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1. 製品紹介

運動、「心」から！

ＨＲ６０は新しいアームバンド光電心拍数モニターであり、簡単に着用し、

快適で、正確で反応性の高いで、サイクリング、ランニング、フィットネスなど

のスポーツシーンに使用されます。同時に、その製品は相性よくて、ANT＋と

BluetoothBLE4.0 経由、心拍数のデータを、携帯電話、コードテーブル、腕時計、

その他の受信デバイスにリアルタイムで送信されます。これは、科学的な動きに

役立ちます。

重要な注意

この製品は補助的な運動のためのものであり、医学的アドバイスを置き換えるこ

とはできません。

2. 製品アクセサリー

 HR60 ホスト

 非アレルギー性なハイグレード素材アームバンド

 充電ベース

 マイクロ USB 充電ケーブル

 多言語説明書

3. 機能と操作指示

3.1. 着用
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心拍数モニターが肌に近づき、腕バンドが運動中に動かず快適に影響しない

ように、腕バンドの長さを調整するために、下の図の着用位置を参照してくださ

い。

重要な注意

左腕と右腕の両方を装着できます。

腕の着用方法については、イラストに従って厳密に着用してください。着用位置

が間違っているか、あまりにも窮屈な着用は、心拍データの精度に影響します。

3.2. ブート シャットダウン

 ブート：1 秒間押し続けると、青い LED が素早く 5 回点滅します

 シャットダウン：1 秒間押し続けると、赤い LED が素早く 5 回点滅します

3.3. 充電

 充電手順

① ② ③
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 通常の充電：赤色 LED がゆっくり点滅する

 充電完了：青色の LED は常に点灯しています

3.4. バッテリー表示

 電源投入時のバッテリ不足アラーム：デバイスの電源を入れると、赤い LED

が 5 回点滅してから消灯します。

 作業中の電池切れアラーム：デバイスが正常な動作状態にあるときは、赤色

の LED が毎分 5 回点滅します。

3.5. 心拍数表示

LED 状態 心拍間隔

ピンクの光がゆっくりと点滅 ≤130BPM

青い光がゆっくりと点滅 >130BPM && ≤160BPM

赤い光がゆっくりと点滅する >160BPM

4. 支持设备 サポートデバイス

HR60 は相性よくて、ANT＋と BluetoothBLE4.0 経由、心拍数のデータを、携帯

電話、コードテーブル、腕時計、その他の受信デバイスにリアルタイムで送信さ

れます。（信デバイスは、標準の ANT + / Bluetooth プロトコル BLE4.0 をサポ

ートしていることを確認します）図に参考する。
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5. 基本パラメータ

製品サイズ 48 * 38 * 12mm

製品重量 ホスト 17g

アームバンドの長さ 376mm(腕囲 20cm-34cm)

充電時間 2.5h

勤務期間 20 時間の心拍数の連続モニタリング

防水仕様 IPX7

通信方式 ANT+/BLE

LED 表示 レッド、青、ピンクのインジケータライト

使用温度 -10°C- 50°C

运动器材 手机

码表 智能手表
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6. 产品保养 製品のメンテナンス

この製品は、安定した性能と長寿命を保証するための注意事項に従います。

 心拍ホスト

使用後は柔らかいタオルで拭いてください。ケミカルクリーナーは使用しな

いでください。

 アームバンド

使用後は、明確な船乗りでアームバンドを洗って乾かしてください。アーム

バンドを洗濯機や乾燥機に入れないでください。

ケミカルクリーナーを使用しないでください（ケミカルクリーナーにより、アー

ムバンドの寿命が短くなり、寿命に影響する場合があります）；

急激な酸化を避けるために、気密な材料にデバイスを置かないでください。涼し

く乾燥した場所に保管してください。

7. 障害の説明

 機器の故障:赤色の LED が 10 回点灯すると、すぐに点滅します。

8. 免責事項

本書に記載されている情報は参考用ですので、内容や手順が機器そのものの機能

と異なる場合は、機器が優先され、Wuhan Qiwu Technology Co.、Ltd.には通

知されません。

9. 連絡先

公式サイト: www.igpsport.com

http://www.igpsport.com
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メーカー : Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

住 所: Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China.

サービスコール:（86）027-87835568

メールボックス: service@igpsport.com

mailto:service@igpsport.com
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