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はじめに

A300をご購入いただき、誠にありがとうございます！A300は毎日24時間のアクティビティを測定し、よりアクティブ

で健康的なライフスタイルへとあなたを導きます。A300そしてPolar Flowアプリで1日のアクティビティの概要を瞬

時に確認できます。Polar FlowウェブサービスとFlowアプリとA300をあわせて使用すると、毎日のアクティビティと行

動の選択が健康に与える効果をより理解するのを助けてくれます。

本ユーザーマニュアルは、A300の使用方法についてご紹介します。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/A300をご覧ください。

POLAR A300

日常生活の中でのアクティビティをモニタリングし、健康への影響を確認できます。1日のアクティビティ目標達成

のためのガイダンスが確認できます。目標は、FlowアプリまたはFlowウェブサービス上で確認できます。リストバン

ドが変えられ、どんなスタイルにも合わせられます。別売りのリストバンドを、追加購入することもできます。

http://www.polar.com/en/support/a300
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USBケーブル

製品セットには、標準のUSBケーブルが含まれています。USBケーブルは、電池の充電や、FlowSyncソフトウェ

アを経由したA300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

アクティビティやトレーニングのデータを簡単に確認できます。また、それらデータをワイヤレスでPolar Flowウェブ

サービスに自動で同期します。App StoreSMまたはGoogle playTMで入手できます。

POLAR FLOWSYNCソフトウェア

Polar FlowSyncは、お使いのコンピュータでA300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。

A300の使用を開始するには、flow.polar.com/startからFlowSyncソフトウェアをコンピュータにダウンロードし、イ

ンストールします。

POLAR FLOWウェブサービス

トレーニングの計画、目標達成の状況確認、ガイダンスの確認、アクティビティやトレーニング結果の詳細な分

析を行うことができます。目標達成を友人と共有しましょう。詳細については、polar.com/flowでご確認くださ

い。

H7心拍センサー

A300とあわせて心拍センサーを使用すると、いつものスポーツをより効果的にできます。トレーニング中にA300で
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。Polar H7心拍センサーは、水泳時の心拍数も記録します。

心拍センサー付属のA300セットのみ。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。

http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/flow
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スタート方法

A300の設定

A300を初めてご使用になる際には、デバイスの起動が必要です。A300をコンピュータに接続して設定する、ま

たはUSB充電器を使用して充電を開始すると、起動します。A300の使用開始前に電池を充電しておくことが

推奨されます。電池残量が完全に空の場合、充電が開始されるまで数分かかります。電池の充電、電池の

動作時間、低電池残量の通知についての詳細は、電池をご参照ください。

A300を最大限に活用するため、以下の手順で使用を開始してください。：

1. A300の設定や最新の状態を維持するために、flow.polar.com/startから、FlowSyncソフトウェアをダウン

ロード、インストールしてください。

2. リストバンドの章を参照に、リストバンドを取り外します。

3. A300を直接 ( A)またはUSBケーブル( B)でコンピュータに接続し、設定や充電を行います。ケーブルの向

きが正しいか確認します。デバイスとケーブルのUSBマークが同じ面になるようにします。( B)。コンピュータ

に接続する前にA300が濡れていないのを確認してください。

4. A300の設定と、Flowウェブサービスへのサインインについてご紹介します。

より正確で自分に合ったアクティビティおよびトレーニングデータを得るためには、ウェブサービスへのサ

インイン時に身体情報の設定を正確に行うことが重要です。サインイン時に、言語を選択し、A300の
最新のファームウェアをダウンロードします。

設定を完了すると、使用が開始できます。是非お楽しみください。

クイックセットアップ

A300をすぐにご利用になりたい場合は、クイックセットアップを行うことができます。

http://flow.polar.com/start
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クイックセットアップの場合は、A300は英語でのみ使用できます。英語以外の言語を選択する場合、flow.-
polar.com/startにアクセスして言語を取得するようガイドされます。FlowウェブサービスからA300使用開始前の
設定を行えば、設定時に他の言語を追加できます。

1.リストバンドを取り外し、A300をコンピュータまたはUSB充電器に接続して起動及び電池を充電します。電

池残量が完全に空の場合は、充電が開始されるまで数分かかります。

2.デバイスの基本情報を入力してA300を設定します。

基本設定

より正確なトレーニングデータを得るには、消費カロリーの計算やその他のスマートコーチング機能に影響を及ぼ

す身体的設定項目を正確に設定することが重要です。

「Polar A300設定」と表示されます。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、左下ボタンを押してください。

1. 時刻表示設定：12 hまたは24 hを選択します。12 h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. 日付形式：日付形式を選択し、今日の日付を入力します。

3. 単位：メートル(kg, cm)またはヤード(lb, ft)を選択します。

4. 生年月日：生年月日を入力します。

5. 体重設定：体重を入力します。

6. 身長設定：身長を入力します。

7. 性別設定：男性または女性を選択します。

3.設定が完了すると、「はじめましょう」 と表示され、A300が時刻表示モードになります。

正確なアクティビティやトレーニングデータを記録し、最新のソフトウェアがインストールされるようにするには、

前述のFlowウェブサービスから設定を行ってください。

リストバンド

A300のUSBコネクタは、リストバンドの中に入っています。A300をコンピュータに接続して設定する、電池の充

電、またリストバンドを交換する場合は、リストバンドを取り外します。

http://www.flow.polar.com/start
http://www.flow.polar.com/start
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1. リストバンドのバックル側からデバイスを取り外します。

2. バックル側のリストバンドを持ち、片方ずつ、ボタンからリストバンドを取り外します。リストバンドを引っ張る

のは、必要最小限にしてください。

3. 3.デバイスをリストバンドから取り外します。

リストバンドを取り付けるには、上記の手順を逆の順番で行います。
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ボタン機能とメニュー構造
ボタンの機能

A300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。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。

便利な機能

l トレーニング時以外のいずれかのビューで、右上ボタン、右下ボタン、スタートボタンまたは左下ボタンを

押すとディム(減光 )バックライトがオンになります。より明るいバックライトをオンにするには、左上ボタンを

押します。

l ボタンをロック・ロック解除するには、時刻表示画面またはトレーニングセッション中に左上ボタンを長押し

します。

l 画面表示を変更するには、時刻表示画面で右上ボタンを長押しします。

l A300をFlowアプリと同期するには、時刻表示画面で左下ボタンを長押しします。

l 時刻表示画面に戻るには、左下ボタンを長押しします。

l トレーニングセッション中にゾーンをロック・ロック解除するには、スタートボタンを長押しします。

l トレーニングセッションを終了するには、左下ボタンを3秒間長押しします。

メニューの構造

右上ボタンまたは右下ボタンを押してメニューを表示します。選択した項目でスタートボタンを押して確定、左

下ボタンで戻ります。
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メニューには以下

の項目がありま

す。

l 活動量

l 履歴

l 設定

l Ｆｉｔ．テスト

Flowウェブサービスのお気に入りにトレーニング目標を追加した場合、メニューにお気に入りが表示されます。

Flowウェブサービス上でトレーニング目標を作成しA300に同期した場合は、メニューに目標が追加されます。

ペアリング

BluetoothSmart ®心拍センサーまたはモバイルデバイス(スマートフォンまたはタブレット)をA300と合わせて使用

する際は、はじめにペアリングをする必要があります。ペアリングは約数秒間で完了し、A300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ので、グループトレーニングでも電波干渉を防ぎます。他のデバイスから

の電波干渉を防止するため、イベントやレース前に、予め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A300のペアリング

ペアリング前のPolar H7心拍センサーをA300と使用すると、センサーのGymLink送信を検出する場合があり

ます。GymLink送信は、水泳での使用に最適化されており、他のスポーツではBluetooth Smart ®送信の使用
が推奨されます。トレーニング前に心拍センサーがペアリングされていることを確認してください。

A300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. 「ペアリング」と表示されたら、心拍センサーをA300とタッチします。

3. 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. 「ペアリング」と表示されたら、心拍センサーをA300とタッチします。

3. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。

モバイルデバイスとA300のペアリング

モバイルデバイスのペアリングの準備

l A300の設定の章を参照に、flow.polar.com/startから設定を行います。

l FlowアプリをApp Storeからダウンロードします。

l モバイルデバイスのBluetoothがオンで、フライトモードがオフになってることを確認します。

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、A300の設定の際に作成した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「A300を探しています」と表示されるのを待ちます。

3. A300で、左下ボタンを長押しする、

または、

設定 > 基本設定 > ペアリングと同期 > モバイルをペアリングに進み、スタートボタンを押します。

4. 「デバイス+A300タッチ」と表示されます。モバイルデバイスをA300とタッチします。

5. 「ペアリング」と表示されます。

6. A300に「デバイスxxxxxで確認」と表示されます。モバイルデバイスで、A300の画面に表示されるPINコー
ドを入力します。ペアリングが開始します。

7. 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 > ペアリング解除に進み、スタートボタンを押します。

2. リストから解除するデバイスを選択し、スタートボタンを押します。

3. 「ペアリングを解除しますか？」の表示で、「はい」を選択し、スタートボタンを押します。

4. 完了すると、「ペアリング解除済」と表示されます。

http://www.flow.polar.com/start
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設定

スポーツプロファイルの設定
スポーツプロファイル

スポーツプロファイルの詳細については、スポーツプロファイルでご確認ください。

A300には最初、以下のスポーツプロファイルが登録されています：

l ランニング

l ウォーキング

l サイクリング

l 筋力トレーニング

l グループエクササイズ

l 他のインドア

l 他のアウトドア

l 水泳

Polar Flowウェブサービスで新しいスポーツプロファイルを作成し、A300に同期できます。これにより、よく行うス

ポーツのリストを作成できます。詳細については、Flowウェブサービスのスポーツプロファイルでご確認ください。

初めてのご使用の前に、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A300に同期された

場合は、A300は編集後のスポーツプロファイルのリストを表示します。

設定

設定 > スポーツプロファイルでも、トレーニングニーズに合わせて、各スポーツプロファイルの設定を変更できま

す。

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。

l トレーニング音：オフまたはオンを選択します。

l バイブフィードバック：オフまたはオンを選択します。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、トレーニング目標を達成した際に、A300がバイブレーションで知らせます。

l HR設定 (心拍数設定 )：心拍表示：心拍 /分 (bpm)( 1分当たりの心拍数 )または最大値の%(最大心

拍数の％ )を選択します。他デバイスHR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：ジムのマシンなど)にもあなたの心拍数が表示できます。

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、Flowウェブサービス

のスポーツプロファイルでご確認ください。

http://www.flow.polar.com/
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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は、設定 > 個人設定 に進みます。個人設定は、A300の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：体重をキログラム( kg)またはポンド( lbs)で設定します。

l 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。

l 生年月日：生年月日を設定します。日付の順番は、選択した日付表示モード(日 /月 /年や月 /日 /
年 )に準じます。

l 性別：男性または女性を選択します。

A300のすべての機能を有効にし、より正確なアクティビティデータやアクティビティ目標を確認するには、Flow
ウェブサービスで全ての設定を行ってください。

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 低活動アラート

l 単位

l 言語

l 製品情報

ペアリングと同期

l モバイルのペアリングと同期：モバイルデバイスをA300とペアリングします。詳細については、ペアリングをご

確認ください。A300のデータをモバイルデバイスに同期します。ヒント：また、時刻表示画面で左下ボタン

を長押しして同期することもできます。

https://support.polar.com/ja/polar-flow-sport-profiles
http://www.flow.polar.com/
http://www.flow.polar.com/
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l 他のデバイスをペアリング：心拍センサーをA300とペアリングします。詳細については、ペアリングをご確認く

ださい。

l ペアリング解除：心拍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します。

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、A300からのすべてのワイヤレス通信を遮断します。A300は引き続きアクティビティ記録を保存

しますが、Bluetooth® Smartが無効になっているため、Bluetooth® Smart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アプリへのデータ同期はできません。

低活動アラート

低活動アラートをオンまたはオフに設定します。毎日24時間のアクティビティ記録で詳細をご確認ください。

単位

メートル(kg, cm)またはヤード(lb, ft)を選択します。体重、身長、距離、スピードを表示する単位を設定しま

す。

言語

初期設定では、A300は英語のみを表示します。flow.polar.com/startでA300の設定を行うと、他の言語を選

択できます。また、あとからFlowウェブサービス上で言語を変更できます。

あとから他の言語を追加するには：

1. polar.com/flowに進み、サインインします。

2. 画面右上の名前・プロフィール写真をクリックし、製品を選択後、Polar A300の設定をクリックします。

3. リストから言語を選択します。

4. FlowSyncを経由で、FlowウェブサービスのデータをA300に同期します。

製品情報

A300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。Polarカスタマーケアへのお問い

合わせの際には、この情報が必要になる場合があります。

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。

http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/flow
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l アラーム

l 時刻

l 日付

l 日付形式

l 画面表示

アラーム

アラームリピート設定：オフ、一度、月 -金 (月～金 )または毎日から選択します。一度、月 -金または毎日を選

択した場合はアラームの時刻を設定します。

アラームがオンの際は、時刻表示画面に時計マークが表示されます。

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アプリまたはPolar Flowウェブサービスと同期すると、それらサービスの時刻に自動で更新されま

す。

日付

日付を設定。

Polar FlowアプリまたはPolar Flowウェブサービスと同期すると、それらサービスの日付に自動で更新されま

す。

日付形式

日付形式を選択します。月 /日 /年、日 /月 /年、年 /月 /日、月 -日 -年、年 -月 -日、日 .月 .年または年 .月 .日から

選択できます。

Polar FlowアプリまたはPolar Flowウェブサービスと同期すると、それらサービスの週の開始日が自動で更新

されます。

画面表示

時計の画面表示を選択：活動量または時刻から選択。活動量の画面表示は、時刻とアクティビティバーを同

時に表示します。
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活動量

時刻
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トレーニング

心拍センサーの装着

A300と合わせて、装着感の良い心拍センサーを使用すると、いつものトレーニングをより効果的にできます。

A300で、正確な心拍数をリアルタイムに確認できます。脂肪燃焼またはフィットネス向上といったトレーニングの

主な効果が分かるので、目標に合わせてトレーニングを調節できます。また、Flowウェブサービスでトレーニング

セッションを計画し、心拍数に基づいたガイダンスを得られます。心拍センサーは、水泳時の心拍数も記録でき

ます。

運動時の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。心拍数は客観的であり、また体内および体

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。

1. ストラップの電極部分を湿ら

せます。

2. 胸部のまわり(胸筋の下 )に
ストラップを締めて、フックをス

トラップのもう一方の端に取

り付けます。きつくない程度

にストラップの長さを調節しま

す。

3. コネクタをストラップに取りつけ

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起動させてしまう可能性があるため、水気を取りしっかり乾燥させてください。ケアに関する
詳細については、A300のケアをご確認ください。

トレーニングセッションの開始

心拍センサーを装着し、心拍センサーがA300とペアリング済みであることを確認してください。
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時刻表示画面でスタートボタンを押し、プレトレーニングモードに入ります。

H7心拍センサーがまだA300とペアリングされていない場合、「ペアリング」と表示され

ます。心拍センサーをA300とタッチします。完了すると、「ペアリング完了」と表示さ

れます。

右上・右下ボタンで、スポーツプロファイルを選択します。

スタートボタンを押し、記録を開始します。「記録開始」と表示されたら、トレーニン

グを開始します。

トレーニング中にA300で使用できる機能については、トレーニング中の機能をご参照ください。

トレーニングセッションを一時停止するには、左下ボタンを押します。「記録停止」と表示され、A300は、一時停

止モードに入ります。トレーニングセッションを継続するには、再度スタートボタンを押します。

トレーニングセッションを終了するには、トレーニング記録中または一時停止モードで左下ボタンを「記録完了」

と表示されるまで、3秒間長押しします。

目標を使用した、トレーニングセッションの開始

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、FlowSyncソフトウェアまたはPolar Flowアプリ経

由でA300に同期すると、A300がトレーニングの目標達成をサポートします。

目標を使用したトレーニングセッションの開始するには：

1. 「目標」に進みます。

2. リストから目標を選択し、スタートボタンを押します。

3. 再び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。
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4. 使用するスポーツプロファイルを選択し、スタートボタンを押します。

5. 「記録開始」と表示されたら、トレーニングを開始します。

または

1. 時刻表示画面でスタートボタンを押し、プレトレーニングモードに入ります。

2. 今日のトレーニング目標を設定している場合、A300がトレーニング目標を使用するかどうかたずねます。

「はい」を選択します。

3. 使用するスポーツプロファイルを選択し、スタートボタンを押します。

4. 「記録開始」と表示されたら、トレーニングを開始します。

トレーニング中
トレーニングビュー

右上・右下ボタンを押すと、表示内容が変更できます。以下のように、有効になっているトレーニングビューが確

認できます。

心拍数を使用したトレーニング

現在の心拍数

トレーニングの継続時間

現在の心拍数

図の数値130は、エナジーポインターを示しています。これは、個人に合わせて

設定された、トレーニングの主な効果が脂肪燃焼からフィットネス向上に変化

するポイントです。ハートマークの位置で、脂肪を燃焼している、またはフィット

ネスを向上させているのが分かります。図の左側では、脂肪を燃焼しているこ

とを意味します。

現在のゾーンでの経過時間 -脂肪燃焼またはフィットネス向上

この図は、脂肪燃焼ゾーンにおいて35分7秒間トレーニングしたことを意味しま

す。
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時刻

トレーニングで燃焼したカロリー

心拍数を使用しないトレーニング

トレーニングの継続時間

時刻

トレーニングで燃焼したカロリー

時間またはカロリーベースのトレーニング目標を使ったトレーニング

Flowウェブサービスで時間またはカロリーベースのトレーニング目標を作成後、A300に同期すると、以下のように

画面が表示されます。

ま

たは

カロリーベースの目標を作成した場合、達成状況を燃焼カロリーと達成度 (%)
で確認できます。

時間ベースの目標を作成した場合、達成状況を時間と達成度 (%)で確認で

きます。
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現在の心拍数

トレーニングの継続時間

>現在の心拍数

ハートマークで現在の心拍ゾーンを表示します。

現在の心拍ゾーンの経過時間

時刻

トレーニングで燃焼したカロリー
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フェーズトレーニング目標

Flowウェブサービスでフェーズ目標を作成し、各フェーズ毎に心拍数の強度を設定後、A300に同期した場合、

以下が表示されます。

心拍数、現在のフェーズにおける心拍数の上・下限値、トレーニングの継続時

間が確認できます。ハートマークは、心拍数の上・下限値の間の現在の心拍

数を示します。

現在の心拍数

トレーニングの継続時間

現在の心拍数

ハートマークで現在の心拍ゾーンを表示します。

現在の心拍ゾーンの経過時間

時刻

トレーニングで燃焼したカロリー

トレーニング中の機能

ゾーンロック

現在いる脂肪燃焼またはフィットネスのゾーンにロックするには、スタートボタンを長押しします。ロックまたは解除

するには、スタート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、音で通知します。
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心拍数ベースのフェーズトレーニングセッションをFlowウェブサービス上で作成しA300に同期して使用してい

る場合は、ゾーンロックができません。各フェーズに対し、心拍数の上限値と下限値を設定した場合は、ゾーン
から外れるとA300が通知します。

時刻を表示

トレーニング中に、A300を胸元の心拍センサーに近づけると時刻を表示します。この機能は、ハートタッチと呼

ばれます。ハートタッチは、Polar H7などのGymLinkテクノロジーを搭載したPolar心拍センサーの機能です。

バックライトをオンにする

トレーニング中にバックライトをオンにするには、左上ボタンを押します。バックライトは数秒後に自動的にオフにな

ります。

ナイトモード機能

A300にはナイトモード機能があります。トレーニングセッション中にどのボタンを押してもバックライトがつくようにする

には、プレトレーニングモード、トレーニング記録または停止モードで、左上ボタンを1回押します。メッセージが表

示されると画面もライトアップされます。トレーニング記録を終了すると、ナイトモードはオフになります。

トレーニングセッションの一時停止・終了

1.トレーニングセッションを一時停止するには、左下ボタンを押します。「続ける」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、スタートボタンを押します。

2.トレーニングセッションを終了するには、トレーニング記録中または一時停止モー

ドで左下ボタンを「記録完了」と表示されるまで、3秒間長押しします。

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

ません。
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トレーニングサマリー

トレーニング後

トレーニングセッションの直後に、A300がセッションの概要を表示します。FlowアプリまたはFlowウェブサービスで、

詳細な分析を視覚的に表示します。

A300のトレーニング履歴

トレーニング概要を再度表示するには、履歴から表示したいセッションを選択します。

時間

セッションの継続時間

カロリー

セッション中に燃焼したカロリー

平均HR *
セッション中の平均心拍数

最大HR *
セッション中の最大心拍数

フィットネス

フィットネス向上ゾーンでトレーニングした時間。

脂燃焼 *
脂肪燃焼ゾーンでトレーニングした時間。

HRゾーン**(心拍ゾーン)
各心拍ゾーンで過ごした時間を確認するには、スタートボタンを押し、右上 /右下

ボタンでゾーンを移動します。

*)心拍センサー使用の場合に、データが表示されます。

**) Flowウェブサービスで作成したトレーニング目標をA300に同期し、それに従って心拍センサーを使用してセッ

ションを行った場合にデータが表示されます。
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POLAR FLOW アプリ

A300をFlowアプリと同期するには、時刻表示画面で左下ボタンを長押しします。セッション終了後に、Flowア
プリ上で一目でデータが分析できます。オフラインでもトレーニングデータの概要を確認できます。

詳細については、Polar Flowアプリでご確認ください。

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。トレーニ

ングの進捗を確認し、ベストセッションを他の人達とも共有できます。

詳細については、Polar Flowウェブサービスでご確認ください。
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機能

毎日24時間のアクティビティ記録

A300は、あなたの腕の動きを内蔵3D加速度センサーで計測し活動量を記録します。運動の頻度、強度、

動きの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に加え日常生活においてもどれ位アクティ

ブに過ごしたかを知らせてくれます。

アクティビティ目標

A300が、毎日のアクティビティ目標を設定し達成に向けてガイドします。Polar Flowアプリまたはウェブサービスで

目標を確認できます。アクティビティ目標は、個人設定と、Flowウェブサービスの「1日のアクティビティ目標」で設

定するアクティビティレベルに基づきます。Flowウェブサービスにサインインし、画面右上のアカウント名をクリック、

「設定」の中の「あなたの典型的な一日」タブに進みます。3つのアクティビティレベル(1)から、毎日のアクティビティ

状況に一番近いものを選択し、アクティビティ目標を設定します。選択エリア( 2)は、選択したレベルのアクティビ

ティ目標を達成するのに必要な活動量が分かります。例えば、内勤の仕事など座っていることが多い場合は、

約4時間の低強度のアクティビティが目標になります。長時間立ったり歩いたりする仕事の場合は、より高度の

運動量が目標になります。

アクティビティ記録

A300は、アクティビティバーの状態で、1日の目標の達成状況が分かります。バー

が完全に埋まれば、目標を達成したことになります。時刻表示画面と活動量から

アクティビティバーが確認できます。

活動量では、それまでのアクティビティ量と、目標達成までのガイダンスが確認でき

ます。

l アクティブ時間：アクティブ時間は、より健康的になるのに有用な体の動き

の累計時間を表します。

l カロリー：トレーニングと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代謝量・基礎代謝率

)の合計を表示します。

l 歩数 :カウントされた歩数。運動の量と種類が認識され、そこから歩数を算

出します。

l 距離：移動した距離。距離の算出は、身長と歩数に基づいて算出されま

http://www.flow.polar.com/
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す。

l 目標まで：A300が、1日のアクティビティ目標の達成をサポートします。低、

中、高強度のアクティビティを選択した場合、各々目標達成にどの程度の

時間が必要かを知らせてくれます。目標は一つでも、達成するための方法

はいくつもあります。どの強度の運動でも、1日のアクティビティ目標の達成

を目指せます。A300では、「Up」は低強度、「Walk」は、中強度、「Jog」
は、高強度を意味します。低、中、高の強度の運動の例はPolar Flow
ウェブサービスおよびモバイルアプリで確認できます。自分に合った方法で目

標達成を目指しましょう。

低活動アラート

健康でいるために、運動が重要な要素であることは広く知られています。身体的にアクティブになることに加え、

長時間座り続けることを避けることも重要です。たとえ、トレーニングをしていたり、アクティビティ量が十分でも、

長時間座り続けていることは健康に良くありません。A300は、1日のうちで動していない時間が長すぎないかを

判断し、座り続けることで健康に好ましくない影響が出ないようにサポートします。

もし55分間動いていない状態が続くと、低活動アラート- 「動きましょう」と表示されます。立ち上がって、体を動

かしましょう。軽い散歩やストレッチ、その他の軽いアクティビティを行いましょう。このメッセージは、身体を動かし

始める、またはいずれかのボタンを押すと消えます。アラートから5分間のあいだに動かないと、低活動スタンプが

つきます。これは、同期後、FlowアプリやFlowウェブサービス上で表示されます。

設定 > 基本設定 >低活動アラートでオンやオフに設定できます。

A300がFlowアプリとBluetoothで接続されている状態であれば、アプリ上でも同様の通知が表示されます。

Polar FlowアプリおよびPolar Flowウェブサービスで、低活動スタンプの数を確認できます。日常の習慣を見直

し、よりアクティブな生活を目指すのに役立ちます。

FLOWウェブサービスの睡眠の情報

A300を夜間装着すると、睡眠の状態 (安眠・浅い眠り)を記録します。睡眠モードに変更する必要はありませ

ん。A300は腕の動きで自動的に眠っているのを認識します。睡眠時間および質 (安眠・浅い眠り)は、A300の
同期後、FlowウェブサービスおよびFlowアプリ上で確認できます。

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を計測

します。睡眠中の1時間未満の切れ間なら、睡眠時間の計測が継続されますが、その時間は睡眠時間に含

まれません。1時間を超えて睡眠が中断されると、記録時間も終了します。
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深く眠ってあまり動いていない時間は、安眠時間として算出されます。動いたり寝返りを打ったりした時間は、

浅い眠りの時間として算出されます。ただ動いていない時間を合計するだけでなく、長時間の動いていない時

間が重視されます。安眠時間の割合は、睡眠時間の合計と比較して算出されます。安眠の状態は個人に

より異なるので、睡眠時間と合わせて考慮されます。

安眠と浅い眠りの時間を把握することで、睡眠の状態やその日常生活への影響を理解できます。これにより

睡眠を改善して、一日をより快適に過ごすことができるようになります。

FLOWアプリおよびFLOWウェブサービスのアクティビティ記録

Flowアプリで、いつでもどこでもアクティビティ記録を確認、分析できます。また、A300のデータをワイヤレスでFlow
ウェブサービスに同期できます。また、Flowウェブサービスでは、さらに詳細なアクティビティ情報が確認でき、理

解を深めることができます。

スポーツプロファイル

A300のデフォルトでは、8つのスポーツプロファイルが作成されています。また、Polar Flowウェブサービスで新しい

スポーツプロファイルを作成しA300に同期し、お気に入りのスポーツのリストを作成できます。各スポーツプロファ

イルごとに好みの設定を保存します。例えば、ヨガのスポーツプロファイルでは、トレーニング音をオフにするなど。

詳細については、スポーツプロファイルの設定およびFlowウェブサービスのスポーツプロファイルでご確認ください。

スポーツプロファイルを使用することで、各スポーツごとのトレーニング記録や進捗が分かります。これらは、Flow
ウェブサービスで確認できます。

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。

スマートコーチング機能

日々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簡単に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。

A300には、以下のスマートコーチング機能があります。

l スマートカロリー

l エナジーポインター

l 心拍ゾーン

l フィットネステスト

l トレーニング効果

http://www.flow.polar.com/
http://www.flow.polar.com/
https://support.polar.com/ja/polar-flow-sport-profiles
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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 トレーニングセッション外のアクティビティ、および心拍計を使用しないトレーニングでのアクティビティ測定

l 最大酸素摂取量 ( VO2max)
VO2maxは、有酸素運動能力の指標です。PolarフィットネステストでVO2maxの推定値が分かります。

エナジーポインター

Flowウェブサービスでトレーニング目標として作成されたトレーニングセッションには、エナジーポインターは使

用できません。

エナジーポインターは、トレーニングの主な効果 (フィットネス向上または脂肪燃焼 )を視覚的に知らせてくれるシ

ンプルな機能です。目的に合わせて集中できるようサポートしてくれます。

A300は、トレーニングの主な効果が脂肪燃焼からフィットネス向上に変化するポイントを、個人に合わせて自

動的に測定してくれます。このポイントをエナジーポインターと呼びます。エナジーポインターの平均値は、最大

心拍数の69%に該当します。しかしエナジーポインターの値は、その日の身体や精神の状態により変化しま

す。A300は、心拍数および心拍数の変動から体の状態を判断し、必要に応じて、エナジーポインターを調節

します。例えば、前回のトレーニングから十分に回復し疲れていない時やストレスが少ない時は、より強度の高

いトレーニングが行えるので、それに合わせてエナジーポインターの値が変化します。エナジーポインターの最も高

い値は、最大心拍数の80%です。

エナジーポインターは、トレーニング中にA300で次のように表示されます。

現在の心拍数

図の数値130が、エナジーポインターを示しています。ハートの記号で、脂肪

を燃焼している、またはフィットネスを向上させているのが分かります。図では

マークが左側にあり、脂肪を燃焼していることを示しています。

心拍ゾーン

A300は、Flowウェブサービスでトレーニングを作成後A300に同期し、トレーニング目標として使用する際に

心拍ゾーンを使用します。
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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%

HRmax = 最大心拍数

( 220-年齢 )。

例：成人 ( 30歳 )で最

大心拍数190 bpm
( 220–30)の場合の

心拍ゾーン。

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。

対象：経験

を積んだ、鍛

えられたアス

リート。通

常、短いイベ

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
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ターゲットゾーン HRmaxの強度%

HRmax = 最大心拍数

( 220-年齢 )。

例：成人 ( 30歳 )で最

大心拍数190 bpm
( 220–30)の場合の

心拍ゾーン。

トレーニング時間の

例

トレーニング効

果

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
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ターゲットゾーン HRmaxの強度%

HRmax = 最大心拍数

( 220-年齢 )。

例：成人 ( 30歳 )で最

大心拍数190 bpm
( 220–30)の場合の

心拍ゾーン。

トレーニング時間の

例

トレーニング効

果

間トレーニン

グセッション向

け。競技シー

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。

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。スポーツゾーン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
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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。

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。

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 (心血管 )運動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、

体重のすべてがOwnIndexに影響します。Polarフィットネステストは、健康な成人による使用を目的として開発

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。OwnIndexにはっきりとした変化が現れる程度に有酸素運動能力を高めるには、一般的に

6週間程の期間、日常的にトレーニングを続ける必要があります。今まで特に運動習慣がない人ほど、すぐに

進歩が確認できます。有酸素運動能力が高い程、OwnIndexの改善度は小さくなります。

有酸素運動能力は、より大きな筋肉群を動かすタイプのトレーニング程、より改善されます。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。

正確で信頼できるテスト結果を得るには、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、会話をやめましょう。

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、しっかりした食事の摂取や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ります。テスト開始前に1～3分間横になり、リラックスしてください。

テスト前

テストの実施は flow.polar.com/startでA300の設定を行った場合のみ可能です。

フィットネステストは、対応するPolar心拍センサーとのみ動作します。フィットネステストは、Polar独自のス

マートコーチング機能であり、正確な心拍変動測定を必要とします。そのため、Polar心拍センサーが必要とな

ります。

http://flow.polar.com/start
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心拍センサーを装着してください。詳細については、心拍センサーの装着でご確認ください。

テストを開始する前に、Flowウェブサービス上でトレーニング頻度を含む個人設定が正しく入力されているのを

確認してください。

テストの実施

1. Ｆｉｔ．テスト> テスト開始に進みます。A300が心拍数を検出します。画面に、「心拍数検知」、「横にな

りリラックス」と表示され、テストが開始します。

2. 横になり、身体の動きを最小限にし、会話を止め、リラックスします。テストの進行にともない、A300の画

面に表示されたバーが伸びます。

3. テストが終わると「テスト完了」のあと、テスト結果が表示されます。

4. VO2maxの推定値を表示するには、右下ボタンを押します。Polar Flowウェブサービス上でのVO2max値を

更新するには、スタートボタンを押し、「はい」を選択します。

左下ボタンを押すと、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。

トラブルシューティング：

l A300が心拍センサーを検知できない場合は、「デバイス+A300タッチ」と表示されます。心拍センサーを

A300とタッチして認識させ、センサーをペアリングします。

l A300が心拍センサーを検知できない場合は、「心拍数検知無」と表示されます。心拍センサーのスト

ラップが肌に密着し、電極が湿っていることを確認してください。

l A300が心拍センサーを検知できない場合は、「Polar HRセンサー要」と表示されます。

テスト結果

最新のテスト結果は、Ｆｉｔ．テスト> テスト結果で確認できます。また、Flowアプリのトレーニングダイアリーでも

結果を確認できます。

フィットネステストの結果を視覚的に分析するには、Flowウェブサービスに進み、ダイアリーから行ったテストを開

いて詳細を確認します。
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フィットネスレベルの評価

男性

年齢 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 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

この分類は米国、カナダ、欧州7か国で健康な成人の被験者からVO2maxを直接測定した62の調査の文献

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 EnvironMed」誌、61:3-11, 1990。

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
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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：最大運動試験、最大下

運動試験、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、水泳などの持久系スポーツにおけるパフォーマンスのよい指標になります。

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。

トレーニング効果

トレーニング効果機能は、トレーニング毎にパフォーマンスに関するフィードバックを提供し、効果をより良く理解

するのに役立ちます。また、フィードバックはFlowアプリおよびFlowウェブサービスでも確認できます。フィードバック

を得るには、心拍ゾーンで合計10分以上のトレーニングをする必要があります。トレーニング効果に関するフィー

ドバックは、心拍ゾーンに基づき、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。

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は、疲労

耐性を向上させました。

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。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で有酸素運動能力と筋持久力

を向上しました。また、疲労耐性を改善しました。
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フィードバック トレーニング効果

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レーニング、

ロング

すばらしい！この長時間セッションは、持久力と脂肪燃焼能力を

改善させました。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。

スマート通知 (IOS用POLAR FLOWアプリ)
スマート通知機能により、電話の着信、メッセージ、アプリからの通知に関するアラートをPolarデバイス上で表示

できます。携帯電話の画面に表示されるものと同じ通知をPolarデバイスで取得できます。

スマート通知機能がオンの場合、Polarデバイスと携帯電話の電池は、Bluetoothが継続的にオンであるため、

早く消耗します。

設定

アラートや通知を受け取るには、PolarデバイスがFlowアプリとペアリングされており、Polarデバイスと携帯電話で

正しく設定されている必要があります。

Polarデバイスのファームウェアをアップデートした後、再度Flowアプリとペアリングしてスマート通知の設定を表示

します。再度ペアリングが行われないと、設定は表示されません。

A300

スマート通知機能は中国語および日本語に対応していないことに注意してください。

通知は、デフォルトではオフに設定されています。メニュー > 設定 > 基本設定 > スマート通知でオンに設定し

ます。通知を受け取り、ディスプレイに通知の内容を表示するには、「オン」 を選択します。ディスプレイに通知
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の内容を表示しない場合は、「オン(プレビューなし) 」 を選択します。通知を受け取ったことのみが通知されま

す。

時刻表示画面で左下ボタンを長押しして、A300をモバイルアプリと同期します。

電話

携帯電話の通知設定で、Polarデバイスで受け取る通知内容を設定できます。「スマート通知 ( iOS) 」 を参照

してください。

使用

アラートを受け取ると、Polarデバイスは、バイブレーションにより控え目に通知します。着信を受け取ると、応

答、消音、または拒否を選択します( iOS 8のみ)。消音にすると、Polarデバイスは消音になりますが、携帯電

話には適用されません。電話の着信中に通知を受け取ると、表示されません。

Flowアプリを携帯電話で起動している場合、トレーニングセッション中に着信を受け取ることができます。トレー

ニングセッション中は通知 ( Eメール、予定、アプリなど)を受け取ることはできません。

通知を消す

通知は手動で、または一定の時間が経つと(タイムアウト)消すことができます。手動で通知を消すと、携帯電

話の画面からも消えます。一定の時間が経つ(タイムアウト)と消えるように設定した場合、Polarデバイスからは

消えますが、携帯電話の画面からは消えません。

ディスプレイから通知を消すには：

l 手動：左下ボタンを押します

l タイムアウト：手動で消さない場合、30秒後に通知は消えます

通知非表示

一定の時間、通知アラートを無効にするには、Polar Flowモバイルアプリで「通知非表示」 をオンに設定しま

す。オンの場合、設定した時間帯は通知アラートが表示されません。「通知非表示」 は、デフォルトでは、午

後10時～午前7時に設定されています。以下の手順で、「通知非表示」 設定を変更します：

1. Polar Flowモバイルアプリを開きます。

2. その他 > デバイスに進みます。.

3. 「スマート通知」 で、「通知非表示」 をオン、またはオフに設定でき、「通知非表示」の開始時間と終

了時間を設定できます。

A300の左下ボタンを長押しして、A300をモバイルアプリと同期します。

https://support.polar.com/ja/support/smart_notifications
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スマート通知 (ANDROID用POLAR FLOWアプリ)
スマート通知機能により、電話の着信、メッセージ、アプリからの通知に関するアラートをPolarデバイス上で表示

できます。携帯電話の画面に表示されるものと同じ通知をPolarデバイスで取得できます。トレーニングセッショ

ン中は、通知を受け取ることはできないことに注意してください。

l Androidバージョン5.0以降が携帯電話にインストールされていることを確認してください。

l お使いのPolarデバイスに最新版のファームウェアがインストールされていることを確認してください。

l スマート通知機能を使用するには、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。スマート通知機能を有効にするには、携帯電話で

Polar Flowアプリを起動している必要があります。

l スマート通知機能がオンの場合、Polarデバイスと携帯電話の電池は、Bluetoothが継続的にオンである

ため、早く消耗します。

SamsungGalaxy S5、SamsungGalaxy S6、Nexus 5、LGG4、Sony Xperia Z3といった一般に広く使用さ

れている携帯電話で作動することを確認しています。Android 5.0をサポートする他のモデルとは機能性に違い

がある場合があります。

設定

アラートや通知を受け取るには、PolarデバイスがFlowアプリとペアリングされており、Polarデバイスと携帯電話で

正しく設定されている必要があります。

通知は、デフォルトではオフに設定されています。PolarデバイスまたはPolar Flowアプリでオン/オフに設定できま

す。設定を変更する場合、Polarデバイス上で行うことが推奨されます。

A300

スマート通知機能は中国語および日本語に対応していないことに注意してください。

通知は、デフォルトではオフに設定されています。メニュー > 設定 > 基本設定 > スマート通知でオンに設定

します。通知を受け取り、ディスプレイに通知の内容を表示するには、「オン」 を選択します。ディスプレイに通

知の内容を表示しない場合は、「オン(プレビューなし) 」 を選択します。通知を受け取ったことのみが通知され

ます。

時刻表示画面で左下ボタンを長押しして、A300をモバイルアプリと同期します。

FLOWアプリ

以下の手順でPolar Flowモバイルアプリでスマート通知機能のオン/オフを切り替えることができます。

1. Polar Flowモバイルアプリを開きます。

2. Polarデバイスの左下ボタンを長押しして、Polarデバイスをモバイルアプリと同期します。

3. 左上のメニューを開き、「デバイス」を選択します。
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4. 「スマート通知」 で、「オン」、「オン(プレビューなし) 」 、または 「オフ」を選択します。

スマート通知をオンにすると、携帯電話での通知が有効になっていない場合、有効にするようガイドされ

ます( Polar Flowアプリに携帯電話の通知へのアクセス権を提供します)。「通知を有効にしますか？」 と

表示されます。「有効にする」をタップします。Polar Flowを選択し、OKをタップします。

5. Polarデバイスの左下ボタンを長押しして、Polarデバイスをモバイルアプリと同期します。

Polar Flowモバイルアプリで通知の設定を変更した場合は、Polarデバイスをモバイルアプリに同期するよう

にしてください。

電話

携帯電話からの通知をPolarデバイスで受け取るには、まず、通知を受け取りたいモバイルアプリで通知を有効

にする必要があります。これは、モバイルアプリの設定、またはAndroidのアプリの通知設定で行うことができます。

アプリの通知設定の詳細については、携帯電話のユーザーマニュアルをご確認ください。

Polar Flowアプリは携帯電話からの通知を読み込む権限を必要とします。Polar Flowアプリに携帯電話の通

知へのアクセス権を提供する必要があります( Polar Flowアプリで通知を有効にします) Polar Flowアプリは、必

要に応じてアクセス権の提供についてガイドします。「スマート通知 ( Android) 」 を参照してください。

使用

アラートを受け取ると、Polarデバイスは、バイブレーションにより控え目に通知します。予定やメッセージは1度通

知されます。電話の着信があると、Polarデバイスで左下ボタンを押す、または電話に応答するまで着信が30秒
間通知されます。

発信者名が携帯電話のアドレス帳に登録されており、名前が基本的なラテン文字、また、次の言語の特殊

文字を含む場合、画面に表示されます：フランス語、フィンランド語、スウェーデン語、ドイツ語、ノルウェー語、

スペイン語。

着信を受け取ると、応答のオプションがディスプレイに表示されない場合があります。これは、Androidフォン

が着信応答に対し通知機能を備えていないためです。このような場合、着信について通知されない場合があ

るためご注意ください。

通知を消す

通知は手動で、または一定の時間が経つと(タイムアウト)消すことができます。手動で通知を消すと、携帯電

話の画面からも消えます。一定の時間が経つ(タイムアウト)と消えるように設定した場合、Polarデバイスからは

消えますが、携帯電話の画面からは消えません。

ディスプレイから通知を消すには：

l 手動：左下ボタンを押します

l タイムアウト：手動で消さない場合、30秒後に通知は消えます

https://support.polar.com/ja/support/smart_notifications_android
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通知非表示

一定の時間、通知アラートを無効にするには、Polar Flowモバイルアプリで「通知非表示」 をオンに設定しま

す。オンの場合、設定した時間帯は通知アラートが表示されません。「通知非表示」 は、デフォルトでは、午

後10時～午前7時に設定されています。以下の手順で、「通知非表示」 設定を変更します：

1. Polar Flowアプリを開きます。

2. 左上のメニューを開き、「デバイス」を選択します。.

3. 「スマート通知」 で、「通知非表示」 をオン、またはオフに設定でき、「通知非表示」の開始時間と終

了時間を設定できます。

A300の左下ボタンを長押しして、A300をモバイルアプリと同期します。

アプリをブロック

Polar Flowアプリで特定のアプリからの通知をブロックできます。アプリからPolarデバイスに最初の通知を受け取

ると、アプリは、「アプリをブロック」にリスト表示され、希望に応じてブロックできます。アプリをブロックするには、左

上のメニューを開き、 デバイス> アプリをブロックを選択します。
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POLAR FLOWアプリとウェブサービス

POLAR FLOW アプリ

Polar Flowアプリで、いつでもその場でトレーニングデータを視覚的に分かりやすく表示します。

毎日24時間のアクティビティの詳細を確認できます。1日の目標に対し不足している分を確認し、達成までの

活動量を表示します。歩数、燃焼カロリー、睡眠時間も記録します。また、長時間座り続けていると、低活

動アラートにより通知します。

Flowアプリで、トレーニング目標やフィットネステストの結果を簡単に確認できます。トレーニングの概要を確認

し、パフォーマンスの詳しいデータを瞬時に分析できます。トレーニングダイアリーで週ごとのトレーニングの概要を

表示します。

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。iOS
用Flowアプリは、iPhone 4S以降、iOS 7.0以降が必要です。Android用Polar Flowモバイルアプリは、Android
4.3以降を搭載した特定のデバイスに対応しています。Polar Flowアプリのご使用についてのサポートおよび詳

細は、http://www.polar.com/ja/support/polar_flow_appをご参照ください。初めてA300と使用するモバイルデバ

イス(スマートフォン、タブレット)は、はじめにペアリングする必要があります。詳細については、ペアリングでご確認

ください。

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A300と同期する必要があります。Flowアプリに同

期されたアクティビティやトレーニングデータは、インターネット経由でFlowウェブサービスにも自動で同期されま

す。Flowアプリはまた、A300のトレーニングデータを最も簡単にFlowウェブサービスへ同期する方法です。同期の

詳細については、同期でご確認ください。

POLAR FLOWウェブサービス

Polar Flowウェブサービスは、アクティビティ目標とアクティビティの詳細を表示し、日常の習慣とアクティビティが健

康に与える効果をて理解するのに役立ちます。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しょう。スポーツプロファイルの設定の変更や追加して、A300をあなたのトレーニングのニー

ズにぴったり合うようカスタマイズできます。また、トレーニングの結果をフォロワーと共有することもできます。

Flowウェブサービスを使用するには、flow.polar.com/startからA300の設定してください。その際に、ウェブサービス

のユーザーアカウントを作成し、A300とウェブサービス間のデータ同期に使用するFlowSyncソフトウェアをダウン

ロードおよびインストールするようガイドされます。また、モバイルデバイス用のPolar Flowアプリを使用すると、デー

タ分析や、Polar Flowウェブサービスへの同期が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、友達の活動やコメントなどが確認できます。最新のトレーニングセッション

やアクティビティサマリー、目標達成を確認したり、友達のアクティビティにコメント投稿や「いいね！」したりできま

す。

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

探すで、マップを見たり、他のユーザーがシェアしたルート情報を含むトレーニングセッションを見ることができます。

また、他のユーザーのルートを追体験したり、ハイライトを見たりできます。

ダイアリー

ダイアリーでは、1日のアクティビティ、計画したトレーニングセッション(トレーニング目標 )や、過去のトレーニング

結果・フィットネステストの結果が確認できます。

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。

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、http://www.polar.com/ja/support/polar_
flow_web_serviceでご確認ください。

トレーニングの計画

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、A300に同期しましょう。A300がトレーニングの目標達成をサポートします。Flowウェブサービスで計画

したトレーニング中は、A300が心拍ゾーンを使用するので、エナジーポインター機能は使用できません。

l クイックターゲット：トレーニングの距離またはカロリー目標を選択します。例えば、500 kcalのカロリー燃焼

や、30分間のトレーニングを選択できます。

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、それぞれに目標タイムや距離、運動強

度を設定できます。これにより、インターバルトレーニングセッションを作成したり、適切なウォームアップや

クールダウンを設定したりできます。

l お気に入り：目標を作成し、お気に入りに追加すると、次に使用したいときに簡単にアクセスできます。

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、またはフェーズ目標のどちらかを選択します。

クイックターゲット

1. クイックを選択します。

2. スポーツを選択し、目標名 (最大45文字 )、日付、時間、トレーニング目標のメモ(オプション)を入力し

ます。

3. 時間またはカロリーを入力します。入力できるのはどちらか１つだけです。

http://www.polar.com/en/support/flow
http://www.polar.com/en/support/flow
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4. お気に入りのアイコン( )をクリックすると、目標をお気に入りに追加できます。

5. 「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。

フェーズ目標

1. フェーズ目標を選択します。

2. スポーツを選択し、目標名 (最大45文字 )、日付、時間、トレーニング目標のメモ(オプション)を入力し

ます。

3. 新しいフェーズ目標の作成 (新規作成 )、またはテンプレートの使用 (テンプレートの使用 )を選択しま

す。

4. フェーズを目標に追加します。時間に基づいたフェーズを追加するには、時間をクリックします。各フェー

ズの名前や距離、強度、次のフェーズのスタート方法 (手動または自動 )を選択します。

5. お気に入りのアイコン( )をクリックすると、目標をお気に入りに追加できます。

6. 「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。

お気に入り

目標を作成し、お気に入りに追加すると、目標をスケジュールに入れられます。

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

2. 使用をクリックして、目標のテンプレートとしてお気に入りを選択します。

3. 日付および時刻を入力します。

4. その目標を編集するか、そのまま保存します。

この画面で編集した内容は、お気に入りの目標には影響しません。お気に入りの目標を編集する

には、名前とプロフィール写真の隣にある星のアイコンをクリックしてお気に入りに進みます。

5. 「ダイアリーに追加」 をクリックすると、お気に入りは更新せずに、その目標をダイアリーに追加できます。

目標をA300に同期する

トレーニング目標を、FlowSyncまたはPolar Flowアプリを経由して、Polar Flow ウェブサービスからA300に同

期してください。A300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

に入りリストでのみ表示できます。

トレーニング目標をA300へ同期すると、以下の項目が確認できます。

l 目標メニューで、予定済みのトレーニング目標 (過去1週間で行わなかったトレーニングと先の4週間 )を
表示

l お気に入りのリストに表示されるトレーニング目標

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でご確認ください。
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お気に入り

Polar Flowウェブサービスのお気に入りで、ルートやトレーニング目標を保存、管理できます。A300には、最大20
個の「お気に入り」が保存できます。Flowウェブサービス上で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A300に同期されます。これらは、A300の「お気に入り」メニューで確認できます。

ウェブサービスの「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。

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ます。

2. ページ右下の「お気に入り」アイコン 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。

または

1. ダイアリーから既存の目標を選択します。

2. ページ右下の「お気に入り」アイコン をクリックします。

3. 目標が「お気に入り」に追加されます。

「お気に入り」の編集

1. ユーザー名の右にある「お気に入り」アイコン をクリックします。すべての「お気に入り」のトレーニング目

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。

3. 目標の名前も変更できます。「保存」をクリックします。

4. 他の目標の詳細を編集するには、「表示」をクリックします。必要な変更をすべて行ったら、「変更を更

新」をクリックします。

「お気に入り」の削除

1. ユーザー名の右にある「お気に入り」アイコン をクリックします。すべての「お気に入り」のトレーニング目

標が表示されます。

2. 「お気に入り」リストから削除するには、トレーニング目標の右上のごみ箱のアイコンをクリックします。

FLOWウェブサービスのスポーツプロファイル

A300のデフォルトには、8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。A300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A300に
同期されます。
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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. 選択したスポーツが、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

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. 編集する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：

基本設定

l トレーニング音

心拍数

l 心拍表示

l 心拍数を他のデバイスにも表示 ( Bluetooth ® Smartワイヤレス技術を使用する他の互換デバイス(例：

ジムのマシンなど) )にもあなたの心拍数が表示できます。

l Flowウェブサービスで作成し、A300に転送した心拍ゾーンを使用したトレーニングセッション。

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。設定をA300に同期してください。

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。

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

A300のデータを、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。A300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でA300の設

定を行った場合は、既にアカウントを作成し、ソフトウェアをダウンロードしています。A300の使用開始時にクイッ

クセットアップを行った場合は、flow.polar.com/startに進み、全ての設定を行ってください。Polar Flowアプリは、

App Storeからモバイルデバイスにダウンロードします。

Flowウェブサービス、Flowモバイルアプリのどちらからでも、A300のデータを同期し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、以下をご確認ください：

l Flowアプリをインストールし、Polarアカウントを持っていること。

l 少なくとも1回はFlowSyncソフトウェア経由でデータを同期したことがあること。

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

l A300とモバイルデバイスが、ペアリング済みであること。詳細については、ペアリングでご確認ください。

データを同期する2つの方法 :

1. Flowアプリにサインインし、A300の左下ボタンを長押しします。

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

3. 完了すると、「ペアリング完了」と表示されます。

または、

1. Polar Flowアプリにサインインし、A300で設定 > 基本設定 > モバイルのペアリングと同期 に進み、スター

トボタンを押します。

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

3. 完了すると、「同期完了」と表示されます。

A300からPolar Flowアプリに同期されたアクティビティやトレーニングデータは、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、http://www.polar.com/ja/support/polar_flow_app
をご参照ください。

FLOWSYNC経由の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。

http://www.flow.polar.com/M400
http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/en/support/Flow_app
http://www.flow.polar.com/M400
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1. A300を直接、またはUSBケーブルでコンピュータに接続します。FlowSyncソフトウェアが起動するのを確

認します。

2. FlowSyncウィンドウがコンピュータ上で開き、同期を開始します。

3. 同期が完了すると、「完了」と表示されます。

A300をコンピュータに接続する度に、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。ファームウェアの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。

A300をコンピュータと接続中に、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A300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、http://www.polar.com/ja/support/polar_
flow_web_service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、http://www.polar.com/ja/content/flowsyncで
ご確認ください。

http://www.polar.com/en/support/flow
http://www.polar.com/en/support/flow
http://www.polar.com/en/support/FlowSync
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ファームウエアのアップデート

A300のファームウェアは、アップデートにより常に最新の状態に保つことができます。新しいファームウェアが利用

可能な場合は、A300をコンピュータに接続時にFlowSync上で通知されます。ファームウェアの更新ファイルは

FlowSyncを経由してダウンロードされます。また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

知しますが、Flowアプリ経由ではアップデートはできません。

ファームウェアをアップデートすると、A300の機能が向上します。これらには、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。

A300のファームウェアのアップデートには、以下が必要です。

l Flowウェブサービスのアカウント( Polarアカウント)

l FlowSyncソフトウェアのインストール

l A300をFlowウェブサービス上で登録する

flow.polar.com/startでA300の設定を行った場合は、これらはすでに完了しています。A300を初めて使用

する際にクイックセットアップを行った場合は、flow.polar.com/startに進み、必要な設定を行ってください。

ファームウェアのアップデート方法：

1. A300を直接、またはUSBケーブルでコンピュータに接続します。

2. FlowSyncが、データの同期を開始します。

3. 同期終了後、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(時間がかかる場合があります)、A300が再

起動します。

ファームウェアのアップデートにより、データが消えることはありません。アップデートが開始される前に、A300の
データはFlowウェブサービスに同期されます。

http://www.flow.polar.com/M400
http://www.flow.polar.com/start
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A300のリセット

他の電子機器と同様、A300の電源を時々オフにすることが推奨されます。A300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のアニメーションがディスプレイに表示されるまで、右上ボタン、右下ボタン、左

下ボタン、左上ボタンの４つを数秒間同時に長押ししてA300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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重要情報

A300のケア

トレーニングデバイスは清潔な状態に保ってください。

l トレーニングセッション後は毎回、デバイスとシリコン製リストバンドを、低刺激石鹸と水溶液で洗い、流

水ですすぐことが推奨されます。デバイスをリストバンドから取り外し、別々に洗います。柔らかいタオルで

拭き、乾かします。デバイスが濡れているときは、充電しないでください。

プールを清潔に保つために塩素が使用されているプールでデバイスとリストバンドを使用する場合、

これらを洗うことが重要です。

l デバイスを常時使用しない場合は、湿気を拭き取ってから保管してください。通気性のない素材または

湿気の多い場所 (例：プラスチックバッグまたは湿気の多いジムバッグ)にデバイスを保管しないでくださ

い。

l 必要に応じて、柔らかいタオルで拭き、乾かします。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。

l A300をコンピュータに接続する際は、A300のUSBコネクタに湿気、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。汚れや湿気は優しく拭き取ってください。尖った工具を清掃に使用しないでくださ

い。製品を傷つける恐れがあります。

動作温度は、-10 °C～+50 °C / +14 °F～+122 °Fです。
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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。

保管

トレーニングデバイスや心拍センサーは、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。保管中も電池を少しず

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伸ばすため、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

日光に晒さないでください。

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 Inter-
national 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/ja/support/serviceおよび各国

のウェブサイトにアクセスしてください。

お客様のニーズにより合った製品開発、およびサービス改善のため、http://register.polar.fi/でPolar製品の登録

をお願いいたします。登録には、デバイスをウェブ経由で設定する際に作成したPolarアカウントが必要です。

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。

http://www.polar.com/support
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電池

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。

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、その地域の規定に従ってください。

A300の電池の充電

A300には、再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。充電可能回数は、使用および動作状

況によっても変化します。

0°Cを下回る環境、または、A300が濡れているときは、電池を充電しないでください。

USBコネクタがデバイスに搭載されているため、長いケーブルなどを使用せずに簡単に充電できる仕組みになっ

ています。A300を直接コンピュータに接続できます。また、A300に付属の標準USBケーブルを使用することもで

きます。

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。

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. A300を直接 (図1)またはUSBケーブル(図2)でコンピュータに接続します。正しい方向でケーブルに接

続してください。デバイスとケーブルのUSBマークが同じ方向にあることを確認してください。コンピュータに

接続前に、A300が濡れていないのを確認してください。電池残量が完全に空の場合、充電が開始さ

れるまで数分かかります。
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2. 「充電中」とディスプレイに表示されます。

3. A300が完全に充電されると、「充電完了 プラグオフ」と表示されます。

長時間電池を空のままにしたり、常に満充電にしたりしないでください。電池の寿命に悪影響を及ぼすお

それがあります。

電池の動作時間

Polar A300の電池の動作時間は、アクティビティを常時記録し、1日1時間のトレーニングに使用した場合、最

大約26日間です。動作時間は、A300の使用環境の温度、使用する機能や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。衣服の下にA300
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

電池残少

電池残量が低下しています。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。A300の充電をお勧めします。

電池残量少 充電要

電池残量が非常に低下しています。できるだけ早くA300を充電してください。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。A300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。

A300のディスプレイに何も表示されない時は、電池が空でスリープモードに入っています。A300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時間がかかることがあり

ます。
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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

で電池が破損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。

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。

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。

注意事項

Polar A300は、心拍数の測定およびアクティビティの記録を目的として設計されています。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ご使用い

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
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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内に保ってくださ

い。

それでもトレーニングデバイスが対象のトレーニングデバイスともに使用できない場合は、その環境がワイヤレスで

の心拍測定をするには電気的障害が多すぎる可能性があります。詳細については、www.-
polar.com/ja/supportでご確認ください。

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。次の質問のいずれかが「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製品を使

用することができます。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

http://www.polar.com/support
http://www.polar.com/support
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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、種類が多岐にわたるすべてのペースメー

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。疑いが

ある場合、またはPolar製品の使用中に通常と異なる感覚を経験した場合、かかりつけの医師に相談する

か、植込み型医療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。

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。

技術仕様
A300

電池タイプ： 68mAhリチウムポリマー充電式バッテリー

動作時間： アクティビティを常時記録し、1日1時間の

トレーニングを記録した場合、最大26日

動作温度： -10 °C～50 °C/14°F～122°F

トレーニングコンピュータの素材： 本体：ABS樹脂、グラスファイバー、ポリ

カーボネート、ステンレススチール、ポリメ

チルメタクリレート

リストバンド：シリコン、ステンレススチール

時計の精度： 25 °C / 77 °Fで± 0.5秒 /日未満

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

耐水性： 30m

メモリ容量： 心拍数記録でトレーニング60時間分 (言
語設定により異なる)

H7心拍センサー

電池寿命： 200時間

電池タイプ： CR 2025

電池シールリング： O-リング20.0x1.0 FPM素材 (フッ素ゴム)
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動作温度： -10°C～50°C/14°F～122 °F

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

ラスタン、13%ポリエステル

耐水性： 30m

Bluetooth®Smartワイヤレス技術を使用。

A300は、次のPolar心拍センサーにも対応しています：Polar H1、Polar H2( GymLink技術の使用 )、Polar H6。

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。

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 A300トレーニングコンピュータは、他に加え以下の取得済み特許技術を採用しています。

l OwnIndex®テクノロジー(フィットネステスト)

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。

https://support.polar.com/ja/what-are-the-technical-requirements-for-using-polar-flowsync-software
https://support.polar.com/ja/support/polar_flow_app_and_compatible_devices
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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

20/30/50m
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

100m
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。

LIMITED POLAR INTERNATIONAL GUARANTEE(制限付き
POLAR国際保証 )

l 本保証は、該当する地域、国の法規が定める消費者の法的権利、または販売 /購入の際に交わされ

る契約から発生する販売者に対する消費者の権利を侵害するものではありません。

l 制限付きPolar国際保証は、アメリカまたはカナダで本社製品をお買い求めになられた方にはPolar
Electro Inc.から付与されます。その他の国および地域で本社製品をお買い求めになられた方には、

Polar Electro Oy社から付与されます。

l Polar Electro Oy/Polar Electro Inc.は、この機器の最初の顧客 /購入者に対して、購入日から2年間、

製品の材質及び製造技術による不具合に対して保証します。

l 新品購入時の領収書が、製品の購入の証明になります。

l 本保証は、電池、誤使用による消耗や事故または注意事項の無視による破損、不適切なメンテナン

ス、商業目的の使用、ケース・ディスプレイのひび割れや傷、アームバンドやストラップの破損、および

Polarアパレル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 製品を中古で購入した場合は、現地の法に別段の記載がない限り、2年間保証の対象にはなりませ

ん。

l 保証期間中は、製品を購入された国に関わらず、認定Polarサービスセンターで修理および交換に対

応します。
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製品に関する保証は、その製品が市販された国および地域に限定されます。

本製品は指令2014/53/EUおよび2011/65/EUに準拠しています。各製品に関する適合宣言書およびその他

の規制情報は、www.polar.com/ja/regulatory_informationでご確認いただけます。

WEEE指令の適用表示マークがついたPolar製品は、廃電気電子機器 ( Waste Electrical and Electronic
Equipment、WEEE)に関する欧州議会及び理事会 ( the European Parliament and of the Council)の指令

2012/19/EUが定める電気装置であることを示しています。Polar製品が使用する電池および蓄電池は、欧州

議会及び理事会 ( the European Parliament and of the Council)の指令2006/66/EC( 2006年9月6日 )に定めら

れた「電池・蓄電池廃棄電池の廃棄」に定められた規定内で製造された電池および蓄電池であることを示し

ています。これらの製品と電池・蓄電池は、EU諸国では分別して廃棄する必要があります。Polarは、現地の

廃棄物規則に従うことにより、欧州連合の外でも環境および人間の健康に対する廃棄物の影響を最小化

し、可能な場合は、製品の電子機器の分別収集、電池と蓄電池に対する収集を利用することを奨励しま

す。

製造元：Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, Tel +358 8 5202 100, Fax +358 8 5202 300,
www.polar.com.

Polar Electro Oyは、ISO 9001:2008認証会社です。

© 2016 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland.All rights reserved.Polar Electro Oyの書面での許可

なく本マニュアルの複写、転写を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。App StoreはApple Inc.の役務商標です。Google PlayはGoogle 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による表記の利用はライセ

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、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。

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、結果的あるいは特別な行為による損失、費用を保証いたしません。

5.0 JA 09/2018

https://www.polar.com/ja/regulatory_information
http://www.polar.com/
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