップで変更できます。移動したいアイテムを選択し、移動先にド

ラッグします。

「お気に入り」にルートを追加

1. ルートを表示して、そのマップの右下の「お気に入り」アイコンをクリックします。

2. ルートに名前を付け、「保存」 をクリックします。

3. そのルートが、あなたの「お気に入り」に追加されます。

トレーニング目標を「お気に入り」に追加

1. トレーニング目標を作成した後、ページの右下の「お気に入り」アイコンをクリックします。

2. トレーニング目標に名前を付け、「保存」 を選択します。

3. その目標が、あなたの「お気に入り」に追加されます。

または

1. ダイアリーの画面でその目標を表示し、ページ右下の「お気に入り」アイコンをクリックします。

2. ターゲットに名前を付け、「保存」 をクリックします。

3. 目標があなたの「お気に入り」に追加されます。

「お気に入り」を編集

1. ページ右上の「お気に入り」アイコンをクリックします。あなたの、全ての「お気に入り」のルートとトレーニン

グ目標が表示されます。

2. 編集したい「お気に入り」を選択します。

l ルート：ルートの名前は変更できますが、マップ上のルートは編集できません

l トレーニング目標：目標の名前を変更、または目標を編集するにはページ右下で編集を選択します。

「お気に入り」の削除

「お気に入り」リストから削除するには、ルートかトレーニング目標の右上の [×] をクリックします。
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心拍センサーの装着

Polar独自のスマートコーチング機能を最大限に活用したトレーニングを行うため、ポラールの心拍センサーをご

利用ください。心拍データは、あなたの身体的状態とトレーニングが身体に与える影響についての理解を深め

ます。これにより、あなたのトレーニング計画を微調整し、最高のパフォーマンスに到達するのをサポートします。

心拍数のモニタリングは、正確な心拍測定により、身体的活動による身体の反応の変化についての生理学

的な理解を助けます。運動における身体の状態を把握する為の自覚症状 ( 運動負荷の認識、呼吸の速

さ、身体的感覚 ) は多くありますが、そのどれよりも、心拍数の測定は信頼性があるものです。また客観的で、

体内および体外の両方からの要因の影響を受けます。つまり、身体の状態についての信頼性のある測定値

であることを意味します。

心拍センサーのペアリング

1. 使用する心拍センサーを装着し、時刻表示画面で 「スタート」 を押し、プレトレーニングモードに入りま

す。

2. ペアリングするには、「V800とセンサーをタッチ」の表示になったら、装着した心拍センサーとV800をタッチ

して、検索されるのを待ちます。

3. 該当するデバイスＩＤが、Polar H7 xxxxxxxxをペアリングと表示されます。「はい」を選択します。

4. 成功すると、「ペアリングが完了」と表示されます。

また、設定 > 基本設定 > ペアリングと同期 > 他のデバイス#を#ペアリングからも、新しいセンサーのペアリング

ができます。ペアリングの詳細については、"ペアリング" ページ 27をご参照ください。

ペアリング前でも、H7心拍センサーを使用するとGymLink送信を介してV800が心拍数を検出します。ト

レーニングの開始前に、必ず心拍センサーをペアリングしてください。GymLink送信は、水泳での使用に最適

化されているため、Bluetooth®での心拍センサーのペアリングをしていない場合、水泳以外のスポーツプロファ

イルでの心拍数はグレーで表示されます。
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1. ストラップの電極部分を湿ら

せます。

2. コネクターをストラップに取りつ

けます。

3. きつくない程度にストラップの

長さを調節します。ストラップ

を胸筋の下、アンダーバストの

位置で締め、フックをストラップ

のもう一方の端に取り付けま

す。

4. 湿った電極部分が肌に密着

し、コネクタのPolarのロゴが胸

の中央部分で上下正しい向

きになっていることを確認しま

す。

トレーニングセッション終了後、毎回コネクタをストラップから外して、ストラップを流水ですすぎます。汗や湿

気は心拍センサーをアクティブにしてしまう可能性があるため、水気をふき取りきちんと乾燥させることもご確認く

ださい。

心拍センサーの装着

Polar独自のスマートコーチング機能を最大限に活用したトレーニングを行うため、ポラールの心拍センサーをご

利用ください。心拍データは、あなたの身体的状態とトレーニングが身体に与える影響についての理解を深め

ます。これにより、あなたのトレーニング計画を微調整し、最高のパフォーマンスに到達するのをサポートします。

心拍数のモニタリングは、正確な心拍測定により、身体的活動による身体の反応の変化についての生理学

的な理解を助けます。運動における身体の状態を把握する為の自覚症状 ( 運動負荷の認識、呼吸の速

さ、身体的感覚 ) は多くありますが、そのどれよりも、心拍数の測定は信頼性があるものです。また客観的で、

体内および体外の両方からの要因の影響を受けます。つまり、身体の状態についての信頼性のある測定値

であることを意味します。

心拍センサーのペアリング

1. 使用する心拍センサーを装着し、時刻表示画面で 「スタート」 を押し、プレトレーニングモードに入りま

す。

2. ペアリングするには、「V800とセンサーをタッチ」の表示になったら、装着した心拍センサーとV800をタッチ

して、検索されるのを待ちます。

3. 該当するデバイスＩＤが、Polar H7 xxxxxxxxをペアリングと表示されます。「はい」を選択します。

4. 成功すると、「ペアリングが完了」と表示されます。
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また、設定 > 基本設定 > ペアリングと同期 > 他のデバイス#を#ペアリングからも、新しいセンサーのペアリング

ができます。ペアリングの詳細については、"ペアリング" ページ 27をご参照ください。

ペアリング前でも、H7心拍センサーを使用するとGymLink送信を介してV800が心拍数を検出します。ト

レーニングの開始前に、必ず心拍センサーをペアリングしてください。GymLink送信は、水泳での使用に最適

化されているため、Bluetooth®での心拍センサーのペアリングをしていない場合、水泳以外のスポーツプロファ

イルでの心拍数はグレーで表示されます。

1. ストラップの電極部分を湿ら

せます。

2. コネクターをストラップに取りつ

けます。

3. きつくない程度にストラップの

長さを調節します。ストラップ

を胸筋の下、アンダーバストの

位置で締め、フックをストラップ

のもう一方の端に取り付けま

す。

4. 湿った電極部分が肌に密着

し、コネクタのPolarのロゴが胸

の中央部分で上下正しい向

きになっていることを確認しま

す。

トレーニングセッション終了後、毎回コネクタをストラップから外して、ストラップを流水ですすぎます。汗や湿

気は心拍センサーをアクティブにしてしまう可能性があるため、水気をふき取りきちんと乾燥させることもご確認く

ださい。

トレーニングセッションの開始

心拍センサーを装着し、心拍センサーやその他の使用するセンサーがV800とペアリング済みであることを確認し

てください。

1. プレトレーニングモードに入るには START(開始)ボタンを押します。

スポーツを選択します。
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2. 使用するスポーツプロファイルを選択します。

プレトレーニングモードで、セッション開始前にスポーツプロファイルの設定を変更するには、

LIGHT(ライト )ボタンを長押して、クイックメニューに入ります。プレトレーニングモードに戻るには、

BACK(戻る)ボタンを押します。

GPS信号と、オプションのセンサーが検出されるのを待ちます。

3. そのスポーツプロファイルの設定で、GPS機能やオプションセンサー*が有効の場合は、V800
が自動で信号の検索を開始します。

V800がセンサーと心拍を検知するまで、プレトレーニングモードで待機します。検知が完

了すると、センサーマークの横に「OK」と表示されます。

V800が衛星の信号を検知するまで、動かずに一か所で立って待ちます。( 信号が見つかると

ディスプレイ上に「OK」と表示されます。) GPSアイコンの横に表示される％は、GPSが準備完了

になるまでの目安です。数値が100%に到達し、「OK」と表示されたら、トレーニングが開始でき

ます。

GPS衛星からの信号を受信するには、外に出て、高い建物や木から離れてください。手首につ

けたV800のフェイスを、上側を向けます。V800を水平にし、胸から離して固定します。検索中

は腕を胸の上の高さに維持し、動かさずに待ちます。

V800は、SiRFInstantFix™衛星予測テクノロジーを採用し、高感度での測位が可能です。この

技術は、最大３日間の衛星位置の予測により、約5～10秒間での測位が可能になります。

GPSのパフォーマンスを最大にするため、V800は手首でディスプレイが上を向いた状態で装

着してください。V800上のGPSアンテナの位置の関係上、ディスプレイを手首内側に向けた状

態でのトレーニングはお勧めできません。V800をバイクのハンドル上に装着する場合も、ディス

プレイが上を向くのを確認してください。

トレーニング記録の開始

5. V800がすべての信号を検知したら、START( 開始) ボタンを押します。記録が開始しましたと
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表示されたら、トレーニングを開始します。

トレーニング中に、UP(上)/DOWN(下)ボタンを押すと、表示内容が変更できます。トレーニング

記録を続けながら設定を変更するには、LIGHT(ライト )ボタンを長押して、クイックメニューを開き

ます。詳細は、"クイックメニュー" ページ 41をご参照ください。

*オプションのセンサーにはPolarストライドセンサーBluetooth®Smart、Polarケイデンスセンサー

Bluetooth®Smart、およびPolarスピードセンサーBluetooth®Smart、などがあります。

マルチスポーツのトレーニングセッションの開始

マルチスポーツのトレーニングセッションを開始する前に、含まれる各スポーツ用のスポーツプロファイルが設定済

みであることを確認してください。詳細は、"スポーツプロファイル" ページ 90をご参照ください。

1. START(開始)ボタンを押して、トレーニングを開始します。

2. トライアスロン、フリーマルチスポーツまたは任意のその他のマルチスポーツプロファイル( Polar
Flowウェブサービスから追加) を選択します。

3. V800がすべての信号を見つけたら、START( 開始) ボタンを押します。記録が開始されました

と表示されたら、トレーニングを開始します。

4. スポーツを切り替えるには、BACK(戻る)ボタンを押し、トランジションモードに入ります。

5. 次のスポーツを選択し、START(開始)ボタンを押して、トレーニングを継続します。

マルチスポーツの詳細は、"マルチスポーツ" ページ 92をご参照ください。

トレーニング目標のセッションの開始

1. まず、ダイアリーまたはお気に入りに進みます。

2. ダイアリーで、目標が設定されている日付を選択し、START( 開始 ) ボタンを押します。リストから目標を選択

して、START(開始 )ボタンを押します。その目標に保存した任意のメモが表示されます。

または
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お気に入りで、リストから目標を選択し、START( 開始 ) ボタンを押します。その目標に保存した任意のメモが表

示されます。

3. START( スタート ) ボタンを押してプレトレーニングモードに入り、使用するスポーツプロファイルを選択します。

4. V800がすべての信号を見つけたら、START( 開始 ) ボタンを押します。記録が開始されましたと表示された

ら、トレーニングを開始します。

トレーニング目標の詳細は、"トレーニング目標 " ページ 47をご参照ください。

ルートガイダンスセッションの開始

1. V800で「お気に入り」を選択し、スタートボタンを押します。

2. リストからルートを選択し、スタートボタンを押します。

3. ルートを開始する場所を選択します：ルート開始 (最初の方向 )、最も近いルートポイント (最初の方

向 )、最も近いルートポイント (逆方向 )、またはルート終了 (逆方向 )。次にスタートボタンを押します。

4. 使用するスポーツプロファイルを選択し、再度スタートボタンを押します。

5. V800があなたをルート上にガイドし、到達すると知らせてくれます。

6. ルートに入ると準備完了です！

ルートガイダンスの詳細は、"ルートガイダンス " ページ 66をご参照ください。

レースペースセッションの開始

1. まず、お気に入りに進みます。

2. レースペースを選択し、START( 開始 ) ボタンを押します。目標距離 ( km、m) や目標時間を設定します。

3. START( スタート ) ボタンを押してプレトレーニングモードに入り、使用するスポーツプロファイルを選択します。

4. V800がすべての信号を見つけたら、START( 開始 ) ボタンを押します。記録が開始されましたと表示された

ら、トレーニングを開始します。

レースペースの詳細は、"レースペース" ページ 67をご参照ください。

インターバルタイマーでセッションの開始

インタバールトレーニングでは、1つのタイマーをリピート、または2つの異なる時間 ( または距離 ) を設定し、運動

と回復のタイミングをガイドできます。
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1. まず、タイマー> インターバルタイマーに進みます。タイマーセットを選択し、新しいタイマーを作成します。

2. 時間ベースまたは距離ベースを選択します：

l 時間ベース： タイマーの分と秒を設定し、スタートボタンを押します。

l 距離ベース： タイマーの距離を設定し、スタートボタンを押します。

3. 「他のタイマーをセット？」と表示されます。他のタイマーを設定するには、「はい」を選択し、手順2を繰り

返します。

4. 完了したら、「スタート X.XX km / XX:XX」を選択し、スタートボタンを押してプレトレーニングモードに入

り、使用するスポーツプロファイルを選択します。

5. M400がすべての信号を見つけたら、スタートボタンを押します。「記録を開始しました」と表示されたら、

トレーニングを開始します。

またトレーニングセッション中、例えばウォームアップ後にインターバルタイマーを開始することもできます。左上

ボタンを長押ししてクイックメニューに入り、インターバルタイマーを選択します。

トレーニング記録中の機能
マルチスポーツセッション中のスポーツの切り替え

BACK(戻る)ボタンを押し、次のスポーツを選択します。選択をSTART(開始 )ボタンで確定します。

ラップを取る

START(開始 )ボタンを押し、ラップを記録します。Polar Flowウェブサービスのスポーツプロファイル設定から、ディ

スプレイのタップでラップを記録するよう設定できます。オートラップ：オフ、ラップ距離、ラップ継続時間または位

置ベースを選択します。ラップ距離を選択し、距離を設定します。ラップタイムを選択し、タイムを設定します。

位置ベースを選択すると、特定の位置でラップを記録するようになります。位置ベースを選択している場合、

セッションのスタート地点において、常にラップが取得されます。

心拍ゾーンのロック

ＳＴＡＲＴ( 開始 ) ボタンを長押しすると、現在の心拍ゾーンでロックします。ロック、またはロック解除をするには、

START(開始 )ボタンを長押しします。心拍数がロックされたゾーンを外れた場合は、音声とバイブレーションで通

知します。

スポーツ別のタップ感度の変更

ＬＩＧＨＴ( ライト ) ボタンを長押しします。クイックメニューが表示されます。リストからスポーツ別のタップ感度を選

択し、軽くタップ、普通にタップ、強くタップ、より強くタップまたはオフを選択し、スポーツに最適な感度をカスタマ

イズします。
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フェーズセッション中のフェーズの切り替え

ＬＩＧＨＴ( ライト ) ボタンを長押しします。クイックメニューが表示されます。リストから次のフェーズの開始を選択

し、START(開始 )ボタンを押します( その目標の作成時に手動のフェーズ変更が選択されている場合 ) 。自動

が選択されている場合は、1つのフェーズが終了すると自動的に次のフェーズに移行します。

クイックメニューの表示

LIGHT(ライト )ボタンを長押しします。クイックメニューが表示されます。トレーニングセッション中も、中断すること

なくいくつかの設定を変更できます。詳細は、"クイックメニュー" ページ 41をご参照ください。

バックライトをオンに設定する

ＬＩＧＨＴ( ライト ) を長押しします。クイックメニューが表示されます。リストからバックライトをオンを選択し、

ＳＴＡＲＴ( 開始 ) ボタンを押します。バックライトをオンにすると、LIGHT(ライト )ボタンを押すことで、バックライトが

連続点灯します。この機能の使用はバッテリーを消耗しますので、ご注意ください。

位置ガイドをオンに設定

ＬＩＧＨＴ( ライト ) ボタンを長押しします。クイックメニューが表示されます。位置ガイドをオンに設定を選択する

と、目標地点を設定と表示されます。スタート地点 (デフォルト )を選択します。目標地点はクイックメニューに

戻り、目的地点の変更を選択すると変更できます。目的地点の変更には、セッション中に少なくとも1つ以上

のポイント地点 ( POI) が保存されている必要があります。

POI( ポイント地点 ) の保存

ＬＩＧＨＴ( ライト ) ボタンを長押しします。クイックメニューが表示されます。リストから位置ガイドをオンを選択し、

ＳＴＡＲＴ( 開始 ) ボタンを押します。リストから新規ポイント地点保存を選択し、START(開始 )ボタンを押して、

現在の位置をポイント地点 ( POI) として保存します。

カウントダウンタイマー

ＬＩＧＨＴ( ライト ) を長押しします。クイックメニューが表示されます。リストからカウントダウンタイマーを選択し、

ＳＴＡＲＴ( 開始 ) ボタンを押します。タイマーのセットを選択し、カウントダウン時間を設定、START(開始 )ボタン

を押し確定します。

インターバルタイマー

ＬＩＧＨＴ( ライト ) ボタンを長押しします。クイックメニューが表示されます。リストからインターバルタイマーを選択

し、スタートボタンを押します。「スタート X.XX km / XX:XX」を選択し、以前に設定したタイマーを使用する、

またはタイマーセットで新しいタイマーを作成します：
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1. 時間ベースまたは距離ベースを選択します：

l 時間ベース：分と秒を入力しスタートボタンを押します。

l 距離ベース：距離を入力しスタートボタンを押します。

2. 「他のタイマーをセット？」と表示されます。他のタイマーを設定するには、「はい」を選択します。

3. 完了したら、「スタート X.XX km / XX:XX」を選択し、スタートボタンを押します。

オートストップ

運動を開始、または停止すると、V800は自動でトレーニング記録を開始、または停止します。オートポーズを

使用するには、GPS記録が高精度に設定されている、または、PolarスピードセンサーBluetooth® Smartを使

用する必要があります。オートストップのオン・オフは、クイックメニューまたはスポーツプロファイル設定で変更でき

ます。詳細は、"スポーツプロファイルの設定 " ページ 34をご参照ください。

ハートタッチ

V800をあなたの心拍センサーに近づけ、ハートタッチ機能をアクティブにします。以下の機能が設定できます：

バックライトのオン・オフ、前回のラップの表示または時刻表示。

Polar Flowウェブサービスのスポーツプロファイル設定から、ハートタッチ機能の変更ができます。詳細は、"ス
ポーツプロファイル" ページ 90をご参照ください。

トレーニングセッションの一時停止と停止

1. トレーニングセッションを一時停止するには、BACK(戻る)ボタンを押します。記録を一時停

止中と表示されます。トレーニングセッションを継続するには、ＳＴＡＲＴ( 開始) ボタンを押しま

す。

2. トレーニングセッションを終了するには、ＢＡＣＫ( 戻る) ボタンを記録完了と表示されるまで、

３秒間長押しします。

一時停止の後、セッションを終了する場合、一時停止後に経過した時間は合計トレーニング時間に含ま

れません。
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トレーニングセッションの削除

トレーニングセッションを削除するには、V800でダイアリーに進み、日付を選択します。「セッションを削除」へスク

ロールし、削除したいセッションを選択します。

FlowアプリまたはFlowウェブサービスに同期されていないセッションは、V800のダイアリーからのみを削除でき

ます。すでに同期されたファイルを削除するには、Flowウェブサービスから削除します。

トレーニング後

V800、Polar FlowアプリとPolar Flowウェブサービスで、トレーニングと回復についての瞬時の把握と分析が可能

です。

V800上でのトレーニング概要

各トレーニングセッションの直後に、セッションのトレーニング概要が確認できます。トレーニング概要を確認後、

セッションが回復状態に与えた影響が把握できます。

トレーニング概要で表示されるデータは、使用したスポーツプロファイルとセンサーによって異なります。表示され

るデータには以下のものがあります。

l トレーニング負荷と必要な回復時間

l トレーニング効果

l セッション開始時刻と継続時間

l 平均および最大の速度・ペース、距離

l 平均および最大の心拍数と累計心拍ゾーン

l 高度補正済みカロリー消費量、およびカロリー消費量における脂肪燃焼率%
l ランニングインデックス

l 平均および最大のケイデンス( ランニングおよびサイクリング)
l 平均および最大のストライド幅 ( ランニング)
l 最大の高度、上昇、下降

l 詳細なラップ情報

あとからトレーニング概要を再度表示するには、ダイアリーに進み、日付と表示したいセッションを選択します。

スポーツの概要

スポーツの概要には、セッションの詳細な情報が含まれます。
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開始時間

継続時間

距離( GPS機能がオン、またはPolarストライドセンサー Bluetooth®Smart、Polarスピードセン

サー Bluetooth®Smartを使用時に表示)

レース時間

レースにおける平均速度

レースペースを使用の場合にのみ表示

トレーニング負荷

このセッション後に必要な回復時間

トレーニング効果

詳細は、ＳＴＡＲＴ( 開始) ボタンを押します。

心拍センサーを使用時にのみ表示。マルチスポーツセッションにおいては表示されません。

心拍ゾーン

心拍センサー使用時に表示

平均心拍数

最大心拍数

カロリー

消費カロリーに占める脂肪燃焼率%
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平均の速度・ペース

最大の速度・ペース

ランニングインデックス

ランニング系のスポーツの場合、およびGPSまたはPolarストライドセンサー使用の場合に表

示 Bluetooth®Smartを使用時に表示

平均ケイデンス

最大ケイデンス

Polarストライドセンサー Bluetooth®Smartを使用時に表示

平均のストライド幅

最大のストライド幅

Polarストライドセンサー Bluetooth®Smartを使用時に表示

平均ケイデンス

最大ケイデンス

Polarケイデンスセンサー Bluetooth®Smartを使用時に表示

最大高度

上昇

下降

高度を使用時に表示
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ラップ

ベストラップ

平均ラップ

詳細は、ＳＴＡＲＴ( 開始) ボタンを押します。

オートラップ

ベストラップ

平均ラップ

詳細は、ＳＴＡＲＴ( 開始) ボタンを押します。

マルチスポーツの概要

マルチスポーツの概要には、各スポーツ毎の概要と、そのセッションの全体の概要が含まれます。

マルチスポーツの概要では、トレーニングセッション全体におけるデータを提供します。

継続時間

距離

全体のセッションについては、ＳＴＡＲＴ( 開始) ボタンを押します。各スポーツの詳細な情報を表

示するには、UP( 上) ・DOWN(下)ボタンで表示し、概要はＳＴＡＲＴ( 開始) ボタンを押します。

POLAR FLOWアプリ

セッション後にPolar FlowアプリとV800を同期すると、一目でトレーニングデータが確認できます。Polar Flowアプ

リが、オフラインでトレーニングデータを瞬時に表示。

詳細は、"Polar Flow アプリ" ページ 45の項目をご参照ください。
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POLAR FLOWウェブサービス

Polar Flowウェブサービスで、トレーニングのあらゆるデータを分析し、パフォーマンスについてより深く理解しましょ

う。あなたの進捗を記録し、ベストセッションを他の人達とも共有できます。

詳細は、"Polar Flow ウェブサービス" ページ 46の項目をご参照ください。

進捗

トレーニングの進捗情報を確認するには、進捗へ移動します。進捗内には、以下の項目があります。

回復状態

あなたの現在の回復状態、また次の回復レベルに達するまでの時間を表示します。

詳細については、"毎日24時間のアクティビティを基にした回復状態" ページ 69をご参照くださ

い。
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GPS
V800は内蔵のGPSにより、様々なアウトドアスポーツにおける正確な速度や距離を測定し、またセッション後に

Polar FlowアプリおよびPolar Flowウェブサービスのマップ上でルートを確認できます。

V800には、以下のGPS機能があります。

l 距離：セッション中とセッション後に、正確な距離を表示します。

l 速度・ペース：セッション中とセッション後に、正確な速度・距離を表示。

l レースペース：ペースの維持や、設定距離に対する目標タイムの達成をサポートします。

l ランニングインデックス：ランニングインデックスは、ランニング中に測定された心拍数、速度、高度のデー

タを基に判定されます。これは有酸素運動能力とランニング効率の両方から、あなたのランニングパ

フォーマンスのレベルを表示します。さらにV800のランニングインデックスは、ランニング中の上り下りも判

断します。

l スタート地点に戻る(Back to start)：スタート地点への方向をガイドし、また、そこまでの最短距離を

表示します。ボタンを押すだけでスタート地点の方向が分かるので、安心して知らないルートにも挑戦

できます。

l ルートガイダンス：過去に記録したルート、およびPolar Flowでシェアされたルートをたどります。

l 省電力、長時間セッションモードおよび中精度GPS：長時間のトレーニングセッションにおいて、V800の
電池残量を維持できます。省電力モードでは、GPSデータは、60秒間隔で記録されます。また、中精

度モードでは、30秒間隔で記録されます。間隔が長いほど長時間にわたって記録できます。省電力

モードまたは中精度GPSモードを使用する場合、位置ベースオートラップ、オートポーズおよびルートガイ

ダンスは使用できません。また、ストライドセンサーがない場合は、ランニングインデックスを使用できませ

ん。そして、ストライドセンサーまたはスピードセンサーがない場合は、レースペースを使用できません。。

l 傾斜：トレーニングセッション中に傾斜を確認します。上り/下りの傾斜度はとパーセンテージとレベルで表

示されます。高精度GPS モードでのみ利用できます。

省電力モードを使用する場合、GPSデータは高精度モードほど正確ではありません。省電力モードは、

10時間を越える長時間セッションの場合のみの使用をお勧めします。

サイクリング中に省電力モードを使用すると、現在の速度は表示されません。

PolarストライドセンサーBluetooth®SmartまたはPolarスピードセンサーBluetooth®Smartのいずれかを、

GPSをオンに設定した状態で使用した場合、速度と距離のデータはGPSではなく、ストライドセンサーまたはス

ピードセンサーから取られます。しかしその場合でも、ルート情報はGPSからのデータを使用します。

GPSのパフォーマンスを最大にするため、V800は手首でディスプレイが上を向いた状態で装着してください。

V800上のGPSアンテナの位置の関係から、ディスプレイを手首内側に向けた状態でのトレーニングはお勧めで

きません。V800をバイクのハンドル上に装着する場合も、ディスプレイが上を向くのを確認してください。
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GPS

V800は内蔵のGPSにより、様々なアウトドアスポーツにおける正確な速度や距離を測定し、またセッション後に

Polar FlowアプリおよびPolar Flowウェブサービスのマップ上でルートを確認できます。

V800には、以下のGPS機能があります。

l 距離：セッション中とセッション後に、正確な距離を表示します。

l 速度・ペース：セッション中とセッション後に、正確な速度・距離を表示。

l レースペース：ペースの維持や、設定距離に対する目標タイムの達成をサポートします。

l ランニングインデックス：ランニングインデックスは、ランニング中に測定された心拍数、速度、高度のデー

タを基に判定されます。これは有酸素運動能力とランニング効率の両方から、あなたのランニングパ

フォーマンスのレベルを表示します。さらにV800のランニングインデックスは、ランニング中の上り下りも判

断します。

l スタート地点に戻る(Back to start)：スタート地点への方向をガイドし、また、そこまでの最短距離を

表示します。ボタンを押すだけでスタート地点の方向が分かるので、安心して知らないルートにも挑戦

できます。

l ルートガイダンス：過去に記録したルート、およびPolar Flowでシェアされたルートをたどります。

l 省電力、長時間セッションモードおよび中精度GPS：長時間のトレーニングセッションにおいて、V800の
電池残量を維持できます。省電力モードでは、GPSデータは、60秒間隔で記録されます。また、中精

度モードでは、30秒間隔で記録されます。間隔が長いほど長時間にわたって記録できます。省電力

モードまたは中精度GPSモードを使用する場合、位置ベースオートラップ、オートポーズおよびルートガイ

ダンスは使用できません。また、ストライドセンサーがない場合は、ランニングインデックスを使用できませ

ん。そして、ストライドセンサーまたはスピードセンサーがない場合は、レースペースを使用できません。。

l 傾斜：トレーニングセッション中に傾斜を確認します。上り/下りの傾斜度はとパーセンテージとレベルで表

示されます。高精度GPS モードでのみ利用できます。

省電力モードを使用する場合、GPSデータは高精度モードほど正確ではありません。省電力モードは、

10時間を越える長時間セッションの場合のみの使用をお勧めします。

サイクリング中に省電力モードを使用すると、現在の速度は表示されません。

PolarストライドセンサーBluetooth®SmartまたはPolarスピードセンサーBluetooth®Smartのいずれかを、

GPSをオンに設定した状態で使用した場合、速度と距離のデータはGPSではなく、ストライドセンサーまたはス

ピードセンサーから取られます。しかしその場合でも、ルート情報はGPSからのデータを使用します。

GPSのパフォーマンスを最大にするため、V800は手首でディスプレイが上を向いた状態で装着してください。

V800上のGPSアンテナの位置の関係から、ディスプレイを手首内側に向けた状態でのトレーニングはお勧めで

きません。V800をバイクのハンドル上に装着する場合も、ディスプレイが上を向くのを確認してください。
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スタート地点に戻る(BACK TO START)機能

スタート地点に戻る(Back to start)機能は、セッションのスタート地点、または保存されたPOI( ポイント地点 ) に
ガイドします。

スタート地点に戻る(Back to start)機能を使用するには：

1. LIGHTボタンを長押しします。クイックメニューが表示されます。

2. 位置ガイドをオンを選択すると目標ポイント地点設定と表示されます。

3. スタート地点 (デフォルト )を選択します。

クイックメニューに戻り、目的地点変更を選択すると、目的地点を変更できます。目的地点を変更するには、

セッション中に少なくとも1つ以上のPOIが保存されている必要があります。

スタート地点に戻るには：

l スタート地点に戻るの画面を確認します。

l あなたの体の正面でV800を水平に保ちます。

l V800に進行方向を認識させるため、移動を続けます。矢印でスタート地点の方向が示されます。

l スタート地点に戻るには、その矢印の方向を目指して進みます。

l V800は、スタート地点までの方向と、最短の直線距離を表示します。

土地勘のない環境では、V800がGPS信号を受信できない場合や電池切れに備えて、常に地図を携帯

してください。

ルートガイダンス

ルートガイダンス機能は、過去のセッションで記録したルートや、Polar Flowウェブサービスで他のユーザーが記

録・共有したルートをたどって進むようにガイドします。ルートはスタート地点または最終地点から開始できま

す。

ガイダンスを開始するには、まずルートのいずれかの地点に進む必要があります。ルートのスタート地点、ルート

の最終地点、または近くのルート地点に進むことができます( 元の方向または逆の方向 ) 。ルートに到着すると、

V800が全ルートをたどるようにガイドします。セッション中はディスプレイ上のガイダンスにより、正しいルートをたど

ることができます。ルートを外れると、V800は音とバイブレーションで通知します。

ディスプレイのガイダンス

l 円は位置情報を表示 ( 円が空白の場合、ルートからはずれています)
l 矢印は正しい方向を示します

l 進むにつれてルートがさらに表示されます

l 残りの距離
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V800にルートを追加する

V800にルートを追加するには、Polar Flow ウェブサービスの探す、またはトレーニングセッションの詳細表示画面

でルートを確認し、お気に入りに追加後、V800に同期します。

お気に入りの詳細についてはこちらをご参照ください："お気に入り" ページ 49

ルートガイダンスのセッション開始についてこちらをご参照ください："トレーニングセッションの開始 " ページ 52

レースペース

レースペース機能は、ペースの維持や、設定距離に対する目標タイムの達成をサポートします。任意の距離に

対する目標タイムを設定します。例えば、10kmのランニングを45分間など。トレーニング中に、トレーニングデー

タと目標ペース・速度が比較されます。事前に設定した目標に対して、どれくらい早いか、遅いかが分かりま

す。また、設定した目標に到達するために必要なペース・速度が確認できます。レースペースの目標は、V800
上、またはFlowウェブサービス上で設定できます。

レースペースのセッションの開始の情報については、"トレーニングセッションの開始 " ページ 52の項目をご参照く

ださい。

気圧計

気圧計による機能には以下のものがあります。

l 高度、上昇と下降

l トレーニング中の温度 ( ディスプレイに表示可能 )
l 傾斜の測定

V800は、内蔵の気圧センサーで大気圧を測定し、高度に換算することで高度を測定します。校正 ( キャリブ

レーション) をすると、高度と高度変化 ( 上昇・下降 ) のもっとも正確な測定方法になります。高度は上昇およ

び下降したメートル・フィートと、上り坂・下り坂の割合と勾配レベルで表示されます。

高度計測の精度を保つには、山の頂上や等高線地図のポイント、海抜ゼロ地点など、信頼できる基準点で

は常に校正 ( キャリブレーション) を行う必要があります。校正 ( キャリブレーション) は、また自動にも設定できま

す。これはトレーニングセッションがいつも同じ場所で開始する場合に、特に有用です。気候条件、または室

内空調による気圧変動が高度の測定結果に影響する可能性があります。

表示される温度は、V800の温度です。あなたが手首にV800を装着している場合、あなたの体温が温度の

読み取り値に影響を与えます。周囲の温度を正確に測定するには、15～20分間程度、手首からV800を取

り外し測定してください。
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高度はGPSにより自動で校正され、校正が完了するまではグレーで表示されます。高度測定の精度を高

めるには、その地点の高度が分る地点にいる際は、毎回手動で高度をキャリブレーションすることをお勧めしま

す。手動校正は、プレトレーニングビューまたはトレーニングビューのクイックメニューから行います。詳細について

は、こちらをご参照ください："クイックメニュー" ページ 41

スマートコーチング

トレーニングの効果を最大限に高めるためには、的確なガイダンスが必要です。その為に、ポラールはスマート

コーチング機能を開発しました。毎日のフィットネスレベルの判定や個人トレーニングプランの作成、正しい強度

での筋トレのガイドやトレーニング直後のフィードバックなど、スマートコーチングは使いやすく、あなたのニーズに合

わせカスタマイズでき、トレーニングのモチベーションを上げる様々な独自機能を取りそろえています。

V800には、以下のスマートコーチング機能があります。

l トレーニング負荷と回復状態

l 毎日24時間のアクティビティ記録に基づく回復状態

l トレーニング効果

l ジャンプテスト

l フィットネステスト

l 起立試験

l ランニングインデックス

l 心拍ゾーン

l スマートカロリー

トレーニング負荷と回復

トレーニングの効果を最大限にするには、身体の回復時間が必要です。トレーニング負荷と回復は、次にト

レーニングをするまでに必要な回復時間を表示します。これは、一日や一週間の目標を基に、トレーニングの

全体量も考慮し、トレーニング時間や強度を調節するのに役立ちます。より正確なトレーニング負荷と回復状

態の情報を得るには、トレーニングの際に心拍センサーを使用します。

トレーニング負荷と回復は、トレーニング中の心拍数、トレーニング時間、体重やトレーニング頻度などの個人

的要因などのファクターを合わせて考慮します。そのため、より正確なトレーニング負荷と回復の情報を得るに

は、正確に設定することが重要です。トレーニング量と回復状態を継続的に記録・把握することで、オーバート

レーニングやトレーニング不足を避け、一日および一週間の目標に合わせてトレーニング強度や時間を調整す

ることができます。

トレーニング負荷と回復の機能により、総トレーニング量を管理し、トレーニングの最適化に役立ちます。この

機能はまた、異なる種類のトレーニング間の比較を可能にし、トレーニングと休息の最適なバランスを知るのに

有用です。
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各トレーニングセッション後に、トレーニン

グ概要において、今回のトレーニング負

荷と回復に必要な推定時間が表示され

ます。

Polar Flowウェブサービスでは、トレーニング負荷と回復の詳細な情報が、視覚的に確認できます。

毎日24時間のアクティビティを基にした回復状態

毎日24時間のアクティビティを基にした回復状態は、あなたの腕の動きを内蔵3D加速度センサーで計測し、

どれくらいアクティブだったかを記録します。運動の頻度、強度、動きの不規則性を身体情報と合わせて分析

し、トレーニングセッション以外でどれくらいアクティブに過ごしたかを分析します。毎日24時間のアクティビティ記

録を基にした回復状態は、トレーニング負荷と回復の機能を補足します。毎日のアクティビティをトレーニング

負荷と組み合わせることで、本当の意味での回復状態が把握できます。トレーニング負荷と回復の詳細につ

いては、"トレーニング負荷と回復 " 前のページの項目をご参照ください。

毎日24時間のアクティビティを基にした回復状態は、トレーニングと休息のより良いバランスを知ることで、あなた

のトレーニングプランの最適化をサポートします。パフォーマンスを向上させるには、やや負荷の重いトレーニング

と休息の両方が必要です。この機能は、最近のトレーニングによる負荷で疲労がたまっている際に知らせま

す。回復状態は、過去8日間のあなたのトレーニング負荷やアクティビティ量と休息時間を合わせて考慮しま

す。最も直近のトレーニングセッションとアクティビティは、それ以前のものよりも重視され、回復状態により大きな

影響を及びします。より正確な回復状態の情報を得るには、トレーニング時に心拍センサーを使用して下さ

い。

あなたの毎日のアクティビティは、あなたの回復状態に影響します。トレーニングセッション以外でアクティブだった

場合は、それも回復状態に影響します。激しい身体活動は、回復時間を長引かせます。トレーニングセッショ

ンの後にトレーニングサマリーを確認すると、そのセッションが回復状態にどう影響したかが分かります。

激しい疲労

あなたは最近ハードなトレーニングをしています。次の負荷の重いトレーニング期間の前に休

息を取ることをお勧めします。

疲労気味

過去のトレーニングから完全に回復していません。
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バランス良

このトレーニング負荷は、あなたのいつものレベルです。あなたのトレーニングと休息は、良い

バランスです。

運動不足

最近の運動量は、通常よりも少なめです。

次の回復レベルに到達するまでの時間を表示します。

回復状態の表示

l 時刻表示画面でディスプレイをタップしてください。

または

l メインメニューで進捗 > 回復状態に進みます。

あなたの1日のアクティビティを表示

トレーニングやアクティビティで消費したカロリー数、BMR( 基本代謝率：生命を維持するために必要な最小代

謝量 ) を確認できます。

l 時刻表示画面でディスプレイを2回タップします

または

l メインメニューで今日の結果に進み、アクティビティ画面でスタートボタンを押します。

今日の結果のより詳しい情報 ( 活動強度、アクティブ時間、低アクティブ時間、歩数、カロリー消費量、睡眠

時間など) は、Polar FlowアプリおよびPolar Flowウェブサービスでご覧頂けます。
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アクティビティ記録

V800は、あなたの腕の動きを内蔵3D加速度センサーで計測し、アクティビティを記録します。運動の頻度、

強度、動きの不規則性を身体情報と合わせて分析し、トレーニングセッション以外でどれくらいアクティブに過ご

したかを分析します。

1日のアクティビティ目標と目標達成に向けてのガイダンスを取得できます。V800はまた、活動していない時間

が長くなると、活動するよう知らせてくれます。データは、V800やPolar Flowアプリ上で確認できます。

Polar V800の1日のアクティビティ目標は、中高強度の身体活動に対するグローバル提言や、座りすぎによる健

康への悪影響についての研究結果に基づいています。V800による1日のアクティビティ目標は、一般的な推

奨よりもやや上回る場合があります。1時間の中程度のアクティビティに加え、低強度のアクティビティもまた、

V800の1日のアクティビティ目標を達成するために重要な役割を担っています。

1日のアクティビティ目標は、個人設定と典型的な一日に基づいて設定されます。例として、オフィスワーカーで

ある場合、通常の日は約4時間の低強度のアクティビティを行うことが期待されます。長時間立っていたり、歩

いたりする人の場合は、V800はより高度の推奨項目を提供します。

アクティビティデータ

V800のアクティビティバーが徐々に伸びることで、１日の目標の達成状況が分かります。今日の結果でアクティ

ビティバーを確認できます。また、時刻表示画面で確認することもできます( 右上ボタンを長押しして画面表示

を変更 ) 。

今日の結果で、どの程度アクティブであったか確認でき、目標達成までのガイダンスを取得できます。

l アクティビティ

l アクティブ時間：アクティブ時間は、身体や健康によい影響をもたらす運動の合計時間を表しま

す。

l カロリー：トレーニング、アクティビティによる消費カロリー数と、BMR(Basal metabolic rate：生命を

維持するために必要な最小エネルギー量 ) を表示します。

l 歩数 : これまでの歩数。運動の量と種類が記録され、歩数の算出に変わります。基本的に

は、1日10,000歩以上歩くことが望ましいとされます。

今日の結果画面でスタートボタンを押すと、トレーニング、アクティビティ、BMRにおける消費カロリーの配

分が確認できます。

l 目標まで：V800は、1日のアクティビティ目標のための選択肢を提案します。低、中、高の強度アクティ

ビティを選択した場合、どの程度の時間アクティブである必要があるか知らせてくれます。目標は一つで

すが、達成するための方法はいくつもあります。1日のアクティビティ目標は、低、中、高の強度で達成す

ることができます。V800では、「Up」は低強度、「Walk」は中強度、「Jog」は高強度のアクティビティを意

味します。Polar Flowウェブサービスで、低、中、高の強度の活動の例を見ることができ、目標達成に

向けて自分に合った方法を選ぶことができます。
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低活動アラート

V800は、日中、動いていない時間が長いと知らせてくれます。

55分間以上動かない状態が続くと、「さあ、運動しましょう！」と表示します。立ち上がって、アクティブになる

方法を見つけましょう。さらに5分間活動していないと、低活動スタンプで通知されます。

設定 > 基本設定 > 低活動アラートでアラートをオンやオフに設定できます。

Polar FlowアプリおよびPolar Flowウェブサービスで、受け取った低活動アラートの数を確認できます。このよう

に、日常のルーチンを振り返り、よりアクティブな生活に向けて変化をもたらすことができます。

FlowウェブサービスおよびFlowアプリでの睡眠情報

V800を夜間装着したままにすると、睡眠を記録します。睡眠モードの有効化は必要ありません。V800は、腕

の動きから自動的に眠っているかどうか判断します。

睡眠時間は、18:00/6pmから翌日18:00/6pmまでの24時間の間に、最も長く継続して休んでいた時間とな

ります。睡眠までの1時間未満の休息は、睡眠計測が停止されることはありませんが、睡眠時間には含まれま

せん。1時間を超える中断により、睡眠時間の算出が中断されます。

睡眠時間および質 ( 安眠している/していない) は、V800の同期後、FlowウェブサービスおよびFlowアプリで確

認できます。落ち着いて眠れた時間やあまり動いていない時間は、安眠として算出されます。動いたり位置が

変わった時間は安眠でない睡眠として算出されます。動いていない時間をただ合計するだけでなく、アルゴリズ

ムは、短時間の動いていない時間よりも長時間の動いていない時間に重きをおきます。安眠の睡眠の割合

は、落ち着いて眠れた時間を合計の睡眠時間と比較して算出されます。安眠の睡眠は、個人により異な

り、睡眠時間と共に理解・学習します。

安眠と安眠でない睡眠の時間を知ることにより、どのように正しく睡眠をとっているか、日常生活において変化

をもたらすか理解できます。これにより、睡眠の改善や、一日において十分に休める方法を見つけることができ

ます。

Flowアプリのアクティビティデータ

Polar Flowモバイルアプリで、外出先でもアクティビティデータを確認、分析したり、データをV800からワイヤレスで

Polar Flowサービスに同期したりできます。

トレーニング効果

トレーニング効果機能は、トレーニング効果をより良く理解するのに役立ちます。この機能を利用するには、心

拍センサーが必要です。心拍ゾーンで合計10分以上のトレーニングをすると、各トレーニングの直後にフィード

バックが表示されます。
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その仕組みは？

トレーニング効果のフィードバックは、心拍ゾーンを基にしています。各心拍ゾーンにおけるトレーニング時間と、

消費カロリーから判断されます。

トレーニング直後に表示されるフィードバックで、モチベーションが上がります。異なるタイプのトレーニングセッショ

ンの効果を知りたい場合も、この機能が役立ちます。各セッション直後に簡単な概要を確認し、より詳細な

フィードバックはトレーニングファイルをチェックするか、または polar.com/flow からより詳しい分析が可能です。

様々なトレーニング効果の説明は、下の表をご覧ください。

フィードバック トレーニング効果

マキシマム( 限界) トレーニン

グ＋

ハードなセッションでした！スプリント速度と運動効率改善に必要な筋組織の神経伝達

が向上しました。またこのセッションでは疲労耐性が向上しました。

マキシマム( 限界) トレーニン

グ

ハードなセッションでした！スプリント速度と運動効率改善に必要な筋組織の神経伝達

が向上しました。

マキシマム( 限界) およびテン

ポトレーニング

素晴らしいトレーニングでした！スピードと運動効率の向上に役立ちました。このセッション

は有酸素運動能力を高め高強度の運動を長時間持続する能力の向上に大変効果的

です。

テンポおよびマキシマム( 限
界) トレーニング

素晴らしいトレーニングでした！有酸素運動能と高強度の運動を長時間持続する能力

を向上しました。またこのセッションは速度と運動効率を向上しました。

テンポトレーニング＋

すばらしいペースで長時間よく継続しました！有酸素運動能力、スピードおよび高強度

の運動を長時間持続する能力を向上しました。またこのセッションは、疲労耐性を向上

させました。

テンポトレーニング
すばらしいペースです！有酸素運動能力、スピード及び高強度の運動を長時間持続す

る能力を向上しました。

テンポおよび安定状態トレー

ニング

良いペースです！高強度の運動を長時間持続する能力を向上させました。またこのセッ

ションは有酸素運動能力と筋持久力を改善しました。

安定状態およびテンポトレー

ニング

良いペースです！有酸素運動能力と筋持久力を向上させました。また、このセッションは

高強度の運動を長時間持続する能力を改善しました。

安定状態のトレーニング＋
すばらしい！この長時間セッションは、有酸素運動能力と筋持久力を向上させました。ま

た、疲労耐性を改善しました。

安定状態のトレーニング すばらしい！筋持久力と有酸素運動能力を向上させました。

安定状態および基礎トレー

ニング、ロング

すばらしい！この長時間セッションで有酸素運動能力と筋持久力を向上しました。また、

基礎持久力と脂肪燃焼能力も改善しました。

安定状態および基礎トレー

ニング

すばらしい！筋持久力と有酸素運動能力を向上させました。また、このセッションで、基

礎持久力と脂肪燃焼能力を改善しました。

基礎および安定状態のト すばらしい！この長時間セッションは、有酸素運動能力と筋持久力を向上させました。ま

http://www.polar.com/flow
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フィードバック トレーニング効果

レーニング、ロング た、このセッションでは筋持久力と有酸素能力を向上させました。

基礎および安定状態のト

レーニング

すばらしい！基礎持久力と脂肪燃焼能力を向上させました。また、このセッションでは筋

持久力と有酸素能力を向上させました。

基礎トレーニング、ロング
すばらしい！ この長時間の低強度セッションで基礎持久力と脂肪燃焼能力を向上させ

ました。

基礎トレーニング
よくできました！ この低強度のセッションで、基礎持久力と脂肪燃焼能力を向上させまし

た。

回復トレーニング
回復のために非常に良いセッションでした。このような軽い運動により体がトレーニングに

慣れていきます。

ジャンプステスト

ジャンプテストを行うには、テスト > ジャンプテストに進みます。

ジャンプテストには次の3種類があります。

l スクワット

l カウンタームーブメント

l 連続ジャンプテスト

テストを実行するには、PolarストライドセンサーBluetooth®Smartが必要です。詳細は、"Polarストライドセン

サーBluetooth® Smart" ページ 100の項目をご参照ください。

PolarストライドセンサーBluetooth® SmartをV800とペアリングする前に、ジャンプテストを選択すると、Polar
ストライドセンサーが必要ですと表示されます。

どのジャンプテストでも、実施前に足の筋肉を中心にしっかりウォームアップしてください。結果の信頼性を高め

比較を可能にするために、常に正しいジャンプ方法で行ってください。

あなたの最新テスト結果は、テスト > ジャンプテスト > 最新の結果で、表示できます。ここでは、直近のテスト

結果のみが表示されます。それまでのジャンプテストの結果を視覚的に分析するには、Polar Flowウェブサービ

スを開き、ダイアリーから「テスト」を選択し、詳細を確認してください。

スクワットジャンプ

スクワットジャンプテストは瞬発力を測定します。このテストは、両膝を90度の角度に曲げた状態から可能な限

り高くジャンプして行います。腕の動きがテストに影響しないよう、両手は腰の位置に固定して行います。飛び

上がる際に両膝と両足首を伸ばし、母指球で着地する時も同様に伸びた状態であるよう注意します。
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このテストでは3回スクワットジャンプを行い、そのうちのベスト記録がテスト結果となります。各ジャンプで最大限

の力が発揮できるよう、ジャンプ間に短い回復時間を取りましょう。

スクワットジャンプの実施

Polar Bluetooth®Smart ストライドセンサーを装着し、ジャンプテスト > スクワットと進みし、START(開始 )ボタン

を押します。ストライドセンサーの検索と表示されます。そのテストの開始準備ができたら、スクワットジャンプを

今すぐスタート！と表示されます。

1. 両手を腰に添え、両膝を90度の角度に曲げた状態にします。数秒間静止したまま待ちます。

2. 反動をつけずに垂直にジャンプします。

3. 両足、両足首を伸ばした状態で両足で着地します。

4. そのスクワットジャンプを3回行います。各ジャンプで最大限の力が発揮できるよう、ジャンプ間に短い回

復時間を取りましょう。

スクワットジャンプテストは、反動をつけずに行うことが重要です。

テストの間、行ったジャンプの回数( 1/3、2/3、3/3) と、ジャンプの高さ( 例：45cm)が表示され

ます。

テスト結果

テスト終了後、3回の各ジャンプの高さが表示されます。

カウンタームーブメントジャンプ

カウンタームーブメントジャンプテストは、瞬発力を測定します。このテストは、直立姿勢ではじめ、次に両足を

90度の角度に曲げた姿勢にスクワットしてから可能な限り高く垂直にジャンプするテストです。テストに影響し

ないよう、両手を腰の位置に固定して行います。飛び上がる際に両膝と両足首を伸ばし、母指球で着地す

る時も同様に伸びた状態であるよう注意します。
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そのテストを3回繰り返し、そのうちのベスト記録がテスト結果となります。各ジャンプで最大限の力が発揮でき

るよう、ジャンプ間に短い回復時間を取りましょう。

カウンタームーブメントジャンプテストの実施

Polar Bluetooth®Smart ストライドセンサーを装着し、ジャンプテスト > カウンタームーブメントと選択し、START
( 開始 ) ボタンを押します。ストライドセンサーの検索と表示されます。テストの開始準備ができたら、カウンター

ムーブメント 今すぐスタート！と表示されます。

1. 両手を腰に添え、直立します。

2. 両膝を約90度の角度までスクワットし、直ちに垂直にジャンプします。

3. 両足、両足首を伸ばした状態で両足で着地します。

4. 同じジャンプを3回行います。各ジャンプで最大限の力が発揮できるよう、ジャンプ間に短い回復時間

を取りましょう。

そのテストで行ったジャンプの回数( 1/3、2/3、3/3) と、各ジャンプの高さ( 例：45cm)が表示さ

れます。

テスト結果

テスト終了後、3回の各ジャンプの高さが表示されます。

連続ジャンプ

連続ジャンプ試験は、嫌気性のパワーを測定します。このテストは、嫌気性でのパワーが必要な人、つまり短

時間で最大パワーを発揮する必要があるスポーツを行う方に特に有用です。連続ジャンプテストの目標は、決

められた時間内で最大の高さのジャンプを最大回数行うことです。

連続ジャンプテストは、両膝を90度の角度までスクワットをしてから、出来るだけ高く素早くジャンプした後、両

足で着地します。これを決められた時間内に出来るだけ多く繰り返します。このテストは、全力で行い、可能

な限り高く、かつ素早く繰り返す必要があります。テストが進むにつれ疲労が蓄積していきますが、テストの間は

全力を尽くします。Polar Flowウェブサービス上で、各ジャンプを確認し、テストの間にジャンプの高さがどう変化

するかが分析できます。



77

連続ジャンプの実施

連続ジャンプテストを実施する前に、テスト時間を設定します。ジャンプテスト > 連続テストの時間設定 を選

択します。時間は、15秒間、30秒間、60秒間または他の時間を設定から選択できます。他の時間を設定

を選択すると、5秒間から300秒間までの任意の時間を設定できます。

Polar Bluetooth®Smartストライドセンサーを装着し、ジャンプテスト > 連続 と選択し、START(開始 )ボタンを押

します。新しいストライドセンサーを検索していますと表示されます。テストの開始準備ができたら、連続ジャン

プを今すぐスタート！と表示されます。

1. 両手を腰の位置に添え、直立します。

2. 両膝が約90度の角度になるまでスクワットし、両足を曲げた姿勢で、直ちに垂直にジャンプします。

3. 両足、両足首を伸ばした状態で両足で着地します。

4. そのテスト時間が終了するまで、同じジャンプを繰り返します。

そのテストの間、行ったジャンプの回数と残り時間が表示されます。

テスト結果

テストの後、ジャンプの回数と平均の高さ、平均パワー( キログラム/ポンド毎) が確認できます。

フィットネステスト

Polarフィットネステストは、安静時の有酸素運動 ( 心血管 ) 能力を短時間で測定する、容易で安全な方法で

す。その結果であるPolar OwnIndexは、一般的に有酸素運動能力の評価に用いられる最大酸素摂取量

( VO2max) に相当します。長期的なトレーニング状況、心拍数、安静時の心拍変動、性別、年齢、身長、

体重の全てがOwnIndexに影響します。Polarフィットネステストは、健康な成人による利用目的で開発されて

います。

有酸素運動能力は、身体に酸素を運ぶ心血管系が、どの程度良好に機能しているかに関連しています。

有酸素運動能力の高さは、心臓が健康で効率的であることを意味します。有酸素運動能力が高いと、多く

の健康上の利点があります。たとえば、それにより高血圧を改善し、あなたの心血管疾患および心臓発作の

リスクを低減します。有酸素運動能力を高めたいなら、自分のOwnIndexにはっきりと変化が見られるまで、通

常のトレーニングを平均6週間程続ける必要があります。現在特に運動習慣がない人ほど、すぐに進歩が確

認できます。有酸素運動能力が向上すればするほど、あなたのOwnIndexにおける改善度は小さくなります。
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また有酸素運動能力は、大きな筋肉群を使用するタイプのトレーニングにより、最も改善されます。これには、

ランニング、サイクリング、ウォーキング、ボート漕ぎ、水泳、スケート、クロスカントリースキーなどが含まれます。

進捗をモニタリングするには、まず最初の2週間で数回、OwnIndexを測定して基準値を確認し、その後は月

に1回程度テストを行います。

テスト結果を確かで信頼のおけるものにするには、以下の基本的な条件を守ってください。

l テストは、静かな場所であれば、自宅、オフィス、スポーツクラブ等どこでも実施できます。気が散るよう

な音 ( テレビ、ラジオや電話など) を避け、人と話すのもやめましょう。

l 常に同じ環境と時間帯で、テストを実施します。

l テスト実施前2～3時間は、重い食事の摂取、また喫煙を避けてください。

l テスト前日およびテスト当日は、きつい運動やアルコール、および興奮性のある薬物の摂取を避けてくだ

さい。

l 穏やかでリラックスした状態になる必要があります。テストを開始する前に1～3分間横になり、リラックス

してください。

テスト前

心拍センサーを装着します。詳細については、"心拍センサーの装着 " ページ 51の項目をご参照ください。

テストを開始する前、トレーニング状況を含むあなた身体的設定が正確であることを、設定 > 個人設定へ移

動して確認します。

テストの実施

フィットネステストを実行するには、テスト > フィットネステスト > リラックスしてテストを開始に移動します。

l 心拍信号検索中と表示されます。心拍信号が見つかると、心拍グラフと現在の心拍数および横にな

るとディスプレイに表示されます。身体の動きを最小限にし、会話を止め、リラックスします。

l BACK(戻る)ボタンを押すと、テストが中断されます。テストキャンセル済と表示されます。

V800が、心拍信号を受信できない場合は、心拍信号が見つかりませんと表示されます。その場合は、心拍

センサーのストラップがぴったりとフィットして、電極が湿っていることを確認してください。

テスト結果

テスト終了後、2回ビープ音がしてから、フィットネステスト結果と推定されるVO2max が表示されます。

VO2maxを個人設定上に更新しますか？と表示されます。

l 「はい」 を選択し、その値をあなたの個人設定に保存します。

l あなたが最近VO2max 値を測定しており、その結果から1フィットネスレベル以上の誤差がある場合の

み、「いいえ」 を選択します。



79

あなたの最新テスト結果は、テスト > フィットネステスト > 最新の結果で、表示できます。ここでは、直近のテス

ト結果のみが表示されます。

それまでのジャンプテストの結果を視覚的に分析するには、Polar Flowウェブサービスを開き、ダイアリーから「テス

ト」を選択し、詳細を確認してください。

フィットネスレベルの評価

男性

年齢 /年 とても低い 低い 普通 良い 高い 非常に高い 最高

20～24 <32 32～37 38～43 44～50 51～56 57～62 >62

25～29 <31 31～35 36～42 43～48 49～53 54～59 >59

30～34 <29 29～34 35～40 41～45 46～51 52～56 >56

35～39 <28 28～32 33～38 39～43 44～48 49～54 >54

40～44 <26 26～31 32～35 36～41 42～46 47～51 >51

45～49 <25 25～29 30～34 35～39 40～43 44～48 >48

50～54 <24 24～27 28～32 33～36 37～41 42～46 >46

55～59 <22 22～26 27～30 31～34 35～39 40～43 >43

60～65 <21 21～24 25～28 29～32 33～36 37～40 >40

女性

年齢 /年 とても低い 低い 普通 良い 高い 非常に高い 最高

20～24 <27 27～31 32～36 37～41 42～46 47～51 >51

25～29 <26 26～30 31～35 36～40 41～44 45～49 >49

30～34 <25 25～29 30～33 34～37 38～42 43～46 >46

35～39 <24 24～27 28～31 32～35 36～40 41～44 >44

40～44 <22 22～25 26～29 30～33 34～37 38～41 >41

45～49 <21 21～23 24～27 28～31 32～35 36～38 >38

50～54 <19 19～22 23～25 26～29 30～32 33～36 >36

55～59 <18 18～20 21～23 24～27 28～30 31～33 >33

60～65 <16 16～18 19～21 22～24 25～27 28～30 >30
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この分類はVO2max を、米国、カナダ、欧州7か国の健康な大人の被験者から直接測定した62の調査文献

のレビューに基づいています。参考文献：Shvartz E、Reibold RC。『6歳～75歳の男性および女性の有酸素運

動能力の基準：レビュー。』 「Aviat Space Environ Med」誌、61:3-11, 1990。

起立試験

起立試験は、トレーニングと回復のバランスをモニタリングするために一般的に使用されるツールです。これは、

トレーニングによる自律神経系の機能における変化を基にしています。起立試験の結果は、心的ストレス、

睡眠、潜在的な疾患、環境の変化 ( 温度、気圧 ) 、その他の外的な要因の影響を受けます。長期的に比

較することでトレーニングを最適化し、オーバートレーニングを回避できます。

起立試験は、心拍数と心拍変動の測定を基にしています。心拍数と心拍変動の変化は、心血管系の自

律神経調整における変化を反映します。テストでは、HRrest(安静時の心拍数 )、HRstand(起立時の心拍

数 )、HRpeak(最高心拍 )が測定されます。起立試験で測定される心拍数と心拍変動は、疲労やオーバート

レーニングなどによる自律神経系への影響を知る良い指標になります。しかしながら、疲労やオーバートレーニ

ングの心拍への影響には個人差があるため、長期間の比較が必要です。

テスト前

最初にこのテストを実施する際は、あなた個人の基準値を判定するため、6種の基準値テストを2週間にわた

り実施する必要があります。これらの基準値測定は、重いトレーニング週ではなく、2週間の一般的な基本ト

レーニング週に行ってください。また、トレーニング後の数日と、回復日の後の数日の両方でテストを行う必要

があります。

基準値が測定された後も、継続的に週に2～3回テストを行ってください。毎週、激しいトレーニングの翌日と

回復日の翌日 ( または激しいトレーニングを数日行った後 ) にテストします。オプションの3番目のテストは、通常

のトレーニング日の後に実施できます。このテスト結果は、トレーニングをしていない時期、または不規則なト

レーニング期間においては、信頼性の高いデータにはなりません。14日間以上トレーニングを中断する場合

は、平均値を一旦リセットし、基準値テストを再度実施することを検討してください。

このテストで信頼性の高い結果を得るには、いつも標準化された同じ条件でテストを実施する必要がありま

す。このテストは、朝食前に行うのが理想的です。以下の基本条件が必要です。

l 心拍センサーを装着します。

l 穏やかでリラックスした状態になります。

l リラックスした姿勢で座るか、またはベッドに横たわります。テストを実施する際は、いつも同じ姿勢で行

います。

l テストは、静かな場所であれば、自宅、オフィス、スポーツクラブ等どこでも実施できます。気が散るよう
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な音 ( テレビ、ラジオや電話など) を避け、人と話すのもやめましょう。

l テスト前の2～3時間は、食事や喫煙を避けてください。

l このテストは定期的に、同じ時間帯 ( 可能であれば朝、起床後 ) に実施することが推奨されます。

テストの実施

テスト > 起立試験 > リラックスしてテストを開始と移動し、選択します。心拍信号検索中と表示されます。心

拍信号が見つかると横になるとディスプレイに表示されます。

l このテストの最初の3分間は、動いてはいけません。

l 3分後、手首のユニットがビープ音を鳴らし、立ち上がると表示されます。立ち上がり、そのまま3分間待

ちます。

l 3分後、再度ビープ音が鳴り、テストが終了します。

l BACK(戻る)ボタンを押すと、テストを中断できます。テストキャンセル済と表示されます。

V800が、心拍信号を受信できない場合は、心拍信号が見つかりませんと表示されます。その場合は、心拍

センサーのストラップがぴったりとフィットしていて、電極が湿っていることを確認してください。

テスト結果

テスト結果として、ピーク(最高心拍 )、スタンド (起立時の心拍数 )、休憩 (安静時の心拍数 )の値と、以前の結

果の平均との比較が確認できます。

最新のテスト結果は、テスト > 起立試験 > 最新の結果で、表示できます。ここでは、直近のテスト結果のみ

が表示されます。

Polar Flowウェブサービス上で、長期的なテスト結果を確認できます。それまでの起立試験の結果を視覚的に

分析するには、Polar Flowウェブサービスを開き、ダイアリーから「テスト」を選択し、詳細を確認してください。

ランニングインデックス

ランニングインデックスで、パフォーマンスの変化が簡単に把握できます。ランニングインデックス値は、最大有酸

素ランニングパフォーマンスの推定値で、有酸素運動能力およびランニング効率により変動します。長期間にわ

たりランニングインデックスを記録することで、進捗をモニタリングできます。インデックスの向上は、同じペースを楽

に維持できるようになったり、同じ労力でより早く走れるようになることを意味します。ランニングインデックス機能

では、このような向上を数値化します。

V800でのランニングインデックスは、上り坂や下り坂の影響も考慮します。同じペースでも、上り坂のランニング

は平らな地面でのランニングより生理的なストレスが高く、下り坂のランニングは平らな地面でのランニングよりも

ストレスが低くなります。
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パフォーマンスのより正確なデータを得るには、HRmax ( 最大心拍 ) とHRrest ( 安静時心拍数 ) の値が設定済

みなのを確認して下さい。

ランニングインデックスは、トレーニングセッション中に心拍数とGPS機能、またはストライドセンサー

BluetoothSmart®が有効であり、加えて次の条件がそろっている場合に算出されます。

l 6km/h( 3.75マイル/h) 以上の速さで最短12分間以上走り続けること。

l 高度データが有効であること( そうでないと上り坂と下り坂が考慮されません)
l 心拍数が、HRR( 予備心拍数 ) 値の40%を超えている必要があります。HRRとは、最大心拍数と安静

時心拍数の差です。

l ストライドセンサーを使用する場合は、校正が必要です。GPSを使用する場合は、高精度に設定する

必要があります。

ストライドセンサーを使用する場合、そのストライドセンサーが校正 ( キャリブレーション) 済みであることを確認して

ください。トレーニング記録を開始すると、同時に算出が始まります。トレーニング中、赤信号などで2回まで中

断しても計測は継続します。

トレーニング後に、V800上でランニングインデックス値を表示し、結果はトレーニングサマリーに保存されます。以

下の表で結果を比較してください。Polar Flowウェブサービス上で、ランニングインデックスの変化をモニタリング、

分析できます。他のトレーニングセッションのランニングインデックスと比較したり、短期的、長期的に分析できま

す。

短期的な分析

男性

年齢 /年 とても低い 低い 普通 良い 高い 非常に高い 最高

20～24 <32 32～37 38～43 44～50 51～56 57～62 >62

25～29 <31 31～35 36～42 43～48 49～53 54～59 >59

30～34 <29 29～34 35～40 41～45 46～51 52～56 >56

35～39 <28 28～32 33～38 39～43 44～48 49～54 >54

40～44 <26 26～31 32～35 36～41 42～46 47～51 >51

45～49 <25 25～29 30～34 35～39 40～43 44～48 >48

50～54 <24 24～27 28～32 33～36 37～41 42～46 >46

55～59 <22 22～26 27～30 31～34 35～39 40～43 >43

60～65 <21 21～24 25～28 29～32 33～36 37～40 >40
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女性

年齢 /年 とても低い 低い 普通 良い 高い 非常に高い 最高

20～24 <27 27～31 32～36 37～41 42～46 47～51 >51

25～29 <26 26～30 31～35 36～40 41～44 45～49 >49

30～34 <25 25～29 30～33 34～37 38～42 43～46 >46

35～39 <24 24～27 28～31 32～35 36～40 41～44 >44

40～44 <22 22～25 26～29 30～33 34～37 38～41 >41

45～49 <21 21～23 24～27 28～31 32～35 36～38 >38

50～54 <19 19～22 23～25 26～29 30～32 33～36 >36

55～59 <18 18～20 21～23 24～27 28～30 31～33 >33

60～65 <16 16～18 19～21 22～24 25～27 28～30 >30

分類は米国、カナダ、欧州7か国で健康な大人の被験者からVO2max を直接測定した62の調査の文献のレ

ビューに基づいています。参考文献：Shvartz E、Reibold RC。『6歳～75歳の男性および女性の有酸素運動

能力の基準：レビュー。』 「Aviat Space Environ Med」誌、61:3-11, 1990。

ランニングインデックスは日によって変動する場合があります。多くの要因がランニングインデックスに影響します。

測定値は、走る環境や地面の変化、風や気温など様々な要因の影響を受けます。

長期的な分析

1つのランニングインデックスの値から、その特定距離のランニングを成功させる為の傾向が読み取れます。

以下の表は、そのランナーが最大限のパフォーマンスで、ある特定の距離を走る時間を推定しています。長期

間にわたるランニングインデックスの平均値を、この表にあてはめることができます。推定値は、ランニングインデッ

クスを計測した時と同じようなスピードや条件であった場合、より正確になります。

ランニングイン

デックス

Cooperテスト

(m)
5km

( h:mm:ss)
10km

( h:mm:ss)
21.098km
( h:mm:ss)

42.195km
( h:mm:ss)

36 1800 0:36:20 1:15:10 2:48:00 5:43:00

38 1900 0:34:20 1:10:50 2:38:00 5:24:00

40 2000 0:32:20 1:07:00 2:29:30 5:06:00

42 2100 0:30:40 1:03:30 2:21:30 4:51:00

44 2200 0:29:10 1:00:20 2:14:30 4:37:00
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ランニングイン

デックス

Cooperテスト

(m)
5km

( h:mm:ss)
10km

( h:mm:ss)
21.098km
( h:mm:ss)

42.195km
( h:mm:ss)

46 2300 0:27:50 0:57:30 2:08:00 4:24:00

48 2400 0:26:30 0:55:00 2:02:00 4:12:00

50 2500 0:25:20 0:52:40 1:57:00 4:02:00

52 2600 0:24:20 0:50:30 1:52:00 3:52:00

54 2700 0:23:20 0:48:30 1:47:30 3:43:00

56 2800 0:22:30 0:46:40 1:43:30 3:35:00

58 2900 0:21:40 0:45:00 1:39:30 3:27:00

60 3000 0:20:50 0:43:20 1:36:00 3:20:00

62 3100 0:20:10 0:41:50 1:32:30 3:13:00

64 3200 0:19:30 0:40:30 1:29:30 3:07:00

66 3300 0:18:50 0:39:10 1:26:30 3:01:00

68 3350 0:18:20 0:38:00 1:24:00 2:55:00

70 3450 0:17:50 0:36:50 1:21:30 2:50:00

72 3550 0:17:10 0:35:50 1:19:00 2:45:00

74 3650 0:16:40 0:34:50 1:17:00 2:40:00

76 3750 0:16:20 0:33:50 1:14:30 2:36:00

78 3850 0:15:50 0:33:00 1:12:30 2:32:00

心拍ゾーン

Polar心拍ゾーンは、心拍トレーニングをさらに効果的にします。トレーニングは、最大心拍数に対する割合

( ％ ) を基にした5つの心拍ゾーンに分けられます。心拍ゾーンを利用することで、簡単にトレーニング強度を選

択およびモニタリングすることができます。

ターゲットゾーン
HRmax*の強度％、

bpm
トレーニング時間の

例
トレーニング効果

最大
90～100%
171～190bpm

5分間未満

効果：呼吸および筋肉への最大また

はそれに準ずる効果。

体感例：心肺や筋肉への重い疲労

感。
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ターゲットゾーン
HRmax*の強度％、

bpm
トレーニング時間の

例
トレーニング効果

対象：経験を積んだ、鍛えられたアス

リート。通常、短かいイベントのため

の最終調整など、短期間に限定。

ハード

80～90% 152～172bpm 2～10分間

効果：早い速度での持久力を維持

する力を向上。

体感例：激しい呼吸と筋肉への疲労

感。

対象：経験を積んだアスリートの通年

トレーニング。短いトレーニングから長

いトレーニングまで。競技のプレシー

ズン中に、より重要度を増す。

中

70～80% 133～152bpm 10～40分間

効果：一般的なトレーニングペースの

強化。中強度の運動をより容易に

し、運動効率を改善する。

体感例：コントロールされた一定の速

い呼吸。

対象：イベント向け、またはパフォーマ

ンスを向上させたいアスリート向け。

軽

60～70% 114～133bpm 40～80分間

効果：基礎的な身体能力を向上さ

せ、回復を促進、新陳代謝を増進さ

せる。

体感例：軽めで心地よい運動。軽度

の筋肉および心血管への負荷。

対象：ベーストレーニング期間の長時

間トレーニングセッション向け。競技
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ターゲットゾーン
HRmax*の強度％、

bpm
トレーニング時間の

例
トレーニング効果

シーズンの回復運動向け。あらゆる

人に。

低

50～60% 104～114bpm 20～40分間

効果：ウォームアップやクールダウン、

回復を助ける。

体感例：非常に容易、軽い負担。

対象：トレーニングシーズンを通して、

回復およびクールダウン向け。

*HRmax = 最大心拍数 ( 220-年齢 ) 。例：30歳、220–30=190bpm。

心拍ゾーン1でのトレーニングは、非常に低い強度です。トレーニングの原則は、トレーニング中だけでなくトレー

ニング後の回復時にもパフォーマンスを向上させることです。非常に低い強度のトレーニングにより回復プロセス

を促進します。

心拍ゾーン2でのトレーニングは、持久力トレーニングであり、あらゆるトレーニングプログラムに不可欠な部分で

す。このゾーンでのトレーニングは簡単で、有酸素運動能力を向上させます。また長期間このゾーンでトレーニ

ングを続けることで、エネルギー消費を増加させます。成果を出すには、継続が必要です。

心拍ゾーン3では、有酸素運動能力が向上します。トレーニング強度は、スポーツゾーン1、2よりも高くなります

が、主に有酸素運動です。ゾーン3のトレーニングには、回復の後に続くインターバルなどがあります。このゾー

ンにおけるトレーニングは、心臓および骨格筋への血液循環の改善に特に効果があります。

潜在能力を最大限に発揮して競争したいなら、心拍ゾーン4および5でのトレーニングが必要です。このゾーン

での無酸素運動を、最大10分間のインターバルトレーニングで行います。インターバルが短ければ短いほど強

度を高くします。インターバル間に十分に回復することが重要です。ゾーン4および5でのトレーニングパターンは、

最大パフォーマンスを向上させるためのものです。

Polar心拍数の目標ゾーンは、医療機関等で測定できるHRmax 値を使用するか、または値を測定するために

フィールドテストを実施することによりカスタマイズできます。目標心拍ゾーンを利用してトレーニングする場合は、

全ゾーンを活用するようにします。中間ゾーンは良いターゲットですが、いつも同じレベルを維持する必要はあり

ません。心拍は徐々にトレーニング強度に適応します。例えば、目標心拍ゾーン1から3に移行する場合、循

環系および心拍数は3～5分程で変化します。
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トレーニング強度による心拍の変化は、運動能力や回復レベル、環境など様々な要因の影響を受けます。

疲労感に注意し、適宜トレーニングプログラムを調整することが重要です。

スマートカロリー

市販される製品の中でも最も正確なカロリーカウンターの一つで、正確な消費カロリーを計算します。エネル

ギー消費の計算は、以下の項目を基にしています。

l 体重、身長、年齢、性別

l 最大心拍数 ( HRmax)
l トレーニング時の心拍数

l 安静時の心拍数 ( HRrest)
l 最大酸素摂取量 ( VO2max)
l 高度

スマートカロリーの精度を上げるには、もしVO2max とHRmax ( 最大心拍数 ) の値が分かる場合は、V800
に入力してください。または、Polarフィットネステストにより得られた値を入力します。

スマート通知

スマート通知機能により、スマートフォンからの通知をPolarデバイス上で表示できます。電話の着信またはメッ

セージ( SMSやLINEのメッセージなど) を受信すると、Polarデバイスが通知してくれます。また、スマートフォンのカ

レンダーに登録されている予定も通知します。スマート通知機能を使用するには、iOS または Android用Polar
Flowモバイルアプリがインストールされており、Polaデバイスがアプリとペアリングされている必要があります。

スマート通知機能の使い方についての詳しい手引きは、サポート文書スマート通知機能 ( Android) またはス

マート通知機能 ( iOS) を参照してください。

リストデバイスでケイデンスの確認

リストデバイスでケイデンスを確認できるため、ストライドセンサーを別途用意する必要はありません。ケイデンス

は、手首の動きから内蔵の加速度センサーで測定されます。この機能を使用するには、V800に少なくとも最

新のファームウェアバージョン1.7がインストールされている必要があります。ストライドセンサー使用時は、ケイデン

スは常にそのセンサーで測定されることに注意してください。

次のランニングタイプのスポーツで、リストデバイスでケイデンスが確認できます：

l ウォーキング、ランニング、ジョギング、ロードランニング、トレイルランニング、トレッドミルランニング、トラックア

ンドフィールド ランニング、ウルトラランニング

また、次の、マルチスポーツでもランニング時に利用可能です：

https://support.polar.com/ja/support/smart_notifications_android
https://support.polar.com/en/support/smart_notifications
https://support.polar.com/en/support/smart_notifications
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l トライアスロン、デュアスロン、オフロードトライアスロン、オフロードデュアスロン

トレーニングセッション中にケイデンスを確認するには、ケイデンスをランニング時に使用するスポーツプロファイルの

トレーニングビューに追加します。これは、Flowウェブサービスのスポーツプロファイルで実行できます。

POLARランニングプログラム

Polarランニングプログラムは、あなたのフィットネスレベルに基づき、オーバートレーニングを避け、適切にトレーニン

グできるよう設計されたカスタマイズ可能なプログラムです。スマートで、向上に応じて適応し、トレーニングを減

らす、または増やす必要がある場合に知らせてくれます。各プログラムは、個人の情報、トレーニング情報、準

備時間を考慮しつつ、イベントに向けてカスタマイズできます。プログラムは、無料でPolar Flowウェブサービス

( www.polar.com/flow) で入手できます。

プログラムは、5k、10k、ハーフマラソン、マラソンイベントで利用できます。各プログラムには3つのフェーズがありま

す：基礎づくり、ビルドアップ、テーパリング。これらのフェーズは、パフォーマンスを段階的に向上させ、レースに向

けて準備できるよう設計されています。ランニングトレーニングセッションは、5つの種類に分けられます：イージー

ジョグ、ミディアムラン、ロングラン、テンポラン、インターバル。すべてのセッションには、最適な成果を生み出せるよ

う、ウォームアップ、トレーニング、クールダウンのフェーズが含まれています。さらに、筋力トレーニング、体幹トレー

ニング、モビリティトレーニングが選択でき、向上をサポートします。各トレーニング週は、2～5のランニングセッショ

ンで構成されており、1週当たりの合計ランニングセッションは、フィットネスレベルに応じて1～7時間になります。

プログラムの最小期間は9週間、最大期間は20か月です。

こちらの詳細なガイドでPolarランニングプログラムで詳細が確認できます。または、Polarランニングプログラムの

開始方法に関する詳細が確認できます。

POLARランニングプログラムの作成方法

1. www.polar.com/flowでFlowウェブサービスにログインします。

2. タブからプログラムを選択します。

3. イベントを選択して名前を入力し、イベント日とプログラムの開始日を設定します。

4. 身体アクティビティレベルに関する質問に回答します。*
5. プログラムにサポートトレーニングを含めたい場合は選択します。

6. 身体的活動に関するアンケートを読み、入力します。

7. プログラムを確認し、必要に応じて設定を調節します。

8. 完了したら、「プログラム開始」を選択します。

*4週間のトレーニング履歴が利用可能な場合、事前入力されます。

ランニング目標を開始

セッションの開始前に、トレーニングセッション目標をデバイスに同期していることを確認します。セッションは、ト

レーニング目標としてデバイスに同期され、「ダイアリー」から開始できます。セッションではデバイスのガイダンスに

http://www.polar.com/flow
http://support.polar.com/ja/support/polar_running_program
http://support.polar.com/ja/support/get_started_with_the_polar_running_program
http://support.polar.com/ja/support/get_started_with_the_polar_running_program
http://www.polar.com/flow
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従って進めます。

1. デバイスで「ダイアリー」に進みます。

2. 日付を選択して計画した目標を表示します。

3. 目標を選択し、スポーツプロファイルを選択します。

4. スタートを押し、ガイダンスに従って進めます。

他の日に計画した目標を実施する場合、デバイスの「ダイアリー」から日を選択し、該当する日に予定したセッ

ションを開始します。

あなたの進捗をフォロー

USBケーブルまたはFlowアプリ経由でトレーニング結果をデバイスからFlowウェブサービスに同期します。「プログ

ラム」タブから進捗を確認できます。現在のプログラムの概要と進捗状況が確認できます。

速度ゾーン

速度 /ペースゾーンで、トレーニングセッション中に速度またはペースを簡単に選択・モニタリングし、効果的なト

レーニング効果が得られるよう、速度 /ペースを調節することができます。セッション中にトレーニング効果をガイド

してくれる、ゾーンが使用できます。これにより、最適な効果が得られるよう、トレーニングを様々なトレーニング

強度と組み合わせることができます。

速度ゾーン設定

速度ゾーン設定はFlowウェブサービスで調節することができます。これらは、使用可能な場合に、スポーツプロ

ファイルでオンまたはオフにできます。5つのゾーンがあり、ゾーンリミットは手動で調節でき、また、デフォルトのゾー

ンを使用することもできます。これらはスポーツにより異なり、各スポーツに合うようゾーンを調節できます。ゾーン

は、ランニングスポーツ( ランニングが含まれるチームスポーツなども含む) 、サイクリングスポーツ、また、ローイング

やカヌーイングに用意されています。

デフォルト

デフォルトを選択した場合、リミットを変更できません。デフォルトのゾーンは比較的高いフィットネスレベルでト

レーニングする方向けに設定されている速度 /ペースゾーンの参考的な値です。

Free(フリー)

フリーを選択した場合、すべてのリミットを変更できます。例として、無酸素性作業しきい値と有酸素性作業

しきい値、または、乳酸性しきい値の上限値と下限値といった、あなたの実際のしきい値をテストした場合、あ

なたに合わせたしきい値の速度またはペースに基づいたゾーンでトレーニングできます。無酸素性作業しきい値

の速度およびペースをゾーン5の最小値に設定することが推奨されます。また、有酸素性作業しきい値を使用

する場合、ゾーン3の最小値に設定します。
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速度ゾーンに基づいたトレーニング目標

速度 /ペースゾーンに基づいてトレーニング目標を作成できます。FlowSyncで目標を同期した後、トレーニング

デバイスから、トレーニング中にガイダンスを取得できるようになります。

トレーニング中

トレーニング中に、トレーニングしているゾーンと各ゾーンで費やした時間を確認できます。

トレーニングの後

V800のトレーニングサマリーでは、各速度ゾーンで費やした時間の概要が確認できます。同期後、速度ゾーン

の詳細な情報がFlowウェブサービスで視覚的に確認できます。

スポーツプロファイル

あなたの好きなスポーツを全て登録し、それぞれに特定の設定ができます。例えば、各スポーツで、トレーニン

グ中に表示したいデータを選択して表示項目をカスタム設定できます。心拍数だけ、又は速度と距離だけな

ど、あなたのトレーニングニーズに合わせて自由に設定できます。

V800のデフォルトには、6個のスポーツプロファイルがあります。Polar Flowウェブサービス上で、新しいスポーツを

追加したり、既存のプロフィールを編集したりできます。V800には、最大20個のスポーツプロファイルが保存で

きます。Polar Flowウェブサービス上で保存できるスポーツプロファイルの数には、上限はありません。Polar Flow
ウェブサービス上で20個以上のスポーツプロファイルを保存すると、そのリストの上位20個がV800に同期されま

す。

スポーツプロファイルの順番は、ドラッグアンドドロップで変更できます。移動したいスポーツを選択し、配置した

い位置にドラッグします。

スポーツプロファイルの追加

Polar Flowウェブサービスにおいて

1. 画面右上のアカウント名をクリックします。

2. スポーツプロファイルを選択します。

3. スポーツプロファイルの追加 をクリックして、リストからスポーツを選択します。

4. そのスポーツがあなたのスポーツリストに追加されます。

スポーツプロファイルの編集

Polar Flowウェブサービスにおいて
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1. 画面右上のアカウント名をクリックします。

2. スポーツプロファイルを選択します。

3. 編集したいスポーツの下の編集 をクリックします。

各スポーツプロファイルで、以下の項目を編集できます。

トレーニングビュー

セッション中にトレーニングビューで表示するデータを選択します。各スポーツプロファイルで、計8種類の異なるト

レーニングビューを保存できます。各トレーニングビューで、最大4個の異なるデータフィールドを選択できます。

既存のビュー上の鉛筆アイコンをクリックして編集するか、または新しいビューを追加します。6種のカテゴリから、

トレーニングビューに表示したい項目を1～4個選択できます。

時間 環境 測定値 距離 速度 ケイデンス

l 時刻

l ストップ

ウォッ

チ

l ラップタ

イム

l 前回

ラップタ

イム

l 高度

l 累計

標高

l 累計

下降

l 傾斜

l 気温

l 現在

のラッ

プ上

昇

l 現在

のラッ

プ下

降

l 心拍

数

l 平均

心拍

数

l 最大

心拍

数

l ラップ

中の

平均

心拍

数

l 消費カ

ロリー

l ゾーン

ポイン

ター

l ゾーン

内時

間

l RR変
動

l 距離

l ラップ

距離

l 前回

のラッ

プ距

離

l 速度 /
ペース

l 平均

の速

度 /
ペース

l 最大

速度 /
ペース

l ラップ

速度 /
ペース

l ケイデ

ンス

l 平均

ケイデ

ンス

l 現在

のラップ

ケイデ

ンス

l ストラ

イド幅

l 平均ス

トライ

ド幅

またこれらの設定から、累計のHRゾーン表示や「スタート点に戻る」表示を有効または無効にできます。
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基本設定

l オートラップ

l トレーニング音

l 速度ビュー

l トレーニングリマインダー

心拍数

l 心拍数表示 ( 心拍数、最大の%、心拍数リザーブの%)
l 心拍数を他のデバイスにも表示

l 心拍ゾーンの設定 心拍ゾーンのタイプおよび心拍ゾーンのリミット

動作とフィードバック

l ハートタッチ

l タップ

l オートポーズ

l バイブフィードバック

GPSと高度

l GPSの記録間隔

l 高度

スポーツプロファイルの設定を完了したら、「保存」をクリックします。この設定をV800に同期するには、

FlowSyncから「同期」をクリックします。

多くの屋内スポーツ、グループスポーツ、チームスポーツのプロファイルでは、「HRを他のデバイスにも表示」 がデ

フォルトで有効になっていることに注意してください。これは、ジム機器といった、Bluetooth Smartワイヤレス技

術を使用する対応デバイスが心拍数を検出できることを意味します。どのスポーツプロファイルでBluetooth通
信がデフォルトで有効になっているかPolarスポーツプロファイルリスト で確認できます。スポーツプロファイル設

定 でBluetooth通信を有効または無効にすることができます。

マルチスポーツ

マルチスポーツ機能で、1つのトレーニングセッション内に複数のスポーツを含むので、トレーニング記録を中断す

ることなく異なるスポーツにシームレスに切り替えることを可能にします。マルチスポーツのトレーニングセッションで

は、スポーツ間のトランジションタイムが自動で記録されるので、1つのスポーツから次のスポーツへの切り替えに

かかった時間が確認できます。

マルチスポーツのトレーニングセッションを行う方法は2種類あります。それは、固定型マルチスポーツとフリーマル

チスポーツです。トライアスロンのような固定型マルチスポーツ( Polarスポーツプロファイルリスト内のマルチスポー

ツ) では、各スポーツの順番が固定されており、指定された順番で実行されます。フリーマルチスポーツでは、あ

なたが行うスポーツをスポーツリストから選択することで、それらを実行する順番を選択できます。また、各スポー

ツ間で行き来して切り替えもできます。

https://support.polar.com/ja/polar-flow-sport-profiles
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マルチスポーツセッションの開始方法は、"トレーニングセッションの開始 " ページ 52の項目をご参照ください。

水泳

V800は耐水 (30m)で、水泳時の使用も可能です。H7心拍センサーの信号のうち、Bluetooth smart®は水

中での送信に適さないため、GymLink信号により水泳中の心拍数を計測します。水泳時のGPS使用は、電

波干渉を起こす可能性があり、記録データの精度は陸上での使用に比べて落ちる可能性があることをご了承

ください。またGPSは、GymLink信号とも電波干渉を起こし、水泳時の心拍数測定の誤動作を引き起こすこ

とがあります。そのため水中で心拍数を測定する際は、GPSをオフにすることをお勧めします。

水中で心拍数を測定する場合、以下の理由で問題が起こる可能性があります。

l ECG信号の強さは個人差があり、生体組織の構成により差が出る可能性があります。その問題は、

水中での心拍数測定においてより頻繁に発生します。

l 塩素濃度の高いプールや海水では、伝導性が非常に高くなります。センサーの電極がそれら諸条件に

よりショートを起こし、ECG信号の検出を妨げます。

l また水中への飛び込みや競泳の際の激しい筋肉活動では、身体の上のセンサーがECG信号が検出で

きない場所にずれる可能性があります。

スイミングメトリクス( プールスイミング)

スイミングメトリクスは、各スイミングセッションの分析、パフォーマンスや長期間にわたる進捗の確認に役立ちま

す。メトリクスは、スイムの距離、タイム、ペースやストローク数を記録、泳法も判別します。またSWOLF( スウォ

オルフ) スコアを参考に、スイムの技術向上を目指せます。

より正確な情報を得るために、V800を装着する手首を正しく設定してください。V800の基本設定から設定で

きます。

スイミングメトリクスは、プールスイミングプロファイルでのみ利用できます。プールスイミングプロファイルは、

V800ファームウエアのバージョン1.2以降で利用できます。

泳法

V800は、泳法を認識しそれに基づいたメトリクスで数値を算出、またセッション合計を表示します。

V800が認識できる泳法：

l 自由形

l 背泳ぎ

l 平泳ぎ

l バタフライ
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ペースと距離

ペースと距離は、プールの長さに基づき算出されます。そのため正確なデータを得るには、プールの長さを正しく

設定してください。V800がターンを認識し、それをもとに正確なペースと距離を測定します。

ストロークレート

ストロークレートは、1分当たり、またはプールの長さ当たりのストローク数です。スイムの技術やリズム、タイミング

を知るのに役立ちます。

SWOLF

SWOLF( swimmingとgolfの略 ) は、効率性を把握するための間接的な値です。SWOLFは、プール長 ( 1ラップ)
を泳ぐのに要した時間 (秒 )とストローク数の合計から算出されます。例えば、1ラップを30秒、10ストロークで泳

ぐとSWOLFスコアは40となります。一般的に、同距離を同泳法で泳いだ際のSWOLFが低くなるほど、効率的に

泳いでいることになります。

SWOLFは、人によって大きく異なるので、他の人のSWOLFスコアと比較するものではありません。個人のスイム

技術向上・調整や、異なる泳法ごとの最適な効率を見つけるのに役立つパーソナルツールです。

プールの長さの選択

ペース、距離、ストローク数の計算、さらにSWOLFスコアの算出に影響するため、プールの長さを正確に選択す

ることが重要です。デフォルトの25m、50m、25ヤードに加え、手動でカスタム設定も可能です。設定できる最

短の長さは、20m/ヤードです。

選択したプールの長さはプレトレーニングモードで表示されます。ここで変更するには、左上ボタンを長押しし

て、スポーツプロファイルのクイックメニューにアクセスし、プールの長さで正確な長さを設定します。また、設定 >
スポーツプロファイル > プールスイミング > プールの長さからも変更できます。

プールスイミングセッションの開始

1. 時刻表示画面でスタートボタンを押してプレトレーニングモードに入り、プールスイミングプロファイルまでス

クロールします。

2. プールの長さが正しいことを確認します。( ディスプレイに表示されます)
3. トレーニング記録を開始するには、スタートボタンを押します。

スイムの後

V800のトレーニングサマリーで表示される情報：

l 平均および最高ペース( ペース/100メートル、またはペース/100ヤード )
l ラップ情報
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l 泳法ごとのサマリーには、以下の情報があります：

l スイムタイム

l 平均および最大心拍数 ( H7心拍センサー使用時 )
l 平均および最高ペース( ペース/100メートル、またはペース/100ヤード )
l 平均ストローク( ストローク/プール長およびストローク/分 )

セッション後は、Flowウェブサービスからスイムの詳細を確認できます。

オープンウォータースイミング

オープンウォータースイミングのスポーツプロファイルでは、オープンウォーターでの水泳に対する自由形のスイミング

メトリクスが確認できます。これを使用すると、V800 は、水泳の距離、ペース、自由形のストローク数、さらに

ルートを記録します。ルートはGPSにより記録され、水泳後に、Flowアプリやウェブサービスでマップ上でルートを

確認できます。

より正確な情報を得るために、V800を装着する手首を正しく設定してください。V800の基本設定から設定で

きます。

泳法

自由形は、オープンウォータースイミングのプロファイルが認識できる唯一の泳法です。

ペースと距離

V800は、GPSを使用し、水泳時のペースと距離を計算します。

ストローク数

自由形のストローク数 ( 1分当たりのストローク数 ) が計算されます。

オープンウォータースイミングのセッションの開始

1. 時刻表示画面でスタートボタンを押してプレトレーニングモードに入り、オープンウォータースイミングのプロ

ファイルまでスクロールします。

2. トレーニング記録を開始するには、スタートボタンを押します。

水泳中

水泳中に画面で以下の情報が確認できます：

l 距離

l ペース
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l 時間

l ストローク数 ( 自由形 )
l 心拍数と心拍ゾーン

Flowウェブサービスのスポーツプロファイルのセクション内で画面に表示する情報をカスタマイズできます。

水泳後

V800のトレーニングサマリーで表示される情報：

l 水泳時間

l 平均および最大心拍数 ( H7心拍センサー使用時 )
l 平均および最高ペース( ペース/100メートル、またはペース/100ヤード )
l フリースタイルの平均および最大ストローク数

l 距離

セッション後に、Flowアプリやウェブサービスで水泳の詳細やマップ上でルートを確認できます。

RR間隔計測

RR間隔計測では、RR間隔、即ち連続する心拍間の変動を記録します。心拍は1つ1つの拍動で変動しま

す。心拍変動 ( HRV) はRR間隔の変動です。RR記録機能は、トレーニングデータの累計ではなく、研究また

はコーチング目的向けにRR間隔を記録することができます。
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RR記録の実施

RR記録を実施するには、

1. 対応する心拍センサーを装着し、テスト > RR間隔計測 > 記録開始と移動し、「開始」 を選択しま

す。

2. 心拍信号検索中と表示されます。心拍信号検知と表示されると、記録を開始します。

3. 記録を停止するには、BACK(戻る)ボタンを長押しします。

テスト結果

記録を終了した後、その結果が確認できます。結果には以下が含まれます。

l 時間

l スタート時間

l 終了時間

l 最小心拍数

l 最大心拍数

l 平均心拍数

R-R レコーディング結果をFlowウェブサービスに同期した後、これらをサードパーティのサービスにエクスポートしてさ

らに分析を行うことができます。
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POLARストライドセンサー BLUETOOTH® SMART

ケイデンスセンサーとV800のペアリング

ストライドセンサーがシューズに正しく取り付けられていることを確認します。ストライドセンサーの取り付けに関す

る詳細は、対象のストライドセンサーのユーザーマニュアルを参照ください。

V800とストライドセンサーをペアリングする2つの方法：

1. 時刻表示画面でスタートボタンを押して、プレトレーニングモードに入ります。

2. V800と使用するストライドセンサーをタッチし、検索されるのを待ちます。

3. 対象のデバイスID、「Polar RUN xxxxxxxxをペアリング」と表示されます。はいを選択します。

4. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。

または

1. 基本設定 > ペアリングと同期 > 他のデバイス#を#ペアリングに進み、スタートボタンを押します。

2. V800がストライドセンサーを検索し始めます。

3. 対象のストライドセンサーが見つかると、「Polar RUN xxxxxxxx」と表示されます。

4. スタートボタンを押すと、ペアリングと表示されます。

5. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。

ストライドセンサーの校正 ( キャリブレーション)

ストライドセンサーの校正 ( キャリブレーション) はスピード・ペース・距離の測定の精度を向上させます。初めて

使用する前、またランニングフォームが大きく変わった場合やセンサーの装着位置を変えた場合 ( 新しいランニン

グシューズやセンサーを着けるシューズを左右変更した場合など) は、校正を行うことをお勧めします。校正は、

通常のランニングスピードで行います。色々なスピードで走る場合は、その平均的なスピードで行います。スト

ライドセンサーは手動または自動で校正できます。

ストライドセンサーを使用したトレーニングでは、速度データをGPSで取るかストライドセンサーで取るかを選択で

きます。設定するには、設定 > スポーツプロファイル > ランニング > ストライドセンサー > 速度計測に使用する

センサーを選択に進み、ストライドセンサーまたはGPSを選択します。

手動校正

手動校正には2つの方法があります。正確な距離が分かる場所を走り、クイックメニューで正しい距離を設定

します。正確な距離が得られる係数がわかっている場合は、手動で校正係数を設定することもできます。
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正確なラップ距離を設定

正確なラップ距離の入力によるストライドセンサーの手動校正を行うには、設定 > スポーツプロファイル > ランニ

ング > ストライドセンサー > 校正 > 手動 > 正しいラップ距離を設定を選択します。

1. 時刻表示画面でスタートボタンを押して、プレトレーニングモードに入り、スクロールしてランニングプロファ

イルを表示します。

2. セッションを開始し、既知の距離 ( 400m以上 ) を走ります。

3. その距離を走り終えた後、スタートボタンを押してラップを記録します。

4. 左上ボタンを長押しして、クイックメニューに入り、ストライドセンサー > 校正 > 手動 > 正しいラップ距離

を設定を選択します。

5. 実際に走った距離を設定します。校正係数が更新されます。

校正係数の設定

校正係数を使用し手動でストライドセンサーを校正するには、設定 > スポーツプロファイル > ランニング > スト

ライドセンサー > 校正 > 手動 > 校正係数を設定を選択します。正確な距離を算出できる校正係数が既に

わかっている場合。校正済み。係数：xxxx と校正完了時に表示されます。

ストライドセンサーを使用したトレーニング中にも、手動で校正が可能です。LIGHT( ライト ) ボタンを長押し

して、クイックメニューに入り、ストライドセンサー > 校正 > 手動を選択します。

自動校正

ストライドセンサーの自動校正は、GPSデータに基づき、バックグラウンドで実行されます。自動校正の後に正

確な現在のペース、ストライド幅、累計距離が更新、表示されます。距離の校正が完了するまでは、速度表

示はディスプレイ上にグレーで表示されます。後でストライドセンサーを手動で校正すると、GPSに基づいた校正

係数は上書きされます。

自動校正は2度行われ、2つの校正係数の平均値が使用されます。次回のトレーニングセッションで、前回の

校正係数とそのセッションで得た係数の平均値が使用されます。

自動校正は100メートル以上の距離で開始します。距離500mでの校正では、以下の条件を満たす必要が

あります。

l 最低、6基の衛星を検知する必要があります。

l 速度は7 km/h 以上でなければなりません。

l 上りと下りが30メートル未満です。

様々な種類の道で走るとき( 例：道路、トレイル、トレッドミル) 、それぞれに対し異なるスポーツプロファイルを使

用して各種に最適な校正を実現します。

ストライドセンサーを自動で校正するには、以下を選択してください：
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l 設定 > スポーツプロファイル > ランニング > ストライドセンサー > 校正 > 自動

ストライドセンサーを使用したトレーニング中にも、自動で校正が可能です。LIGHT( ライト ) ボタンを長押し

して、クイックメニューに入り、ストライドセンサー > 校正 > 自動を選択します。

ランニングケイデンスおよびストライド幅

ランニングケイデンス*は、ストライドセンサー*を装着した足が1分間で接地する回数です。ストライド幅*は、1
つのステップの平均幅を指します。ストライド幅は、地面に接触する右足と左足の間の距離です。ランニング

速度 = 2Xストライド幅Xケイデンス。より速く走るには2つの方法があります：ケイデンスを上げる、またはステップ

を大きくするのどちらかです。優秀な長距離ランナーは一般的に高ケイデンス( 85～95) で走ります。ただし、

上り坂ではケイデンス値は下がり、下り坂では、値が高くなります。ランナーは、以下のようにしてストライド幅を

調整してスピードを上げます。初級ランナーに最も多い一般的なミスは、ストライドの幅を広げすぎることです。

最も効率的なストライド幅は、一番快適に感じる自然な歩幅です。足の筋肉を鍛えるとストライド幅が大きく

なり、レースでスピードを上げやすくなります。

またケイデンス効率の最大化にも取り組む必要があります。ケイデンスは簡単に向上するものではありません

が、適切なトレーニングにより、全ランニングを通してケイデンスを維持し、パフォーマンスを最大化することができ

ます。ケイデンスを向上させるには、筋肉と神経の連携を強化し、トレーニング頻度を高める必要があります。

まずは週1度、ケイデンストレーニングを始めるのが良いでしょう。ケイデンストレーニングを、週の他の日のトレー

ニングにも組み込みます。長距離の軽度のランニングの際、時々より速いケイデンスを取り入れるのも良いで

しょう。ストライド幅を向上させる良い方法は、丘や砂場、または階段を駆け上がるなどの特定の強度の運動

の実施です。筋力トレーニングを含む6週間程のトレーニング期間で、かなりストライド幅が伸ばせます。また、

レッグスピードトレーニン( 例：速くて5kmペースでの短いストライド ) と合わせることでランニングスピードも向上しま

す。

POLARストライドセンサー BLUETOOTH® SMART
ケイデンスセンサーとV800のペアリング

ストライドセンサーがシューズに正しく取り付けられていることを確認します。ストライドセンサーの取り付けに関す

る詳細は、対象のストライドセンサーのユーザーマニュアルを参照ください。

V800とストライドセンサーをペアリングする2つの方法：

1. 時刻表示画面でスタートボタンを押して、プレトレーニングモードに入ります。

2. V800と使用するストライドセンサーをタッチし、検索されるのを待ちます。

3. 対象のデバイスID、「Polar RUN xxxxxxxxをペアリング」と表示されます。はいを選択します。

4. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。

または
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1. 基本設定 > ペアリングと同期 > 他のデバイス#を#ペアリングに進み、スタートボタンを押します。

2. V800がストライドセンサーを検索し始めます。

3. 対象のストライドセンサーが見つかると、「Polar RUN xxxxxxxx」と表示されます。

4. スタートボタンを押すと、ペアリングと表示されます。

5. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。

ストライドセンサーの校正 ( キャリブレーション)

ストライドセンサーの校正 ( キャリブレーション) はスピード・ペース・距離の測定の精度を向上させます。初めて

使用する前、またランニングフォームが大きく変わった場合やセンサーの装着位置を変えた場合 ( 新しいランニン

グシューズやセンサーを着けるシューズを左右変更した場合など) は、校正を行うことをお勧めします。校正は、

通常のランニングスピードで行います。色々なスピードで走る場合は、その平均的なスピードで行います。スト

ライドセンサーは手動または自動で校正できます。

ストライドセンサーを使用したトレーニングでは、速度データをGPSで取るかストライドセンサーで取るかを選択で

きます。設定するには、設定 > スポーツプロファイル > ランニング > ストライドセンサー > 速度計測に使用する

センサーを選択に進み、ストライドセンサーまたはGPSを選択します。

手動校正

手動校正には2つの方法があります。正確な距離が分かる場所を走り、クイックメニューで正しい距離を設定

します。正確な距離が得られる係数がわかっている場合は、手動で校正係数を設定することもできます。

正確なラップ距離を設定

正確なラップ距離の入力によるストライドセンサーの手動校正を行うには、設定 > スポーツプロファイル > ランニ

ング > ストライドセンサー > 校正 > 手動 > 正しいラップ距離を設定を選択します。

1. 時刻表示画面でスタートボタンを押して、プレトレーニングモードに入り、スクロールしてランニングプロファ

イルを表示します。

2. セッションを開始し、既知の距離 ( 400m以上 ) を走ります。

3. その距離を走り終えた後、スタートボタンを押してラップを記録します。

4. 左上ボタンを長押しして、クイックメニューに入り、ストライドセンサー > 校正 > 手動 > 正しいラップ距離

を設定を選択します。

5. 実際に走った距離を設定します。校正係数が更新されます。

校正係数の設定

校正係数を使用し手動でストライドセンサーを校正するには、設定 > スポーツプロファイル > ランニング > スト

ライドセンサー > 校正 > 手動 > 校正係数を設定を選択します。正確な距離を算出できる校正係数が既に

わかっている場合。校正済み。係数：xxxx と校正完了時に表示されます。
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ストライドセンサーを使用したトレーニング中にも、手動で校正が可能です。LIGHT( ライト ) ボタンを長押し

して、クイックメニューに入り、ストライドセンサー > 校正 > 手動を選択します。

自動校正

ストライドセンサーの自動校正は、GPSデータに基づき、バックグラウンドで実行されます。自動校正の後に正

確な現在のペース、ストライド幅、累計距離が更新、表示されます。距離の校正が完了するまでは、速度表

示はディスプレイ上にグレーで表示されます。後でストライドセンサーを手動で校正すると、GPSに基づいた校正

係数は上書きされます。

自動校正は2度行われ、2つの校正係数の平均値が使用されます。次回のトレーニングセッションで、前回の

校正係数とそのセッションで得た係数の平均値が使用されます。

自動校正は100メートル以上の距離で開始します。距離500mでの校正では、以下の条件を満たす必要が

あります。

l 最低、6基の衛星を検知する必要があります。

l 速度は7 km/h 以上でなければなりません。

l 上りと下りが30メートル未満です。

様々な種類の道で走るとき( 例：道路、トレイル、トレッドミル) 、それぞれに対し異なるスポーツプロファイルを使

用して各種に最適な校正を実現します。

ストライドセンサーを自動で校正するには、以下を選択してください：

l 設定 > スポーツプロファイル > ランニング > ストライドセンサー > 校正 > 自動

ストライドセンサーを使用したトレーニング中にも、自動で校正が可能です。LIGHT( ライト ) ボタンを長押し

して、クイックメニューに入り、ストライドセンサー > 校正 > 自動を選択します。

ランニングケイデンスおよびストライド幅

ランニングケイデンス*は、ストライドセンサー*を装着した足が1分間で接地する回数です。ストライド幅*は、1
つのステップの平均幅を指します。ストライド幅は、地面に接触する右足と左足の間の距離です。ランニング

速度 = 2Xストライド幅Xケイデンス。より速く走るには2つの方法があります：ケイデンスを上げる、またはステップ

を大きくするのどちらかです。優秀な長距離ランナーは一般的に高ケイデンス( 85～95) で走ります。ただし、

上り坂ではケイデンス値は下がり、下り坂では、値が高くなります。ランナーは、以下のようにしてストライド幅を

調整してスピードを上げます。初級ランナーに最も多い一般的なミスは、ストライドの幅を広げすぎることです。

最も効率的なストライド幅は、一番快適に感じる自然な歩幅です。足の筋肉を鍛えるとストライド幅が大きく

なり、レースでスピードを上げやすくなります。
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またケイデンス効率の最大化にも取り組む必要があります。ケイデンスは簡単に向上するものではありません

が、適切なトレーニングにより、全ランニングを通してケイデンスを維持し、パフォーマンスを最大化することができ

ます。ケイデンスを向上させるには、筋肉と神経の連携を強化し、トレーニング頻度を高める必要があります。

まずは週1度、ケイデンストレーニングを始めるのが良いでしょう。ケイデンストレーニングを、週の他の日のトレー

ニングにも組み込みます。長距離の軽度のランニングの際、時々より速いケイデンスを取り入れるのも良いで

しょう。ストライド幅を向上させる良い方法は、丘や砂場、または階段を駆け上がるなどの特定の強度の運動

の実施です。筋力トレーニングを含む6週間程のトレーニング期間で、かなりストライド幅が伸ばせます。また、

レッグスピードトレーニン( 例：速くて5kmペースでの短いストライド ) と合わせることでランニングスピードも向上しま

す。

POLARスピードセンサー BLUETOOTH®SMART
V800とスピードセンサーのペアリング

まず、スピードセンサーが正しく取り付けられていることを確認します。スピードセンサーの取り付けに関する詳細

は、スピードセンサーのユーザーマニュアルをご参照ください。

V800とスピードセンサーのペアリングには、2つの方法があります。

1. 時刻表示画面からSTARTボタンを押し、プレトレーニングモードに入ります。

2. V800がスピードセンサーを検索し始めます。ホイールを数回回して、センサーを有効にします。センサー

の赤色ライトが点滅すれば、センサーが有効になっています。

3. 対象のデバイスID、Polar SPD xxxxxxxxが表示されます。はいを選択します。

4. ペアリングが完了すると、ペアリング完了と表示されます。

5. センサーのリンク先が表示されます。バイク1またはバイク2を選択します。STARTボタンで決定します。

6. ホイールサイズの設定と表示されます。サイズを設定し、STARTボタンを押します。

または

1. 設定 > 基本設定 > ペアリングと同期 > 他のデバイス#を#ペアリングに移動し、STARTボタンを押しま

す。

2. V800がスピードセンサーを検索し始めます。ホイールを数回回して、センサーを有効にします。センサー

の赤色ライトが点滅すれば、センサーが有効になっています。

3. スピードセンサーが見つかると、Polar SPD xxxxxxxxと表示されます。

4. STARTボタンを押すと、ペアリングと表示されます。

5. ペアリングが完了すると、ペアリング完了と表示されます。

6. センサーのリンク先が表示されます。バイク1またはバイク2を選択します。STARTボタンで決定します。

7. ホイールサイズの設定と表示されます。サイズを設定し、STARTボタンを押します。

ホイールサイズの測定

ホイールサイズの設定は、正しいサイクルデータを取るのに必須です。バイクのホイールサイズの確認には、2つ
の方法があります。



104

方法1

ホイール上に印刷してあるETRTO、またはインチ表記の直径を確認します。下記の表で、ミリ単位の数値を確

認します。

ETRTO ホイールサイズ直径 (インチ) ホイールサイズの設定 (mm)

25～559 26x1.0 1884

23～571 650x23C 1909

35～559 26x1.50 1947

37～622 700x35C 1958

52～559 26x1.95 2022

20～622 700x20C 2051

52～559 26x2.0 2054

23～622 700x23C 2070

25～622 700x25C 2080

28～622 700x28 2101

32～622 700x32C 2126

42～622 700x40C 2189

47～622 700x47C 2220

ホイールサイズはホイールタイプと空気圧の影響を受けるため、この表のホイールサイズは参考値です。

方法2

l 最も正確な結果を得るため、ホイールを実際に計測します。

l 地面に接触する位置にバルブを移動し、目印にします。地面に線を引き、印を付けます。平らな地面

上でバイクを前進させ、完全に1回転させます。タイヤが地面に対して垂直になるよう注意します。一回

転したら、またバルブの位置の地面に別の線を引きます。この2本の線の間の距離を測定します。

l バイクの重量を考慮して、結果から4mmを差し引いた数値がホイールの外周になります。

POLARケイデンスセンサー BLUETOOTH®SMART
V800とケイデンスセンサーのペアリング

まず、ケイデンスセンサーがが正しく取り付けられていることを確認します。ケイデンスセンサーの取り付けに関す

る詳細は、ケイデンスセンサーのユーザーマニュアルをご参照ください。
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ケイデンスンサーをV800とペアリングするには、2つの方法があります。

1. 時刻表示画面からSTARTボタンを押し、プレトレーニングモードに入ります。

2. V800がケイデンスセンサーを検索し始めます。クランクを数回回して、センサーを有効にします。セン

サーの赤色ライトが点滅すれば、センサーが有効になっています。

3. 対象のデバイスID、Polar CAD xxxxxxxxが表示されます。はいを選択します。

4. そのペアリングが完了すると、ペアリング完了と表示されます。

5. センサーのリンク先が表示されます。バイク1またはバイク2を選択します。STARTボタンで決定します。

または

1. 設定 > 基本設定 > ペアリングと同期 > 他のデバイス#を#ペアリングに移動し、STARTボタンを押しま

す。

2. V800がケイデンスセンサーを検索し始めます。クランクを数回回して、センサーを有効にします。セン

サーの赤色ライトが点滅すれば、センサーが有効になっています。

3. ケイデンスセンサーが見つかると、Polar CAD xxxxxxxxと表示されます。

4. STARTボタンを押し、ペアリングが表示されます。

5. ペアリングが完了すると、ペアリング完了と表示されます。

6. センサーのリンク先が表示されます。バイク1またはバイク2を選択します。STARTボタンで決定します。

POLAR LOOK KÉO POWERセンサー BLUETOOTH® SMART
KÉO POWERとV800のペアリング

Kéo Power のペアリング前に、正しく取り付けられていることを確認してください。ペダルの取り付け、トランスミッ

ターの取り付けについての詳細は、製品付属のPolar LOOK Kéo Powerユーザーマニュアルまたはビデオチュート

リアルをご参照ください。

二つのトランスミッターを各々ペアリングする必要があるため、Kéo Powerの使用前には、二度ペアリング作業を

行う必要があります。一つ目のトランスミッターのペアリングしたら、もう一つのトランスミッターをリストから選択して

すぐにペアリングできます。各トランスミッターの裏側にあるデバイスIDを確認して、両方のトランスミッターがペアリ

ングされていることを確認してください。

Keó Power とV800をペアリングするには2つの方法があります：

1. 時刻表示画面でスタートボタンを押して、プレトレーニングモードに入ります。

2. クランクを回転させてトランスミッターを起動します。

3. 対象のデバイスID「Polar PWR xxxxxxxxをペアリング」と表示されます。「はい」を選択します。

4. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。

または
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1. 基本設定 > ペアリングと同期 > 他のデバイス#を#ペアリングに進み、スタートボタンを押します。

2. クランクを回転させてトランスミッターを起動します。V800が、Kéo Powerの検索を開始します。

3. 検出すると、「Polar PWR xxxxxxxx」と表示します。

4. スタートボタンを押すと、ペアリングと表示します。

5. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。

V800のパワー設定

トレーニングのニーズに合わせてパワー設定を調節できます。設定 > スポーツプロファイルに進み、編集したいプ

ロファイルを選択し、バイクパワー設定を選択します。

バイクパワー設定では、以下の項目が確認できます：

l パワー表示：ワット (W)、ワット/キロ (W/kg)、または％FTPを選択します。

l パワー平均移動：パワーのデータポイントが記録される頻度を設定します。1、3、5、10、15、30、また

は60秒を選択します。

l FTP値の設定：FTP値を設定します。設定範囲は、60～600 Wattsです。

l パワーゾーンリミットを確認：パワーゾーンリミットを確認します。

KÉO POWERの校正

トレーニングセッション開始前にKéo Powerの校正を行います。トランスミッターが起動し、V800が検知するたび

に自動的に校正を行います。校正には数秒かかります。

トレーニング時の温度は校正精度に影響を及ぼします。そのためオフセット校正を始める前に、バイク( 自
転車 ) の温度を必ず安定させておいてください。

Kéo Powerの校正を行うには：

1. クランクを回転させてトランスミッターを起動し、V800のプレトレーニングモードを選択して校正を開始しま

す。

2. 校正が完了するまで、バイクを直立させ、クランクを固定します。

校正を正しく行うには次の手順を実行してください：

l 校正中は、ペダルに重量を加えないでください。

l 校正を中断しないでください。

校正が完了するとトランスミッターの緑色LEDが点滅し、セッションを開始できます。
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V800のケア

一般的な電化製品と同様に、Polar V800も丁寧にお取り扱いください。製品保証を受け、長期にわたり製

品をお使いいただくには次の手順を必ずお守りください。

V800

トレーニングデバイスは、清潔な状態に保ってください。湿ったペーパータオルを使用し、トレーニングデバイスの

汚れを拭き取ります。耐水性を維持するため、トレーニングデバイスを高圧洗浄機で洗浄しないでください。ア

ルコールや洗浄用の化学薬品、またスチールウールなどの研磨剤は絶対に使用しないでください。

トレーニングデバイスのUSBポートの使用時は、コネクタに髪の毛、ほこりや他の汚れがないことを確認してくださ

い。コネクタのピンの汚れは、乾いたクリーニングクロス( ガラス表面の清掃に使用するものなど) を使用して優し

く拭き取ってください。楊枝を使用して、コネクタの溝にある髪の毛、ほこりや他の汚れを取り除くことができま

す。使用後は毎回、ぬるま湯でUSBコネクタを洗い流してください。

湿気や磨耗などにより、濃い色の衣服から、V800(ブルー) に色移りする可能性があります。

動作温度は、-10℃～50℃ /14℉ ～122℉ です。

心拍センサー

コネクタ：使用後は必ずストラップからコネクタを外し、コネクタを柔らかいタオルで乾かします。必要に応じて、コ

ネクタを低刺激石鹸水で洗浄します。アルコールや研磨剤 ( スチールウールや洗浄用の化学薬品など) は絶

対に使用しないでください。

ストラップ：使用後、ストラップを流水ですすいでから乾かしてください。必要に応じて、ストラップを低刺激石鹸

水で優しく洗浄します。ストラップに残留物が残る可能性があるため、保湿石鹸、柔軟剤を使用しないでくだ

さい。ストラップを長時間水に浸したり、アイロンをかけたり、漂白したりしないでください。ストラップを強く引き伸

ばしたり、電極部分を折り曲げないでください。

ストラップの洗濯ラベルをご確認ください。

ストライドセンサー BLUETOOTH®SMART、スピードセンサー

BLUETOOTH®SMART、ケイデンスセンサー BLUETOOTH®SMART

センサーを低刺激石鹸水で洗浄し、水で洗い流してください。耐水性を維持するため、センサーを高圧洗浄

機で洗浄しないでください。スピードセンサー、ケイデンスセンサーまたはストライドセンサーを水中に沈めないで
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ください。アルコールや洗浄用の化学薬品、またスチールウールなどの研磨剤は絶対に使用しないでください。

センサーユニットに損傷を与える場合があるため、センサーを落下させたり、強くぶつけたりしないでください。

保管

トレーニングデバイスやセンサーは、涼しく乾燥した場所に保管してください。湿気の多い場所で保管しないでく

ださい。また通気性のない素材 ( プラスチックバックまたはスポーツバック) や濡れたタオルのように通電性の高いも

のと一緒にしないでください。車に放置したりバイクに取り付けたままにするなど、トレーニングデバイスを長時間

直射日光に晒さないでください。

トレーニングデバイスは一部または完全に充電した状態で保管するのをお勧めします。保管中も電池は少しず

つ消耗します。トレーニングデバイスを数か月間使用せずに保管する場合は、数か月ごとに充電することが推

奨されます。これにより電池寿命が長くなります。

心拍センサーの電池寿命を最大化するために、ストラップとコネクタは乾かして、外した状態で保管してくださ

い。心拍センサーは、涼しく乾燥した場所で保管してください。心拍センサーのスナップ部分の錆び防止のた

め、スポーツバッグのような通気性の悪い素材の中に濡れた状態で保管しないでください。心拍センサーを長

期間、直射日光に曝さないでください。

アフターサービス

2年間の保証期間中は、認定Polarサービスセンターにのみ、製品修理を依頼されるのをお勧めします。Polar
認定外のサービスを受けられた結果、製品が破損した場合は、保証対象外になります。詳細は、Limited
International Polar Guarantee( Polar国際保証 ) をご確認ください。

連絡先情報およびPolarサービスセンサーの所在地については、www.polar.com/supportおよび各国のウェブ

サイトにアクセスしてください。

Polarアカウントのユーザー名は、お客様のEメールアドレスとなります。Polar製品登録、Polar Flowウェブサービ

スとFlow App、Polarディスカッションフォーラムやニュースレター登録には、同じユーザー名とパスワードをお使いく

ださい。

V800のケア

一般的な電化製品と同様に、Polar V800も丁寧にお取り扱いください。製品保証を受け、長期にわたり製

品をお使いいただくには次の手順を必ずお守りください。

V800

トレーニングデバイスは、清潔な状態に保ってください。湿ったペーパータオルを使用し、トレーニングデバイスの

汚れを拭き取ります。耐水性を維持するため、トレーニングデバイスを高圧洗浄機で洗浄しないでください。ア

http://www.polar.com/support
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ルコールや洗浄用の化学薬品、またスチールウールなどの研磨剤は絶対に使用しないでください。

トレーニングデバイスのUSBポートの使用時は、コネクタに髪の毛、ほこりや他の汚れがないことを確認してくださ

い。コネクタのピンの汚れは、乾いたクリーニングクロス( ガラス表面の清掃に使用するものなど) を使用して優し

く拭き取ってください。楊枝を使用して、コネクタの溝にある髪の毛、ほこりや他の汚れを取り除くことができま

す。使用後は毎回、ぬるま湯でUSBコネクタを洗い流してください。

湿気や磨耗などにより、濃い色の衣服から、V800(ブルー) に色移りする可能性があります。

動作温度は、-10℃～50℃ /14℉ ～122℉ です。

心拍センサー

コネクタ：使用後は必ずストラップからコネクタを外し、コネクタを柔らかいタオルで乾かします。必要に応じて、コ

ネクタを低刺激石鹸水で洗浄します。アルコールや研磨剤 ( スチールウールや洗浄用の化学薬品など) は絶

対に使用しないでください。

ストラップ：使用後、ストラップを流水ですすいでから乾かしてください。必要に応じて、ストラップを低刺激石鹸

水で優しく洗浄します。ストラップに残留物が残る可能性があるため、保湿石鹸、柔軟剤を使用しないでくだ

さい。ストラップを長時間水に浸したり、アイロンをかけたり、漂白したりしないでください。ストラップを強く引き伸

ばしたり、電極部分を折り曲げないでください。

ストラップの洗濯ラベルをご確認ください。

ストライドセンサーBLUETOOTH®SMART、スピードセンサーBLUETOOTH®SMART、ケイデン

スセンサーBLUETOOTH®SMART

センサーを低刺激石鹸水で洗浄し、水で洗い流してください。耐水性を維持するため、センサーを高圧洗浄

機で洗浄しないでください。スピードセンサー、ケイデンスセンサーまたはストライドセンサーを水中に沈めないで

ください。アルコールや洗浄用の化学薬品、またスチールウールなどの研磨剤は絶対に使用しないでください。

センサーユニットに損傷を与える場合があるため、センサーを落下させたり、強くぶつけたりしないでください。

保管

トレーニングデバイスやセンサーは、涼しく乾燥した場所に保管してください。湿気の多い場所で保管しないでく

ださい。また通気性のない素材 ( プラスチックバックまたはスポーツバック) や濡れたタオルのように通電性の高いも

のと一緒にしないでください。車に放置したりバイクに取り付けたままにするなど、トレーニングデバイスを長時間

直射日光に晒さないでください。

トレーニングデバイスは一部または完全に充電した状態で保管するのをお勧めします。保管中も電池は少しず

つ消耗します。トレーニングデバイスを数か月間使用せずに保管する場合は、数か月ごとに充電することが推

奨されます。これにより電池寿命が長くなります。
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心拍センサーの電池寿命を最大化するために、ストラップとコネクタは乾かして、外した状態で保管してくださ

い。心拍センサーは、涼しく乾燥した場所で保管してください。心拍センサーのスナップ部分の錆び防止のた

め、スポーツバッグのような通気性の悪い素材の中に濡れた状態で保管しないでください。心拍センサーを長

期間、直射日光に曝さないでください。

アフターサービス

2年間の保証期間中は、認定Polarサービスセンターにのみ、製品修理を依頼されるのをお勧めします。Polar
認定外のサービスを受けられた結果、製品が破損した場合は、保証対象外になります。詳細は、Limited
International Polar Guarantee( Polar国際保証 ) をご確認ください。

連絡先情報およびPolarサービスセンサーの所在地については、www.polar.com/supportおよび各国のウェブ

サイトにアクセスしてください。

Polarアカウントのユーザー名は、お客様のEメールアドレスとなります。Polar製品登録、Polar Flowウェブサービ

スとFlow App、Polarディスカッションフォーラムやニュースレター登録には、同じユーザー名とパスワードをお使いく

ださい。

技術仕様
V800

電池タイプ： 350mAh リチウムポリマー充電式バッテリー

動作時間：

高精度GPS記録と心拍数の使用：最大13時
間( 連続トレーニング) 、中精度GPS記録と心

拍数の使用：最大20時間( 連続トレーニン

グ) 、GPS省電力モードと心拍数の使用：最

大50時間( 連続トレーニング) 、時刻表示

モード：約30日間。

動作温度： -10℃～50℃/14℉～122℉

トレーニングコンピュータの素材：
ABS+GF、PC/ABSプラスチック合金、アルミニ

ウム合金、ステンレススチール、Gorillaガラス

リストストラップとバックルの素材：
熱可塑性ポリウレタン、ステンレススチール、ア

ルミニウム合金

時計の精度： 25 °C / 77 °Fで± 0.5秒/日以内

GPS精度： 距離 +/-2%、スピード +/-2km/h

高度の精度： 1m

上昇・下降の精度： 5m

最大高度： 9000m

http://www.polar.com/support
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サンプルレート：
高精度GPS記録の場合は1秒、中精度GPS
記録は30秒、GPS省電力モードは60秒。

心拍モニターの精度：
±1%または1bpm( いずれか大きい方) 。安定

した状態での心拍数の場合。

心拍数測定範囲： 15～240bpm

リアルタイムのスピード表示範囲：

0～36 km/hまたは0～22.5 mph( ストライ

ドセンサーでスピードを測定したとき)

0～127 km/hまたは0～79 mph( スピード

センサーでスピードを測定したとき) 0～303
km/hまたは

0～399 km/hまたは0～247.9 mph( GPS
でスピードを測定したとき)

耐水性： 30m

メモリ容量： GPSと心拍数記録でトレーニング60時間分

ディスプレイ解像度： 128x128ピクセル

心拍センサー

電池タイプ： CR 2025

電池シールリング： O-リング20.0x1.0 バイトン素材( フッ素ゴム)

動作温度： -10℃～50℃/14℉～122℉

コネクタの素材： ポリアミド

ストラップの素材：
38%ポリアミド、29%ポリウレタン、20%エラス

チン、13%ポリエステル

耐水性： 30m

Bluetooth®Smartワイヤレス技術およびGymLink送信を使用。

POLAR FLOWSYNCソフトウェア

FlowSyncソフトウェアを使用するには、インターネット接続環境とUSBポートを備えた、Microsoft Windowsまた

はMacを搭載したコンピュータが必要です。

support.polar.comで、互換性に関する最新情報をチェックしてください。

https://support.polar.com/ja/what-are-the-technical-requirements-for-using-polar-flowsync-software
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POLAR FLOWモバイルアプリケーションの互換性

support.polar.comで、互換性に関する最新情報をチェックしてください。

POLAR製品の耐水性

ほとんどのPolar製品は、水泳時に着用できます。ただし、ダイビングには使用できません。また耐水性を維持

するため、水中でデバイスのボタンを押さないでください。

手首での心拍数測定機能付きPolarデバイスは、水泳や入浴に適しています。水泳時も手首の動きからアク

ティビティデータを収集します。しかし、テストによると、手首での心拍数測定は水中では最適な結果が得られ

ないため、水泳では、手首での心拍数測定をおすすめしません。

時計の産業規格の耐水性は、通常、メートルで表示されますが、これはその深さでの水の静圧になります。

Polarはこれと同じ表示体系を使用しています。Polar製品の耐水性は、国際規格 ISO 22810または

IEC60529に基づきテストされています。耐水性に関する表示のあるすべてのPolarデバイスは、出荷前に水圧

に耐えることがテストされています。

Polar製品は、耐水性によって異なる4つのカテゴリに分類されます。Polar製品の裏側に耐水性のカテゴリが記

載されています。下の表を参考にご確認ください。これらの定義は、他のメーカーの製品には必ずしも当てはま

らないことに注意してください。

水中で活動を実施する際は、水中での動きにより生み出される動圧が静圧よりも大きいです。つまり、水中で

製品を動かすことにより、製品は静止状態で受ける圧力よりも大きな圧力を受けます。

製品の裏側

の印

水滴、

汗、雨

など。

入浴や

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)

耐水性の説明

耐水性 IPX7 OK - - - 高圧洗浄機で洗わないでください。

水滴、雨などから保護されています。

参照規格：IEC60529。

耐水性 IPX8 OK OK - - 入浴や水泳のみ使用可能。

参照規格：IEC60529。

耐水性

耐水性

20/30/50 m
水泳に使用

可能

OK OK - - 入浴や水泳のみ使用可能。

参照規格：ISO22810。

耐水性 100
m

OK OK OK - 水中で使用できますが、スキューバダイビン

グには使用できません。

参照規格：ISO22810。

https://support.polar.com/ja/support/polar_flow_app_and_compatible_devices
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電池

Polar V800には、充電可能な内蔵電池が組み込まれています。充電式電池の充電回数には限りがありま

す。電池を300回以上充電および放電すると、容量が著しく低下します。充電回数は、使用および動作状

況によっても変化します。-10 °Cを下回る、または+50 °Cを上回る温度の環境では電池を充電しないでくださ

い。

Polarは、製品の廃棄時に、お客様が地域の廃棄物規則に従い、可能な場合は電子機器の分別収集を

利用し、環境および人間の健康への廃棄物の影響を最小限にすることを奨励しています。本製品を普通ご

みとして廃棄しないでください。

Polar H7心拍センサーの電池は、ユーザーご自身による交換が可能です。電池をご自分で交換するには、"
心拍センサーの電池交換 " 下 の手順に従い、慎重に行ってください。

スピードセンサーの電池 Bluetooth Smart®、ケイデンスセンサーBluetooth Smart®は電池交換ができません。

Polarセンサーは、その寿命と信頼性を最大化するために、密封した設計になっています。センサーには長時間

使用できる電池が入っています。新しいセンサーを購入するには、認定Polarサービスセンターまたは小売店に

お問い合わせください。

Polarストライドセンサーの電池 BluetoothＳｍａｒｔ®の電池の情報については、該当の製品のユーザーマニュア

ルをご参照ください。

電池は子供の手の届かない場所に保管してください。飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

電池の廃棄は、お客様の地域の規定に従ってください。

心拍センサーの電池交換

心拍センサーの電池をご自分で交換する場合、必ず以下の手順に従ってください。

電池を交換する際、シールリングを破損しないようにご注意ください。シールリングが破損した場合は、必ず新

しいものに交換してください。シールリング付きのバッテリーキットは、Polar正規販売店や認定Polarサービスセン

ターでご購入いただけます。アメリカ、カナダでは、Polarサービスセンターでシールリングが購入できます。またアメ

リカでは、シールリング/バッテリーキットをwww.shoppolar.comからも購入可能です。

新しい電池を使って作業する際に、ピンセットのような金属あるいは通電性のある工具で同時に両極に触れ

ないよう注意してください。これにより電池がショートして、消耗が早まる可能性があります。一般的に、ショート

で電池が損傷することはありませんが、電池容量や寿命に悪影響を与える場合があります。
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H7

1. コインなどを使用して、電池カ

バーをOPENマークに向かって反

時計回りに回転させ、電池カバー

を開けます。

2. 電池の正極 ( ＋ ) 側をカバー側に

向け、電池 ( CR 2025) をカバー内

部に挿入します。耐水性を確保

するため、溝内のシールリングがは

み出していないことを確認してくだ

さい。

3. 電池カバーをコネクターに戻し、押

しこみます。

4. コインを使用し、カバーをCLOSE
マークに向かって時計回りに回転

させます。

H10

1. コインなどを使用して、電池カ

バーをOPENマークに向かって反

時計回りに回転させ、電池カバー

を開けます。

2. 電池の正極 ( ＋ ) 側をカバー側に

向け、電池 ( CR 2025) をカバー内

部に挿入します。耐水性を確保

するため、溝内のシールリングがは

み出していないことを確認してくだ

さい。

3. 電池カバーをコネクターに戻し、押

しこみます。

4. コインを使用し、カバーをCLOSE
マークに向かって時計回りに回転

させます。
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間違った電池の種類を使用すると、爆発の危険性があるので、十分にご注意ください。

注意

Polar V800トレーニングデバイスは、パフォーマンスの指標として、トレーニングセッション中、またセッション後の身

体的負荷や回復状態を表示します。トレーニングデバイスは心拍数、スピード、距離を測定します。また、

PolarストライドセンサーBluetooth®Smartと合わせて使用すれば、ランニングケイデンスを測定。Polarケイデン

スセンサーBluetooth®Smartと合わせて使用すれば、サイクリングケイデンスを測定します。その他の目的での

使用は、意図するものではありません。

このトレーニングデバイスは、専門的、または産業的な正確さを必要とする環境測定値を得るためには使用い

ただけません。

トレーニング中の電波干渉

電磁気による干渉とトレーニングデバイス

電気機器の付近では誤作動が起こる可能性があります。またトレーニングデバイスを使ってトレーニングする際

に、WLANベースステーションがある場合、干渉が起きる可能性もあります。異常な読み取り値または誤作動

を避けるために、誤動作の原因になる可能性のあるものからできるだけ離れてください。

LEDディスプレイ、モーター、電気ブレーキなどの電子的または電気的な部品を搭載したトレーニング装置は、

電波干渉を引き起こす信号を発生させる可能性があります。これらの問題を解決するには、以下を試してくだ

さい。

1. 心拍センサーを胸から取り外した状態で、トレーニングデバイスを使用します。

2. トレーニングデバイスを移動させ、心拍信号のマークを表示したり、他の信号を受信していない場所を

探します。電波干渉は、一般的にトレーニングデバイスのディスプレイの正面で起こりやすく、左右では

比較的起こりにくい場合があります。

3. 心拍センサーを胸につけなおし、トレーニングデバイスを出来るだけ干渉がないエリアに保管してくださ

い。

トレーニングデバイスが依然として対象のトレーニング装置ともに使用できない場合、その環境がワイヤレスでの

心拍測定をするには電気的に雑音が多すぎる可能性があります。詳細については、

www.polar.com/supportでご確認ください。

V800の部品は磁気を帯びます。それにより金属製の物質を引き付け、磁場がコンパスと干渉する場合があり

ます。干渉を回避するには、使用するコンパスを一方の腕に装着し( 胸の高さで) 、V800を反対の腕の手首

に装着することが推奨されます。クレジットカードやその他の磁気記録媒体に保存されたデータに影響する可

能性がある為、これらをV800の付近に置かないようにします。

http://www.polar.com/support
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トレーニング中のリスクの最小化

トレーニングには多少のリスクが含まれます。通常のトレーニングプログラムを開始する前に、現在の健康状態

に関する以下の質問事項をご確認ください。次の質問のいづれかが「はい」の場合は、トレーニング開始前に

医師に相談されることをお勧めします。

l あなたは過去5年間以上、ほとんど身体的な運動をしていない状況ですか？

l 高血圧症または高コレステロール血症ですか？

l 高血圧治療薬または心臓関連の医薬品を服用していますか？

l 呼吸困難の既往暦がありますか？

l 何か病気の症状がありますか？

l 深刻な病気または治療からの回復中ですか？

l ペースメーカーまたはその他の移殖型電子機器を使用していますか？

l 喫煙しますか？

l 妊娠中ですか？

トレーニング強度に加え、心臓疾患の治療薬、血圧、身体的状態、喘息、呼吸、エナジードリンク、アルコー

ル、ニコチン等も心拍数に影響を与える場合があります。

トレーニング中は、身体の状態の変化に注意を払うことが重要です。トレーニング中に急な痛みや過度な疲

れを感じる場合は、トレーニングを直ちに中止するか、低めの強度で継続することをお勧めします。

注意！ペースメーカー、除細動器、または他の植込み型電子機器を使用している場合でも、Polar製品をご

使用いただけます。理論上は、Polar製品がペースメーカーに影響を及ぼすことはありません。実際に、これま

で電波干渉を経験したという報告例はありません。しかしながら、多岐にわたるペースメーカー、除細動器など

の他の植込み型機器とPolar製品の適合性を正式に保証することはできません。疑問がある場合、または

Polar製品の使用中に異常を感じた場合は、医師に相談されるか、植込み型電子機器のメーカーに問い合

わせて安全性をご確認ください。

接触性のアレルギー反応があったり、本製品の使用によりアレルギー反応を起こしたと思われる場合は、技術

仕様に記載されている素材をご確認ください。肌のアレルギー反応を防ぐために、心拍センサーをシャツの上に

装着できます。ただし、トランスミッターが正常に動作するには電極があたるシャツの部分が十分に濡れている

必要があります。

お客様の安全は当社にとって重要です。PolarストライドセンサーBluetooth®Smartの形状は、何かに引っか

かる可能性を最小限にするよう設計されています。しかし、茂みなどをストライドセンサーを装着してランニング

する場合は、特に注意してください。

湿気と強い磨耗により心拍センサーの色が、衣服に色移りする可能性があります。香水、日焼け用また

は日焼け止め用ローション、虫除けを肌に使用する場合は、トレーニングデバイスまたは心拍センサーに直接

つかないようご注意ください。トレーニングデバイス( 特に淡色または明るい色のトレーニングデバイス) に色が移り

やすい衣服を着用時のデバイスとの接触を避けてください。
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LIMITED POLAR INTERNATIONAL GUARANTEE( 制限付きPOLAR
国際保証 )

l Polar製品に対し、Polar Electro Oyにより制限付き国際保証が付与されます。アメリカ又はカナダで販

売されている製品に対しては、Polar Electro, Incにより保証が付与されます。

l Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. はPolar 製品の元の消費者 /購入者に対し、懸かる製品はその

素材および製造品質において欠陥が無いことを、購入日から2年間保証します。但し、シリコン又はプ

ラスチック製のリストバンドについては例外とし、保証期間を購入日から1年間とします。

l 本保証は、電池の通常の使用による摩耗、又はその他の通常の使用による摩耗、誤使用または不

適切な使用、事故、あるいは注意事項を順守しなかったことを原因とする破損 ；不適切なメンテナン

ス、商業目的の使用、ケース、ディスプレイ、布製アームバンド、布製 /皮革製リストバンド、伸縮性スト

ラップ( 例：心拍センサーチェストストラップ) 、Polarアパレル製品のひび割れや破損、キズには適用されま

せん。

l 本保証は、製品による、または製品に関連する直接的・間接的または事故による、結果又は特別損

害による損失、保障の費用には適用されません。

l 中古で購入した製品に対しては本保証は適用されません。

l 保証期間中は購入した国に関係なく、Polar認定セントラルサービス窓口にて、製品の修理または交

換サービスが受けられます。Polar Electro Oy/Inc.により付与される保証は、製品を購入・使用する地

域、国の法規が定める消費者の法的権利を侵害するものではありません。

l また、販売・購入の際に交わされる契約をもとにした販売者に対する消費者の権利を侵害するもので

もありません。

l 購入の証明として領収書を大切に保管してください。製品に関する保証は、製品がPolar Electro
Oy/Incにより正規に市販された国に限定されます。

製造元：Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, www.polar.com.

Polar Electro Oyは、ISO 9001:2015認証会社です。

© 2021 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland.All rights reserved.Polar Electro Oyの許可なく本マ

ニュアルの複写、転写することは禁じられています。

このユーザーマニュアルまたはこの製品のパッケージに使用される本製品の名称およびロゴは、Polar Electro Oy
の商標です。このユーザーマニュアルまたは製品パッケージの®マーク付きの名称およびロゴは、Polar Electro Oy
の登録商標です。WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標であり、Mac OSはApple Inc.の登録商標で

す。Bluetooth®の文字標記およびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Polar Electro Oyに
よるこれら表記の使用はライセンスに基づくものです。

免責条項

l 本マニュアルの内容は、情報の提供のみを目的とするものです。本マニュアルに記載されている製品の

詳細は、メーカーの製品開発により、顧客への通達なしで変更される場合があります。

l Polar Electro Inc. /Polar Electro Oyは、本マニュアルあるいは本書に記載された内容や製品に関して、

明言または保証するものではありません。

https://www.polar.com/
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l Polar Electro Inc. / Polar Electro Oyは、本マニュアルあるいは本書に記載された製品の使用による直

接的・間接的あるいは事故による、結果的あるいは特別な行為による損失、故障を保証いたしませ

ん。

本製品は、以下の特許により保護されています: その他の出願中の特許

製造元：

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FI-90440 KEMPELE

Tel: +358 8 5202 100

Fax: +358 8 5202 300

www.polar.com

2.9 JA 7/2021

http://www.polar.com/
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