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はじめに

Polar ストライドセンサー Bluetooth® Smartは、ランニングの技術と効率性を高めるのに最適です。高感度の慣性センサーを使用

し、スピード、距離、ケイデンスおよび歩幅の長さをすばやく正確に測定します。

Polar ストライドセンサー Bluetooth® Smartは、Bluetooth®ランニングスピードおよびケイデンスサービス機能対応のBluetooth® 
Smart Ready機器と互換性があります。

センサーを、一般の多くのフィットネスアプリや、Bluetooth® Smart搭載Polar製品と組み合わせてご利用頂けます。対応製品は、

support.polar.com をご確認ください。

 

https://support.polar.com/ja
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はじめに

ストライドセンサー電池

電池インシュレーターの取り外し 

初めて使用する前に電池ケースから電池インシュレーターを取り外します。

 1. コインを使って反時計回りにまわし、電池カバーを開きます。 

 2. 赤いプラスチック製のインシュレーターを電池ケースから取り外します。 

 3. カバーをもとの位置に押し戻し、今度は時計回りにまわし、カバーを閉じます。
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電池の交換

 1. コインを使って反時計回りに「OPEN」の方向にまわし、電池カバーを開きます( 図1) 。

 2. 電池のプラス極がカバー側に来るように、電池を入れます( 図2) 。防水性を確保するため、シーリング リングが溝にはいって

いることを確認します。

 3. 電池をセンサー内にセットするようにしてカバーをはめます。

 4. カバーをもとの位置に押し戻し、コインを使って「OPEN」から「CLOSE」の方に時計回りにまわして、カバーを閉じます( 図3) 。

 

電池寿命を伸ばすため、Polar ストライドセンサー Bluetooth® Smartには3つの電力モードがあります：測定モード、

スタンバイモード、ディープスリープモードです。スタンバイモードでは、センサーはレシーバーに表示され、接続可能で

す。レシーバーに接続すると、センサーは測定モードに切り替わります。接続が解除されると、センサーは再びスタンバイ

モードに戻ります。その後2、3分間センサーが操作されない場合は、ディープスリープモードに変わります。少しでも動く

と、センサーはスタンバイモードに戻ります。
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ストライドセンサーのペアリングと校正

ストライドセンサーとレシーバーのペアリング

ランニングの技術と効率性を分析するには、Polar ストライドセンサー Bluetooth® Smartをレシーバーとペアリングする必要がありま

す。詳細については、レシーバーまたはモバイルアプリケーションのユーザーガイドをご確認ください。

ストライドセンサーの校正

ストライドセンサーを校正することで、スピード、ペース、距離、歩幅の測定をより正確に行うことができます。ストライドセンサーを初

めて使用する前に、またランニングフォームが大きく変わった場合、またはストライドセンサーの装着位置が大きく変わった場合 ( 新し

いランニングシューズを使用する、またはセンサーの装着を左右交換した場合 ) 、ストライドセンサーの校正を行うことをお勧めしま

す。校正時は通常のランニングスピードで行います。

校正はレシーバーを介して行われます。手順については、レシーバーまたはモバイルアプリケーションのユーザーガイドをご確認くださ

い。

ストライドセンサーの取り付け

靴ひもにストライドセンサーを取り付けます：

 1. 靴ひもを外し、靴のべろ( 泥除け) の上にホルダーを置きます。ホルダーフラップが上向きであることを確認します。

 2. 靴ひもをホルダーの横の穴から下部の穴に通します( 図1および図2) 。ランニング中にホルダーが動かないように、靴のべろ

( 泥除け) のフラップに靴ひもを通します。

 3. 靴ひもをしっかりと締めます。

 4. センサーの表側をホルダーに当て、後ろ側から押します( 図3) 。フラップを締めます。

 5. センサーが動かないこと、また足と一列に並ぶように装着されていることを確認します。センサーがしっかりと固定されているほ

ど、スピードと距離を正確に測定できます。
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重要情報

アフターサービス

2年間の保証期間中、電池交換以外の製品修理は、認定Polarサービスセンターにのみ依頼されることをお勧めします。正規の

サービスセンター以外で修理したことによる損傷、またはそれに起因する間接的な損傷は保証の対象になりません。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。

電池の交換：ストライドセンサーの電池を自分で交換する場合は、以下の指示を守ってください。電池カバーの寿命を最大限にす

るため、カバーは電池を交換するとき以外は開けないでください。電池を交換する際は、シーリング リングが破損していないことを確

認してください。破損している場合は新しいリングとの交換が必要です。シーリング リング/電池キットは、設備の整ったPolar取扱店

と認定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、追加のシーリング リングを認定Polarサービスセンターでご

購入いただけます。アメリカでは、シーリング リング/電池キットは、www.shoppolar.comでもお求め可能です。www.polar.com
で、お住まいの国のshoppolarオンラインストアをご確認ください。

Bluetooth®電池残量表示機能に対応したレシーバーをご使用の場合は、ストライドセンサーの電池残量がレシーバーに表示さ

れます。

 注意： 

間違った種類の電池と交換すると爆発の危険があります。電池は指示に従って廃棄してください。

電池はお子様の手の届かない安全な場所に保管するようにしてください。誤って電池を飲み込んでしまった場合は、直ちに医師に

問い合わせてください。電池は、現地の規則に従って適切に廃棄してください。

ケアとメンテナンス

お客さまの安全を常に第一と考えています。ストライドセンサーは、物に引っかからないよう考えられた形状となっています。念のた

め、例えば茂みの中などでストライドセンサーを使いランニングをされる場合などは、くれぐれもお気を付けください。

ストライドセンサーは耐水性で、雨天時にも使用することができます。ただしストライドセンサーを水に浸さないでください。水中での

アクティビティには使用できません。また長時間直射日光にさらさないでください。

ストライドセンサーは、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。

技術仕様に記載されている使用素材をご確認ください

電池寿命：

平均600時間の使用

電池の種類：

CR2430

電池シーリング リング 

O-リング 25.0 x 1.2、素材  シリコン

動作温度 :  

-10 °C ～+50 °C/14 °F～122 °F

精度： 

±3 %、または校正した場合はそれ以上。安定した状態での心拍数の場合。
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Bluetooth QD ID:B020404

本製品は、以下の文書によって定義されているPolar Electro Oyの無体財産権によって保護されています：US6584344。

LIMITED POLAR INTERNATIONAL GUARANTEE( 制限付きPOLAR国際保証 )
 l Polar Electro Oyは、Polar製品に対して、制限付き国際保証を提供しています。米国またはカナダで販売された製品につ

いては、保証は、Polar Electro, Inc.が提供します。

 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、製品から生じた、または、製品に関連する直接的、間接的、付随的、結果的または特別の損害、損失、費

用には適用されません。

 l 本保証は、中古として購入した製品には適用されません。

 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。

 l Polar Electro Oy/Inc.が提供する保証は、適用される国法または施行中の州法の下で消費者の法的権利に対して、また

は、消費者の販売/購入契約から生じる販売業者に対する権利に対して影響を与えるものではありません。

 l 購入証明として領収証を保管してください。

 l 製品に関する保証は、Polar Electro Oy/Inc.により製品が当初販売された国に限定されるものとします。

製造元：Polar Electro Oy：Professorintie 5, 90440 KEMPELE, Finland www.polar.com

Polar Electro Oyは、ISO 9001:2015認定企業です。

© 2021 Polar Electro Oy, 90440 KEMPELE, Finland.無断転載を禁止します。本マニュアルのいかなる部分も、Polar Electro Oy
の書面による事前の承認なく、いかなる形式において使用または複製することはできません。

本ユーザー マニュアルまたは本製品のパッケージの名称およびロゴは、Polar Electro Oyの商標です。本ユーザー マニュアルまたは

本製品のパッケージの®記号の付いた名称およびロゴは、Polar Electro Oyの登録商標です。WindowsはMicrosoft 
Corporationの登録商標です。Mac OSはApple Inc.の登録商標です。Bluetooth®マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所

有する登録商標で、Polar Electro Oyのこのマークの使用は、許可を受けています。

本製品は、2014/53/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EUに定められた規制を遵守しています。各製品の

関連する適合宣言書およびその他の規制に関する情報はwww.polar.com/en/regulatory_information
から入手できます。

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

https://www.polar.com/
https://www.polar.com/en/regulatory_information
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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、電池と蓄電池に特化し

た収集方法を選択するよう奨励しています。

免責条項

 l このマニュアルの資料は情報提供のみを目的としたものです。製造側の開発プログラムの進行とともに、事前通知なしに係

る製品が変更することがあります。

 l Polar Electro Inc./Polar Electro Oy は、本マニュアルまたは本書に記載された製品に関して、いかなる保証もいたしませ

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。

 

1.0 JPN 11/2021
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