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Bluetooth® SMART(4.0)搭載により、iPhone4S、iPhone5 にも対応 
スマートなパーソナル⼼心拍トレーニングを実現！ 

miCoach Heart Rate Monitor
マ イ コ ー チ  ハ ー ト  レ ー ト  モ ニ タ ー

 
for Bluetooth SMART
フ ォ ー  ブ ル ー ト ゥ ー ス  ス マ ー ト

 

4⽉月 10 ⽇日(⽔水)ついに発売!! 
adidas ONLINE shop と Apple Online Store の 2 店舗で初回数量限定発売！！ 

 
マルチスポーツブランドのアディダス  ジャパン株式会社（本社：東京都港区六本⽊木、代表取締役： 
ポール・ハーディスティ）は、『miCoach（マイコーチ）』シリーズの最新版となる『miCoach Heart 
Rate Monitor for Bluetooth SMART』(マイコーチ ハート レートモニター フォー ブルートゥース スマート)』を
4⽉月10⽇日(⽔水)より発売します。初回は、adidas ONLINE shopとApple Online Storeの2店舗のみ、1,300個を 
限定数として発売します。 
 
『miCoach Heart Rate Monitor for Bluetooth SMART』は、ユーザーの⼼心拍をタイムリーに計測し、iPhone
iPhone 4S、iPhone 5をはじめとする対応機種*1との同期により、リアルタイムで無料トレーニングアプ
リ「miCoachアプリ」でデータを転送。そのデータをもとに、あらゆるレベルや⽬目的、そして、ユーザー
個⼈人の⼼心拍強度にあわせたパーソナルトレーニングをリアルタイム 
⾳音声コーチングによってナビゲートしてくれるハート レート モニター(⼼心拍計)です。 
 
【『miCoach Heart Rate Monitor for Bluetooth SMART』とは】 

Bluetooth®4.0 対応機種内にはレシーバーとなるBluetooth®規格が内蔵されているため、
既存のiPhoneへのレシーバー(miCoach CONNECT)の装着を必要とせず、『miCoach 
Heart Rate Monitor for Bluetooth SMART』のみの使⽤用で、対応iPhoneへ⼼心拍データを転
送し、リアルタイムのコーチングを可能としました。 
レシーバーが不要になったことにより、仕様が異なる対応機種のDockコネクターに関係なく、軽量でよ
りスマートに⼼心拍数が受信できるようになったのも⼤大きな特徴です。 

アディダスに関する読者、一般のお客様からのお問い合わせ先 
アディダスグループお客様窓口 TEL：0120-810-654 (土日祝除く、9:30～18:00) 

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先 
アディダスジャパン広報事務局（ブルーカレント・ジャパン株式会社内）妹尾美樹、服部尽 

Tel：03-6204-4173 Fax：03-6204-4142 E-mail：adidas@bluecurrentpr.com 
※本プレスリリースおよび使⽤用画像は NEWS STREAM（http://news.adidas.com/JP ）からもダウンロード頂けます 



 

『miCoach Heart Rate Monitor for Bluetooth SMART』で計測した⼼心拍数を即座に「miCoachアプリ」に転送
することで、リアルタイム⾳音声コーチングを実現し、まるでパーソナルトレーナーが側にいるように、⼿手軽
で本格的な⼼心拍トレーニングを実践することが可能となります。 
 
「micoach.com」のトレーニングは、約3,000種と⾮非常に豊富なプログラムが存在します。すべてのプロ
グラムは、国内外のトップトレーナーやアスリートが最新のトレーニングメソッドの履修をしている、  
⽶米国アスリーツ パフォーマンス社*2が監修しています。その中でも「⼼心拍トレーニング」は、個⼈人により
異なる⼼心拍数を計測して、運動強度をコントロールしながら⾏行行う、限られた時間で最⼤大限の効果を上げる
トレーニングとして、多くのトップアスリートにも採⽤用されています。 
⼼心拍の強度を計測し、⾳音声コーチングにより適正値に保ちながら、ウォーキングやランニングをはじめと
するトレーニングを⾏行行うことで、効果的なトレーニングや脂肪燃焼の運動指針としてもご利⽤用頂けます。 
 
 
■『miCoach とmiCoach Heart Rate Monitor for Bluetooth SMART』の主な特徴   
 
○“あなただけのパーソナルトレーナー” 

  個々のユーザーの⼼心拍、レベル、⽬目標に応じてプランの選択が可能です。 
  トレーニング初回には⾳音声によるコーチングをしながら12分間、⼼心肺機能を測定するアセスメント 
  ワークアウトという事前計測トレーニングにより、ユーザーの⼼心拍基準にすべてのプランが置き換わる 
  ため、ユーザー個⼈人の⼼心肺機能を加味したパーソナルトレーニングプランを設定頂けます。   
 ○Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジーを搭載  
  『miCoach Heart Rate Monitor for Bluetooth SMART』を Bluetooth 4.0規格で「miCoachアプリ」 
  に連動することにより、Dockコネクターの形に関係なく、iPhone5、iPhone4Sでもシンプルで本格的な  
  トレーニングやリアルタイムに⾳音声コーチングをおこなうことが可能となります。 
  Bluetooth 4.0規格を採⽤用することで、今後、Android OS搭載のスマートフォンへの対応も計画しております。   
 ○簡単操作 
  直感的な操作画⾯面により、複雑な登録や設定、操作は不要です。 ガイドムービーも充実しています。  
 ○⾳音声と画⾯面の2つの⽅方法でシンプルナビゲートな本格パーソナルトレーニング 
  ⾳音声と画⾯面両⽅方で状況が確認でき、トレーニングの進捗や指⽰示を判断しやすい設計です。  
  専⾨門知識や計算⽅方法などが必要とされていた本格的な⼼心拍トレーニングを⾳音声と画⾯面でシンプルに 
  ナビゲートします。  
 ○スポーツの種類に応じたトレーニングプランを提案 
  専⽤用ウェブの「micoach.com」内でランニング、ダイエット、サッカーなどのカテゴリーからプラン 
  を選択し、「miCoachアプリ」に反映。レベル別を含めると約3,000種以上のプランから最適なプラ  
  ンを提案します。プランは世界的なトレーニング専⾨門組織、アスリーツ パフォーマンス社の監修に 
  より設定されています。  
 ○トレーニングの結果をその場でグラフや地図で瞬時に表⽰示 
  世界中どこにいても⾃自分のトレーニング結果を数字、グラフなどで⽬目視が可能です。 
  またモバイル端末のGPSを起動することにより、ペース、スピード、距離、カロリー、⾛走⾏行行ルートを

毎秒計測し画⾯面に表⽰示します。   
 ○あなたの⾳音楽と⼀一緒にトレーニング 
  iPhone内の⾳音楽を聴きながらトレーニングが可能。⾳音声コーチングの際は⾃自動で⾳音楽のボリュームが

下がり、的確にコーチング⾳音声を聞き取ることができます。  
○シェア機能で友達に知らせよう！ 

  「micoach.com」内にあるシェアと連動すれば、Facebook,Twitterで⾃自分のワークアウトを友達に 
  シェアすることができます。  
○【新機能！】筋トレやストレッチまでもパーソナルトレーニングが可能 
「micoach.com」で⾃自分だけの筋トレ、ストレッチメニューの作成が可能。 
作成すると⾃自動で「miCoachアプリ」と連動し、アプリ内のお⼿手本動画を⾒見見ながら、 
⾃自分だけの筋トレ、ストレッチメニューを実⾏行行できます。 
*1 Bluetooth 4.0対応機種 Bluetooth 対応により iPhone 4S、iPhone 5、iPod touch(第 5世代)以降、  
 iPad(第 3世代)以降(2013年 4⽉月 9⽇日現在) 
*2 Athletes' Performance (アスリーツ  パフォーマンス)社。アリゾナを拠点とし、グローバルにエリート 
 アスリート、スポーツチーム、リーグなどを対象とした各種トレーニングの専⾨門家が在籍するトレーニング 
 を主体とした法⼈人組織 
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■「miCoachアプリ」について  
スマートフォン⽤用の「miCoachアプリ」は、それぞれのスポーツカテゴリーに適したトレーニング内容が随時
アップデートされている WEBサイト「micoach.com」(www.micoach.com)と連動し、個⼈人のレベルや⽬目的、 
そして⼼心拍数に合ったスポーツカテゴリーを選択、種⽬目ごとに異なる適切なトレーニングプランを提供します。 
リアルタイム⾳音声コーチングは、iPhone内の⾳音楽を再⽣生しながら利⽤用することもでき、気分をリフレッシュし
ながらトレーニングすることも可能です。トレーニングプランについては、多くのトップトレーナーが履修を⾏行行う、
⽶米国アスリーツ  パフォーマンス社が監修しています。 
さらに⾛走⾏行行距離などからランニングシューズの消耗具合を予測し、シューズの交換時期を知らせるなど、ユニークな
機能も搭載しています。「micoach.com」でアカウントを作成すると、トレーニングの結果を、グラフや地図で確認
したり、過去のトレーニングの総合データを管理したりすることもできます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

■ miCoach Heart Rate Monitor for Bluetooth SMART製品概要 
 

©2013 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group. 
 

商 品 名  『miCoach Heart Rate Monitor for Bluetooth SMART』 
(マイコーチ ハート レート モニター フォー ブルートゥース スマート) 

同 梱 品  1) ハートレートモニター(※⼼心拍計、枠内写真上) 
本体仕様: 
 サ イ ズ : ⻑⾧長さ 63mm / 幅 38mm / ⾼高さ 10.5mm  
 重 量: 20g(本体部分のみ) 
 起 動: ON-装着し運動時に⾃自動起動 
       OFF-脱着後⾃自動的に終了 
 バッテリ: リチウム電池(CR2032) 
 駆動時間: アクティブ時:  約 8ケ⽉月 
       待ち受け時:   約 18ケ⽉月 
 接 続: Bluetooth SMART(Bluetooth 4.0 以上) / 2.5mの有効範囲 
 対応機種: Bluetooth 4.0対応機種 Bluetooth 対応により iPhone 4S、iPhone 5、iPod touch 
       (第 5世代)以降、iPad(第 3世代)以降(2013年 4⽉月 9⽇日現在)   
素 材: ABS樹脂 
 カ ラ ー : パントーン ブラック C 
2) 布製ストラップ(※枠内写真下)  
 サ イ ズ :  M-XL(686mm-1118mm) 
 重 量:  50g(バンドのみ) 
 素 材: ポリアミド 78%、ポリウレタン 22%  
 本体装着部分: ステンレス 
 カ ラ ー : パントーン ブラック C 
3) 取扱い説明書 

専⽤用 WEBサイト  http://www.micoach.com  
*「micoach.com」、「miCoachアプリ」は無料。パケット通信料などは利⽤用者の⾃自⼰己負担となります。 

対 応 機 種 Bluetooth 4.0対応機種 Bluetooth 対応により iPhone 4S、iPhone 5、iPod touch(第 5世代)以降、 
iPad(第 3世代)以降(2013年 4⽉月 9⽇日現在)  

⾃自店販売価格  布製ストラップを含む同梱品⼀一式:  9,450円(税込)   
発 売 ⽇日  2013年4⽉月10⽇日(⽔水) 

取 扱 い 店 舗  限定発売店舗: adidas ONLINE shop（http://shop.adidas.jp）、 
        Apple Online Store（http://store.apple.com/jp）  

「adidas is all in すべてをかけろ。」 

アディダスは、世界中で展開しているブランドキャンペーン、「adidas is all in すべてをかけろ。」を通して、 
すべてをかけて夢や⽬目標に向かって全⼒力力で取り組むことが、なにごとにも変えられない価値であり、世界共通の
素晴らしさであることをすべての⼈人々に伝えていきます。 
最新情報は adidas.jpにて随時ご紹介していきます。 

⼼心拍数でコーチング タイムリーに結果を確認 micoach.comと 
同期でグラフ化 

GPS機能で 
⾛走⾏行行ルートも確認 


