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スイム、
スイム、バイク、
バイク、ランの
ランの各種目に
各種目に最適な
最適な新 機能を
機能を搭載

心拍計測機能付きトレーニングコンピュータ
心拍計測機能付きトレーニングコンピュータ
「RCX5」
」を 6 月 15 日より発売
より発売
ポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区幡ヶ谷／代表取締役社長：ジョニー・ワシン
トン）は、スイム、バイク、ランの各種目やトライアスロンの愛好者に向けて、効果的なトレーニングをサポー
トする心拍計測機能付きトレーニングコンピュータ「RCX5」を 6 月 15 日より全国のポラール正規店にて発
売します。
複数の競技種目を組み合わせるスポーツの中で、スイム、バイク、
ランを組み合わせたトライアスロンは近年愛好者が増加しつつありま
す。そうした中、レベルアップを望む愛好者を中心に、従来までの自
転車、あるいはランニング専用のトレーニングウォッチから、ひとつの
ウォッチでそれぞれの種目に対応し、効果的なトレーニングの計画
から実施、分析を総合的に可能にする製品へのニーズが高まってい
ます。
今回新発売する「RCX5」は、レベルアップを望むこれら各競技種
目の愛好者に対し、最適な機能を備えています。身体のコンディショ
ン状態から最適な心拍トレーニングを提案する「ゾーンオプティマイ
ザー機能」や設定した目標距離/タイムに対する遅速を表示する「レ
ースペース機能」、そして、スイム、バイク、ランの現在行っている種
目をセンサーで認識し、種目変更を簡単に、かつ短時間で可能にす
る「スポーツプロファイル機能」を搭載しています。 また、ポラールの
オンライン・トレーニング・ダイアリーである
「polarpersonaltrainer.com」も各種目のトレーニング向けに機能を
強化しました。

「RCX5」
オフィシャルサイト

http://www.polar.co.jp/ja/rcx5/

詳しい特徴につきましては、別紙をご参照ください。
＜RCX5 セット商品概要
セット商品概要＞
商品概要 ＞
製品名

RCX5 RUN ブラック

製品名

RCX5 BIKE ブラック

希望小売価格

46,620 円（税込）

希望小売価格

40,950 円（税込）

発売予定日

2011 年 6 月 15 日

発売予定日

2011 年 6 月 15 日

カラー

スマートブラック

カラー

スマートブラック

RCX5 本体

セット内容

RCX5 本体

セット内容

®

®

WearLink +Hybrid トランスミッター

WearLink +Hybrid トランスミッター

s3+ ストライドセンサーW.I.N.D.

スピードセンサーW.I.N.D.

データリンク

データリンク
バイクマウント リストバンド用

製品名

RCX5 GPS ブラック

製品名

RCX5 ブラック（基本セット）

希望小売価格

49,980 円（税込）

希望小売価格

37,800 円（税込）

発売予定日

2011 年 6 月 15 日

発売予定日

2011 年 7 月中旬予定

カラー

スマートブラック

カラー

スマートブラック

RCX5 本体

セット内容

RCX5 本体
®
WearLink +Hybrid トランスミッター
データリンク

セット内容

®

WearLink +Hybrid トランスミッター
G5 GPS センサーW.I.N.D.
データリンク
ポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社
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＜ 主 な特 徴 ＞


その日
その日 のコンディションから
のコンディション から最適
から最適な
最適 な 心拍トレーニングを
心拍トレーニングを提案
トレーニングを提案する
提案 する「
する「 ゾーンオプティマイザー機能
ゾーンオプティマイザー機能」
機能」
「ゾーンオプティマイザー機能」は、コンディションの良い日にはトレーニングの強度を上げ、数日連続したトレーニ
ングをしている時や体調がすぐれない時は、トレーニングの強度を下げ、修正するプログラムです。



目標距離/タイムに
目標距離 タイムに対
タイムに 対 するペースの
するペース の遅速を
遅速 を表示する
表示する「
する「 レースペース機能
レースペース 機能」
機能」
設定した目標距離/タイムに対する現在のペースの遅速をディスプレイに表示し、目標に合わせてペース調整をサ
ポートします。



マルチスポーツの種類
マルチスポーツの種類変更
種類 変更を
変更 を簡 単 にする「
にする「スポーツプロファイル
スポーツプロファイル機能
プロファイル機能」
機能」
複数の競技種目にわたるトライアスロンやアドベンチャーレースなどの実施時に、現在行っている種目をセンサー
が感知し、種目・対応変更を短時間で可能にします。



軽量・
軽量 ・薄型で
薄型で 機能的なデザイン
機能的なデザイン
軽量、かつ空気抵抗を考慮した薄型なデザインは走行を妨げることもなく、大型ディスプレイにはトレーニング時に
必要なデータが見やすく表示されます。



最新版
最新 版 の無料オンライン
無料 オンライン・
オンライン・トレーニング・
トレーニング・ ダイアリーによる
ダイアリーによるサポート
による サポート機
サポート 機
能 の大幅な
大幅な 強化
polarpersonaltrainer.com はトレーニングデータ（心拍数・スピード・
GPS 地図データ・カロリー消費量・体重・トレーニングロードなど）の
記録を分析することでトレーニングのモチベーション維持に繋がり、フ
ィットネスレベルの向上を確認できます。ユニークな機能として、ユー
ザーの目標に合わせたトレーニングプログラムを自動的に作成する
「トレーニングプログラム機能」、仲間と楽しくカロリー消費量やトレー
ニング時間を競うことでモチベーションを保つことができる「チャレンジ
機能」などの機能を搭載。polarpersonaltrainer.com の使用により、
ビギナーからアスリートまで効果的なトレーニングを自分のものにで
きます。



polarpersonaltrainer.com
カレンダー画面

小型軽量化した
小型軽量化 した新
した新 アクセサリー
従来製品より小型軽量化した新しい「G5 GPS センサーW.I.N.D.」※、「s3+ ストライドセンサーW.I.N.D.」※は、
「RCX5」と一緒に使用することで、スピードや走行距離を正確に算出することが出来ます。また、「G5 GPS センサ
ー」は、「polarpersonaltrainer.com」内の新しいマップビューで走行ルートを表示することも可能です。
※ 「G5 GPS センサーW.I.N.D.」¥17,000(税込)、及び「s3+ ストライドセンサーW.I.N.D.」(価格未定)は近日発売予定

ポラールについて
Polar Electro（本社：フィンランド／設立：1977 年）は、1982 年に世界ではじめてトレーニング用心拍数モニター装置
を開発した、心拍トレーニングのスペシャリストです。同分野のリーディングカンパニーとして 30 年以上にわたり、徹底
的な研究・分析に基づく革新的な製品を世に送り出してきました。その製品の正確さと性能の高さ、優れた心拍数モニ
ター機能はトップアスリートや専門家に認められ、世界中で使われています。現在、世界 80 カ国以上で販売されていま
す。ポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社は、ポラールの 100%子会社として 2009 年 3 月に設立されました。心拍ト
レーニング講習会「ポラール・ランニング・アカデミー」などの日本国内における様々な活動を通じて、スポーツにおける
心拍トレーニングの重要性をアスリートや一般の方へ広く訴求しています。
■

公式ホームページ http://www.polar.co.jp

【 本件に
本件に 関する問
する 問 い合 わせ先
わせ先】
報道関係の
報道関係の問 い合わせ先
わせ先
ポラール広報事務局 （株式会社プラップジャパン内） 中村・飛騨・藤沢
E-Mail：polar@ml.prap.co.jp

TEL：03-3486-6839

FAX：03-3486-0584

お客様の
客様 の問 い合わせ先
わせ先
ポラールお客様相談センター

TEL：0570-01-0111
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