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お客様各位 

この度はHosand社のTrain me Coachをご購入頂きまして誠にありがとうございます。 
全てのHosand社製品は正式な規制及び法律に従った品質規格の基、製造されております。 

詳細及び製品に関する情報は本サイトをご覧下さい。(英語) 

www.hosand.com . 

 

本ガイドの使用方法 

本ガイドにはTrainMe Coachの適切な操作方法及びインストールに必要な情報を記載しております。 

ご利用規約 

本ユーザーガイドはユーザーの皆様に明確に説明を行うために以下の規約を用います。 

イタリア語表記を用いるコンテンツ: 

 
 

プログラムの名前, ファイルとフォルダー 
ウェブアドレス 

イタリックボールド体(太字): 
新しい専門用語, Hosand社が初めて使用する用語 
Windows製品の名前 
アイテムメニュー 

以下のマークが表示されるテキストは重要事項です: 

注意: このマークは問題を解決するのに役立つ重要なお知らせを表しております。. 

ヒント:このマークはメイントピックに関するお役立ち情報を表しております。 
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インストール及び使用方法 

システム要件 

TrainMe Coach softwareの使用に必要事項: 

マイクロプロセッサーⅢ, 最小容量RAM 256 MB  (512 MB 以上推奨)とCD-rom及びDVDプレーヤーを内蔵. 

マイクロソフト社対応OS:Windows 98, Windows ME, Windows 2000®,Windows XP®,  

Windows Vista®, Windows Seven®. 
ソフトウェア及びドライバーストレージの問題解決のためにやハードディスクに20MBの空き容量が必要です。 

トレーニングの詳細 

マウス 

カラースクリーンとその最小画素数 1024 x 768ピクセル. 

プリンターと接続されていることを推奨します. 

ソフトウェアのインストール方法 

注意: MCsoft softwareを最初にインストールして下さい。このインストールが完了した後に 

TrainMe Coachソフトウェアをインストールします。2つのソフトウェアのインストール順を逆にすると 

ソフトウェアの動作に問題が生じます。 

Hosand TrainMe Coachをインストールする前に全てのアプリケーションを終了させて下さい。 

Hosand TrainMe Coachのインストールは、PCのDVDドライブにインストールCDを挿入するか、 

E-mailに添付されている専用のリンクからダウンロードすることによって自動的に開始されます。 

手動でインストールを実施する場合: 
 Windowsコントロールパネルからスタートを選択し、コンピューターリソースを選択します。 
 CD-ROMまたはDVDのアイコンの上でダブルクリックします。 
 ダブルクリックした後に表示されるウィンドウのSetupをクリックします。 

ヒント:上記に記載されている手動によるインストール手順はWindows XP向けのものであり、 

その他のOSと実施方法が異なるかもしれません。 

. 
インストールの仮定で使用するウィザードが表示されるので推奨された選択を確認することや手順通りに実施する必要 

があります。 
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アプリケーションの基本コンセプト(概念) 

Hosand TrainMe Coachはウェブを介したフィジカルトレーニングの管理に特化したソフトウェアアプリケーションです。 
ウェブを使用することによって, ソフトウェアがアスリート(ユーザー)によって作成された心拍のデータを受信することや 

MINIcardioから心拍データファイルをダウンロード、ワークアウトの管理、特定のエクササイズ．．．を登録した 

アスリート(ユーザー)に送信することが可能です。 

Hosand TrainMe Coachは以下の画像よりも詳細に情報が登録されたプロフィールを、それぞれのアスリート(ユーザー)の 

トレーニングブックに分析されたデータを保存していくことができます。 

ソフトウェアの初期設定 

ソフトウェアの起動及び使用方法 

Hosand TrainMe Userの使用方法: 

 Windowsのコントロールパネルバーからスタートを選択し、すべてのプログラム→ Hosand 

→ TrainMe → TrainMe Coachの順位選択して下さい。 

デスクトップ上にある TrainMe Coachをダブルクリックします。  

ソフトウェアの登録 

初のソフトウェアの起動の際に以下のアカウント登録フォームが表示されます。 

アカウントの登録にはエスアンドシーコーポレーション(国内総輸入代理店)より送付されたE-mailに記載されている 

パスコードを入力して下さい。 

注意:ライセンスの登録にはインターネット環境が必要です。 
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ソフトウェアの使用方法 

ソフトウェアはカレンダー表示形式です。 

指定した日付のデータを確認するには       の見出しテーブルを選択するか、 

カレンダー上のデータが保存されている日付を選択して下さい。 

ユーザー(アスリート)の管理方法 

を選択して、ユーザーのデータ管理のフォームに入ります。 

- 
新規ユーザーの作成方法 

新規ユーザーを作成するには     を選択し、登録に必要な情報を正確に入力して下さい。 

: 
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注意：すでにMCsoftをご利用の場合はMCsoftに作成されているユーザーデータを 

TrainMe Coachに転送することが可能です。 

. 

 
を選択すると以下の画像の様にアスリートリストが表示されます。 

アスリートを選択し、以下に記載されている手順に従って登録して下さい。 

一度個人のデータが完全に編集されると、ウェブにアップロードされたHRファイルとワークアウトフォームの送受信が 

可能な、新規のTrainMe Userのライセンスを作成するために適切なボックスに通知することができます。 

を選択して続行して下さい。 
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必要な情報を入力した後に     を選択して下さい。 

ヒント: ユーザー情報を入力する際は十分に気を付けて下さい。/ TrainMe Userライセンスを 

アクティベート及び登録するために、ユーザーは登録手順の最後の画面でE-mailアドレスを 

登録する必要があります。 

次に      を選択して下さい。 
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アスリートのデータを自身以外の指導者(コーチ)と共有することが可能です。共有された指導者はHRファイルのコピー 

または、ワークアウトの詳細を権利に応じて受信することができます。 

. 
ヒント: この最後の手順は後で実施することも可能です。. 

次にコンティニューを選択します。 
ユーザーを共有する方法 

を選択し、トレーナーのコードを編集することで、HRファイルやワークアウトの記録を 

他の指導者と共有することに関してのルールを選択することが可能です。 

を選択します。 

以下のメッセージが表示されます。 
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Yesを選択し、入力した情報の全てを確認して下さい。 

上記の画面はTrainMe Userのアクティベーションの際に入力を求められるTrainMe Userライセンスの登録情報です。 

この情報はE-mailによってユーザーに送付されます。 

を選択すると以下のメッセージが表示されます。 

注意: McSoftのソフトウェアがTrainMe Coachを使用することで受信したHRファイルを保存するために 

各ユーザーのフォルダーを作成します。(詳しくはMcSoftのユーザーガイドをご覧下さい。) 

以下の画面はMcSoftの画面です。: 

ここまで来ればTrainMeの準備は完了です。 
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- 登録したユーザーの削除方法 

既存ユーザーを削除するには、ユーザーリストから削除したいユーザーの行が青色で表示されいるのを確認し、 

削除ボタンを選択して下さい。→ 

次に下記のメッセージが表示されます。 

データを削除する場合は「Yes」、削除をキャンセルする場合は「No」を選択します。 

注意: McSoftからデータが削除されることはありません。 

- 登録したユーザーの個人データの修正方法 

既存ユーザーの個人データを編集する際、, ユーザーのデータをリストから選択して下さい。 

 以下の画像の様に選択されているデータが青色で強調されます。  次に    を選択します。 

その後各ユーザーの記録されたデータが表示されます。 
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データを変更する際に必要があれば、‘Sharing rules’についての以下の項目をご参照ください。 

- 
他のコーチ(指導者)とアスリートのデータをシェア(共有)する方法 

他のコーチとアスリートデータをシェアすることが可能です。これは最初にアスリートとデータを共有したコーチが受信した

心拍データやワークアウトデータのことを表しています。 

ヒント: 後で設定を変更することができます。 

Press next to continue. 

- ユーザーをシェア(共有)する方法 

を選択しユーザーのデータを共有するコーチのトレーナーコード(ライセンスキー)

を入力して下さい。その後HRファイルを共有するか、またはワークアウトファイル

を共有するのかを選択することができます。 
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その後 
変更作業が終了します。. 

- 複数人のユーザーを共有する方法 

を選択すると変更が完了します。 を選択すると 

複数のユーザーのデータを複数のコーチと共有することができます。 

multiple sharing ボタンを選択して下さい。 

左側にあるリストから共有したいユーザーを選択した後、  【add sharing rules】を選択します。 
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リストからコーチを選択し、トレーナーコード(ライセンスキー)とsharing  rules(共有にの設定)を実施して下さい。 

そのあと     を選択するか、      したい場合はCancelを選択して下さい。 

共有作業を繰り返す必要がある場合は            を 

選択し、必要が無い場合は【Cancel】を選択して下さい。 
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トレーニングブック 

トレーニングブックでは作成したワークアウトをユーザーに送信することや、ユーザーとコーチはユーザーによってアップロ

ードされたHRファイルを受信することができます。 

データがアップデートされると以下の画面が表示されます。 

 

 

ダウンロードのメッセージ、ウェブアップデートによるHRファイルやワークアウトが更新表示が表れた際は、その画像を 

クリックして下さい。クリックすると受信したデータのログが表示されます。 

- HRファイルのウェブダウンロードの方法 

データリストから表示したい日付のダウンロードファイルを選択して下さい。 

データが1度クリックされるまでデータの表示は太字で表示されております。 
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下記画面の様にHRファイルのグラフ画面を表示するため、取得したファイルをクリックして下さい。 

HRファイルは自動的にMcSoftのソフトウェアに記録されていくと共に、McSoftで分析も行うことができます。 

以下がMcSoftの使用のイメージです。詳細はMcSoftのユーザーズガイドをご参照ください。 
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- 新しいワークアウト(トレーニング) 

トレーニングセッションの管理はアクティビティマネージャーを基にワークアウトの作成を可能にし、 

コーチが勤務中に自身でカスタマイズしたワークアウトメニューを記入することができます。 

 
注意:ソフトウェアを初めて起動した際はライブラリーの中はもちろん記録が何も入っていな状態です。 

   コーチ自身がニーズに合わせてトレーニングメニューやトレーニング構成図を作成する必要が 

   あります。 

この組織図を用いることによって、トレーニング作成や競技トレーニングの分類が明確になります。 

 
下の図はオリジナルで作成したトレーニング構成図のサンプルです。 

o アクティビティマネージャー 

を選択して以下のオプション画面にアクセスして下さい。 
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o トレーニング構成図の編集方法 

組織図の編集を選択してトレーニングプランの変更や機能の設定に 

進むことができます。 

デフォルト設定では以下の4つが表示されています。 

ヒント: 各トレーニング記録は項目の種類によってカラー背景が色分けされます。 

   この機能は同じ種類のトレーニングや活動を識別するに役立つ機能です。 

トレーニング組織図の作成方法 

typologyからマウスを右クリックしてスポーツの種類を選択して下さい。 

: 

競技別に選択が可能なのでドロップダウンメニューから選択して下さい。 
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この設定で3つレベルに区分けしたトレーニングプランの作成が可能です。 
1) 選択した競技名の上で右クリックして下さい。 

次にAdd Element Lev.1を選択して下さい。 

この項目は名前を変更することができます。 

以降の項目から同じ表に編集することができます。. 

ヒント:トレーニング組織図の全ての項目を使用する必要はありません。 

必要に応じてレベルを使用できます。 

全ての手順が完了したら【OK】を選択して下さい。 or leave it using 
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o New Activity 

を選択すると新規ワークアウトを作成できます。 

1) フィールドの記述スペースを使用して作成する活動の名前を編集します。 

2) 【Select a location in structure】を選択することでトレーニングの区分することができます。 

3) トレーニングのと特性や定義を右側のボックスから選択しマウスでドラッグして選択することが可能です。 

トレーニング定義を削除したい場合は、その項目を選択してキーボードのDELETEキーを選択して下さい。 

ヒント: オリジナルの項目を作成することができます。 

を選択すると新規の項目の作成画面に移ります。 
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トレーニングの特性を定義づける設定方法 

項目の種類 
特性の種類は特性の行動の現れです。作成したトレーニングプランと結びついています。トレーニングプランが 

ワークアウトで使用される際に分析データ生じている 

ドロップダウンメニューから5つの値を選択することができます。 

下記のテーブルはTrainMe CoachとTrainMe Userで異なる表示形式の一覧です。 

 

Attribute kind 

Entry value 

Parameter 

Hidden Parameter 

Calculated 

Hidden Calculated 

From the Coach point of view 
 
Behaviour in     Visualization in 

the workout     data analysis 

visible and 
editable 

From the User point of view 

 

Behaviour in the         Visualization in 

Workout                     data analysis 

デフォルトの表示 

デフォルトの表示ではコーチが作成するトレーニングのお好みに合わせて編集することができます。 

一度使用されたワークアウトはデフォルトの表示で表示されます。(あとで編集することも可能です。) 
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Equal to or as in the 
formula 

Equal to or as in the 
formula 

Equal to or as in the 
formula 

Visible as in the 
formula 

Visible as in the 
formula 

Visible come 
da firmula 

Visible as in  
the formula 
da firmula 

Visible and 
editable 

Visible and 
editable 

Visible and editable 

Visible and not editable 

not visible 

Visible as in the formula 

non visible not visible 

Visible asin the 
formula 

not visible 

Equal to or as in 
the formula 

Equal to or as in 
the formula 



計算式 

計算式を編集することや編集した計算式を活動の種類に応じて使用することができます。 

下記の一覧から使用したい項目選択することで以下の様な様式で活用できます。 

を選択することで言葉を選択することができます。 

数式の計算に必要なリンクと特性のエリアから決まり文句を作成し使用するためにすべての要素をドラッグします。 

 

例題：この計算式はワークアウトフォームに記載された距離と時間のデータを使用した時速(km/h)を計算するためのものです。 

注意: 計算の便利な点として、単位は以下のルールで使用されます。 

hours = {Time}*24 
minutes = {Time}*24*60 
seconds= {Time}*24*60*60 

ヒント:計算式を採用した特性をどのようにして管理するか特性の種類を選択して下さい。 

を選択して計算式を完了させる 

か 

を選択してキャンセルして下さい 

新しい活動の作成が完了したら    を選択するか              を選択す

ると保存せずに終了します。  
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o新規ワークアウト記入方法 

【Insert Workout】または【New Workout】を選択することでトレーニングブックの日付表示からワークアウト 

を作成することができます 

ワークアウトの管理が行えるよう新しいウィンドウが表示されます。 

初めてソフトウェアを起動した際は活動ライブラリーは空の状態です。コーチの必要に応じてオリジナルの 

トレーニングを作成することを求められます。アクティビティマネジメントセクションをご覧頂くか活動マネジメント 

の機能をご利用ください。画面右下に各ツールがあります。 

modify an activity(アクティビティを編集する) 

copy an activity(アクティビティをコピーする) 

erase an activity(アクテビティを削除する) 
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ログ (リストの送信や受信した情報を表示します。) 

ログを選択すると送受信したHRファイルやワークアウトを表示します。 
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MINIcardio(デバイス)本体からHRファイル(計測データ)をダウンロードする方法 

MINIcardioに取りためられたデータをダウンロードするためにIrDaドングルをパソコンのUSBポートに挿入し、 

【Heart Records】を選択して下さい。⇒ 

MINIcardioデバイスをIrDaポートに近づけてアクティベーションボタンをビープ音が聞こえるまで押してください。 

ビープ音が聞こえたらアクティベーションボタンから指を離します。 

デバイスから適切にデータが転送できた場合、以下のメッセージが表示されます。 

まれに下記の警告メッセージが表示される場合があり、データのダウンロード中はソフトウェアがMINIcardioの 

動作確認作業を行います。 

注意！:これらのメッセージが表示される場合は、MINIcardioの操作を正確に行って下さい。. 

その使用についての詳細はMINIcardioの管理方法をご覧下さい。 
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リラックステストを実施するにはRRモードに設定しておく必要があります。何か突然のトラブルで心拍数の記録が 

RRモードでない状態になった場合は、MINIcardioの管理方法をご覧下さい。 
 

(例)バッテリーを取り換えたにもかかわらず、上記のメッセージが表示された場合はMINIcardioの管理方法で 

時間が設定されていないことがわかります。HRレコードが2005年の日付で保存されるという現象が起こります。 

MINIcardioのバッテリーの交換後、データを計測保存する前に基準日のアップデートを実施して下さい。 
 
ダウンロードが完了するとすぐに、下記のデータの概要が表示されます。 

「アスリートを選択」し、HRファイルにコメントを追加できます。MINIcardioのメモリーに1つ以上の記録が保存されている

場合ソフトウェアがその記録がすでにTrainMeに保存されているデータ、または保存されていないデータと自動認識します。 

HR filesを保存する場合は【OK】を選択して下さい。 

各記録はトレーニングブック内に相当する日付の記録として自動的に保存されます。. 
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or 

上記のアイコン、またはメッセージをクリックするとウェブを介してHRファイルを送信することができます。 
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リラックステストの分析 

←リラックステストのアイコンを選択すると下記の画面が表示されます。 

本ソフトウェアはHR(心拍)のピークを異常を検知するためにアルゴリズム計算を採用しています。リラックステストを実施中

に動いたりすると異常値が発生します。上記の例の様に赤色で強調されている部分の心拍は異常値を検出した部分で、リラッ

クステストの結果に反映せずに分析します。 

下記の機能を使用することによって手動でHRファイルの山(ピーク)を削除することができます。 

[cut]:cut off a part of the record(記録の一部を切り取る) 

[copy]:copy a part of the record(記録の一部をコピーする。) 

[paste]:paste the part of record that has previously been copied.(以前にコピーされた過去の記録一部の貼り付け) 

 
全てのテスト結果を有効化及び視覚化するには 

          を選択します。 を選択すると分析しません。 
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注意: テスト結果は各ユーザーの個人詳細情報を基に傾向を把握します。テスト結果を確認するためには最小 

でも連続した3日間のデータが必要です。 

3回目のデータから温度計の様なグラフで分析を確認することができます。 

テストを有効化するために【Confirm】を選択し、             を選択するとキャンセルします。 

リラックステスト分析の読み取り方 

グラフの左端と右端に表示されている全ての数値はソフトウェアにより算出された数値です。この数値はテストを 

保存するたびに計算されアップデートされていきます。これによって各アスリート(ユーザー)のHRVコンディションは 

アップデートされた情報を得ることができます。 

青色の線はテスト結果と対応するステータスを表しています。 

【警告】のエリアは赤く表示されており、左やその手前付近にあるときはひどく疲れている状態を表しており、 

右側の赤いゾーン以降は【過活性】を表しています。 

数日間、同じ項目がどちらかの赤色のエリアにある場合は、可能な限り早くユーザーに【警告】を伝えるべきです。 

分析されている項目： 

General Energetic Condition【一般的エネルギー状態】 

これは身体活動を行うための潜在能力を表しています。言わばガソリンタンクのような

ものです。 

 Response to the stressor stimuli【ストレス刺激に対する反応】 
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(前頁の続き)これは仕事や競争社会、エネルギーを必要とする身体活動に対する、生理学的な準備状態を意味します。 

 

この項目は、交感神経と副交感神経システムのバランスや自律神経の活性化の度合いを同時に読み取る必要があります。 

Yellow zone = Functions stability  Blue zone = Activated functions 
(副交感神経優位状態)            (交感神経優位) 

              Middle Zone = Homeostatic balance(恒常性) 
Recovery: 
(回復状態) 
個人のリカバリー状態を測定する指数です。 
 
General Energetic Condition 【一般的エネルギー状態】とRecovery 【回復状態】はその日の 

トレーニング負荷を決断させてくれる重要な指数です。 

Status:【ステータス】 

ステータスはレッド、ピンク、イエロー、ライトグリーン、グリーンの5つの信号機をイメージした色と交感神経の 

活性化からリカバリーレベル(度合)を表しています。 

同じ位のリカバリーレベルでもイエローとピンクがある様に興味深い発見があるかもしれません。 

(この場合は体内のストレスが関係しています。) 

この信号機のサインはリカバリーのグラフから直接リラックスの傾向を確認できます。 
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EXAMPLES 

注意！：下記の例は評価方針の大まかな例です。全てのケースに該当するわけではありません。 

例1 

アスリートは完全に回復しています。超回復状態にあるので高強度のトレーニングを推奨します。 

例 2 

選手はかなり回復していますが恒常性の回復メカニズムはまだ活性化されているため、この場合は中強度のトレーニング 

を推奨します 

 

例3 

選手は回復していませんが恒常性のメカニズムは活性化されています。このような場合はリカバリートレーニング

を推奨します 
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例4 

選手がとても疲労している状態です。このような場合は休息することを推奨します 

例5 

General Energetic ConditionとRecoveryのレベルが中央より少し右側にあり交／副交感神経バランスが 

黄色ゾーンにある場合は、それに応じて中・高強度の負荷でトレーニングを実施できます。 

 33 di 49 
NUMPAGES 



 “Relax Analysis”では分析の傾向を示すことができます。 

・アスリートを選択 

・指定したX週間分のデータにフィルターをかける 

・最新の分析が表示されていないときにクリックします 

傾向(この画面に表示されるの)は個人の一般的エネルギー状態や回復メカニズムのそれぞれの

項目と、それらに関係する追加項目の分析を表示する折れ線グラフです。 

横軸は日付を示し、各点はその日々のテスト結果を表しています。 

2つの赤いストライプはメーターバーの「警告ゾーン」を示します。 
各日付の点にカーソルを合わせるとてテスト記録に追加されたコメントを読むことができます。 
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5つのパラメータは全体のステータスを示しています。 

General Energetic Condition:  (一般的エネルギー状態) 
身体活動を行うための潜在能力を表しています。(車でいうガソリンタンクに当てはまります。) 

Stress from Adaptability:     (ストレス刺激に対する適応性) 
過労や精神的緊張による中枢神経系の活性化の指標です。 
通常は白い部分の下半分に位置します。非常に低い値または非常に高い値は、中枢神経系の内部バランスの回復や、自律神経

へ「警告」を表しています。 

Response to the stressors stimuli and Parasympathetic:      (ストレス刺激と副交感神経への反応) 

それらは自律神経系の活性化を表し、2つの要素は交感神経と副交感神経と呼ばれています。 
その2つ自律神経システムは交互に活性化しホメオスタシス(恒常性)として知られ身体内のバランスを修復しています。 

例としてストレス刺激に対する反応が過緊張状態のレッドゾーン(警告ゾーン)で継続し、交感神経が 

過活性状態より低いゾーンで継続している場合は過緊張状態であることがわかります。 

Balance between parasympathetic and sympathetic:     (交感神経と副交感神経のバランス) 

ストレス刺激(トレーニング、試合、不眠症など)に対する交感神経と副交感神経2つのシステム間のバランスは非常に重要であ

り、テストグラフからは交感神経及び副交感神経のバランスを見ることができます。 

Sympathetic= physiological stress in act 交感神経＝生理的ストレスによる作用 
Parasympathetic = stability of physiological functions 副交感神経＝生理機能の安定性 
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最後の3つのパラメータは体内のRecovery(ホメオスタシス：恒常性)を示しています。 

Restoration mechanisms, recovery mechanisms and recovery:  
(修復機構、回復機構、回復レベル) 

修復機構は精神的緊張による回復レベルが低下してすぐに活性化されます。 

それに応じて回復機構が活性化され、回復レベルが有効になります。 

 36 di 49 
NUMPAGES 



Evalution Grid”では信号カラーのステータスで一斉に多くの選手を比較することができます。 
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Data analysis：(データ分析) 

“Data Analysis”はWorkoutから集めたデータを基に統計分析する機能です。 

この機能をできるだけ明確にするため5つのエリアに区分しています。 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Box of Values 
Table of analysis 
Parking area 
Charts 
Management of customized visualization 

1) Box of Values 
Value boxでは分析を行う値を選択することができます。(ポイント2を参照) 

白い三角形をクリックすると表示したい値のリストが表示されます。 
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:選択した項目から上に1項目ずつ移動する。 

: select all listed values 全ての項目を選択する 

: deselect all listed values 全ての項目を非選択状態にする 

: invert selection 選択項目と非選択項目を反転させる。 

: 選択した項目から下に1項目ずつ移動する 

注意：マウスを使用して項目の上げ下げを行うこともできます。 

: 選択を決定する 

: キャンセル 

2) Table of analysis 
“Table of analysis”はExcelの様にご利用いただくことが可能です。 
                    The area of columns 縦の列(列) 
                    The area of rows 横の列(行) 
 Table of Analysisのパーキングエリアから項目をドラッグするためにマウスで左クリックを押します。 
 分析に必要な全ての項目をこの方法で使用することができます。 

パーキングエリアの行と列、そして項目を自由に選択することや分析にフィルターを作成することもできます。 

リストの値を見るには白い三角形をクリックして下さい。 
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: choose all values in the list 全ての項目を選択 

: choose no values in the list 全ての項目を選択を解除 

: reverse selection 選択項目と非選択項目を反転 

 リストの中からフィルターをかけて検索 

単語またはその一部をリストボックスで検索することができます。 

Then: 

: 選択済みフィールドにフィルタを適応させる 

           : 設定されていないフィールドにフィルタを適応させる 
: 選択の決定 

: キャンセル 
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MINIcardioの管理方法 

←DownloadHRから▼ボタンをクッリクしてオプションメニュー 

を選択して下さい。 

を実施する方法はMINIcardioのHRファイルをダウンロードする方法の 

26ページを参照してください。 

ファイルが保存されているフォルダーからHosand file(.cfd), polar (.htm) o garmin (.tcx)の 

形式でファイルをインポートすることができます。 

MCSoftにインストールされているアーカイブファイルをインポートすることができます。 

TrainMeCOACHのすでに保存されているデータ、または保存されていないデータをフィルターにかけて 

検索することができます。 

インポートされたファイルを選択し、「Import Selected」をクリックします。 
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USBポートにIrDAを接続し、接続できたら”Minicardio Control Panel…”をクリックしてください。 

以前にMc Softで実施したリラックステスト分析のデータをインポートすることも可能です。 

 

 

インポートされたファイルを選択し、「Import Selected」をクリックします。 

をクリックするとインポートのセクションからログアウトします。 
下記の”Minicardio Control Panel”からMINIcardioの機能を管理することもできます。 
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下記画像の様にコントロールパネルが表示されます。 

本体をIrDAから5cm程離し、MINIcardioデバイスをIrDaポートに近づけてアクティベーションボタンをビープ音が聞こえるま

で押してください。ビープ音が聞こえたらアクティベーションボタンから指を離します。 

一度適切に接続されたデバイスはユーザーのデバイスとしてソフトウエア上に表示されます。 

注意: IrDA赤外線通信は電力消費が多くなります。バッテリー寿命を長持ちさせるためできる限り電力消費を制限しています。 
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“Date/Time”ではデータとPCの時間を合わせることができます。 

“Temperature”では現在の気温を検知し記録します。現在の適切な温度を入力しOKを選択します 

次のメッセージが表示された場合：                       不正確なデータ取得の危険性を回避

するため本体のバッテリーを交換しなければなりません。 

次の手順に従ってバッテリーを交換してください。 

- MINIcardioのバッテリー交換方法      

1.コインまたはドライバーを使い、バッテリーカバーを外してください。 
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2. 古くなった電池を外し15秒間放電させる前に、電池ケース内部にプラス極とマイナス極をショートさせ 

  その後新しい電池を挿入します。 

3. 新しいバッテリー(CR2032 タイプ)を下記の様に挿入して下さい。デバイスの爪部が電池のプラス極側にあたる様に 

して下さい。 

 

4.カバーを元に戻します。 

注意：電池ケースを閉じたらLEDが消えるまでボタンを押さずに待ちます。電池交換後”Minicardio Control Panel” 

(コントロールパネル)より“date/time”(日付)と” temperature”(気温)のアップデートを行ってください。 

このメーターは利用可能なメモリー空容量表です。新しいデータをPCにダウンロードする際はバッテリーの余分な 

消費を防止するために1度PCに転送したデバイスに残っているデータを削除することを推奨します。 

 

データの削除方法を下記に記載しています。 

- デバイス内のデータの削除方法    

本体内のデータを削除するためには右親指で小さいボタンを左親指でアクティベートボタンを押します。 
押すとすぐにLEDが数秒点滅するので両ボタンから指を外し、LEDが点滅している間にアクティベートボタンを押します。 

これでデータの削除が完了します。 
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Options Tab  (オプションタブ) 

レコーディングモード 

3つの異なるモードで心拍を測ることができます。 
8R:8拍の平均心拍を記録 
4R:4拍の平均心拍を記録 
RR:1拍ごとの心拍を記録 

心拍数モニターの記憶容量は心拍数と記録するモードによって異なります。 
目安として平均心拍数が推定120拍(bpm)の場合は下記の時間分を保存できます。 

Hosand MC030 
64 hours 
32 hours 
8 hours 

Mode 8R 
Mode 4R 
Mode RR 

重要：RRモードでは本体に65,000拍の心拍を記録することが可能です。 
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Target Zone Buzzer (ターゲットゾーンブザー) 

あらかじめ設定した最小/最大心拍数を超えた時と越えなかった時に聴覚信号としてビープ音が鳴る様に設定できます。 

ビープ音は心拍が頻繁に上限を上回る際と頻繁に下限を下回る際に鳴ります。 

 
ターゲットゾーン機能はより心拍モニターの電源が入った状態でペーサー機能が有効になっていない時に小さい方のボタン

を押し続けることによってアクティベートされる場合があります。 

もう1度小さいボタンを数秒間押すとターゲットゾーン機能は無効化される場合があります。 

電気シグナルは電極と心拍モニターと変換されたラジオ信号を変換することによって処理され、この種類デバイスは 

大抵の広域伝送規格の検知されます。 

このシグナルはスポーツトレーニングやフィットネス向けの他社製品のハートレートウォッチや5kHzの信号受信機であれば

受信可能です。(cycle-computerやトレッドミル等) 

MINIcardioはリラックステストに用いる聴覚プロトコルを事前に内蔵しております。自動的に作動させるか手動でさせるかを

選択すことができます。小さい方のボタンを2秒間押します。自動設定にする際はオプションから”control panel” 

(コントロールパネル)を選択し設定して下さい。 

 

設定を変更する際は必ず       のアイコンを確認し設定変更を完了させてください。 

を選択するとコントロールパネルに接続します。             を選択すると 

接続を解除します。 

注意: IrDA赤外線通信は電力消費が多くなります。バッテリー寿命を長持ちさせるためできる限り電力消費を制限しています。 

 47 di 49 
NUMPAGES 



“Option”では機能設定を行うことができます。 

Options (オプション) 

General(一般) 

 
画面表示が小さい場合全てのアイコンを表示することができない場合あります 

 

右側のアイコンからテキストを削除することで画面スペースを縮小し、左側のアイコンを表示することができます。 

Registration(登録) 
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Applications(アプリケーション) 

TrainMe Coachを使用するには事前にMCsoftをインストールしなければなりません。 

チェックを外すとTrainMeCOACHのみのデータ保存を有効にし、MCsoftへの自動保存を無効にすることができます。 

チェックを外すとアプリからフラッグが消えます。 

Maintenance (メンテナンス) 

                                     再転送が必要な場合は、受信者がデータを受信されなかった時に再送信を強制するこ

とができます。1度”Web Update”を押すと自動的に無効になります。 

IrDA/USBポートのPC管理がMINIcardioの正確な通信を規定します。 

通信が困難な場合、”Mode L”に設定し再度通信を行うことができます。 
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