
パスポートプレーヤー取扱説明書



 
 

はじめに
このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に、正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書を
よくお読みいただき、正しく接続してください。

梱包内容
□パスポートプレーヤー本体
□リモートコントローラ―
□単４電池×２（リモートコントローラー用）
□USBスティック（初期コース２本入り）
□電源アダプター
□RCAケーブル
□HDMIケーブル
□取扱説明書（本冊子）

WAN S-Video CVBS L R HDMI POWER OFF

ON

正面

背面

USB

各部名称

センサー受光部 表示ランプ

RCAケーブル端子

HDMIケーブル端子

電源アダプター接続口

電源 ON/OFF スイッチ

側面

USB端子
（リモコンを向ける部分）

ETHERネット端子
（使用しません）

   Sビデオ端子
（オプション使用）
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接続（本体～テレビ）

本機には、HDMIケーブルとRCAケーブルの２種類の接続用ケーブルが
付属しております。
接続するテレビの入力端子をご確認いただき、下記の２つの方法いずれ
かをお選びください。

HDMIケーブルのご利用により、映像・音声共に高品質でお楽しみ
いただけます。接続するテレビにHDMI端子がある場合には、こち
らのケーブルで接続いただくことをお勧めいたします。

付属のHDMIケーブルの一方を本体背面のHDMI端子に、他方を
テレビのHDMI端子に接続してください。端子が複数ある場合、
入力番号（HDMI1等）をご確認ください。

HDMIケーブルを使用（推奨）

付属のRCAケーブルの黄・赤・白のケーブルをパスポート本体背面の
各色の端子に、他方をテレビのRCA端子に接続してください。
各ケーブルの役割は下記の通りです。
黄色ー映像
白ー音声（左）
赤ー音声（右）

RCAケーブルを使用

WAN S-Video CVBS L R HDMI POWER OFF

ON

HDMIケーブルの場合

HDMIケーブル

WAN S-Video CVBS L R HDMI POWER OFF

ON

RCAケーブル

RCAケーブルの場合

（黄）（白）（赤）
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ご使用前の準備 ①

①パスポートプレイヤー本体とテレビの接続が完了したら、ACアダプターを
　本体に接続し、電源を入れてください。

④ユーザープロフィールの登録を行います。
　リモコンのHomeボタンを押し、ホーム画面のユーザー（Users）から、　
　ユーザー（User）1～4、ユーザー設定を選択、決定します。

⑤名前（Name）、年齢(Age)、体重(Weight)、性別(Male/Female)を
　リモコンの上下左右ボタンとSelectで選択、決定します。
　 ※画面では体重がポンド（LB）表記になっておりますが、次ページのマシンと同期完了後に
　 　キロ(KG）表記に変更され、修正いただけます。

⑥全ての項目の入力が完了したら、保存（Save）を押して、保存してください。
　リモコンのBackボタンを押すと、上記の情報が反映されます。

WAN S-Video CVBS L R HDMI POWER OFF

ON

ACアダプター

電源ON/OFF スイッチ

電源接続
②テレビの電源を入れ、入力を「HDMI」または「ビデオ」に切り替えてください。
　画面にPassportのホーム画面が表示されていることを確認してください。

※ユーザーの登録が不要な方は、この内容はスキップしてもご使用いただけます。

User 1

Guest Weight Gender

Setup

Media

Users

Virtual Active

ユーザー登録画面

ユーザープロフィールの登録

User 2

User 3

User 4

User 5
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※リモコンはテレビ画面ではなく、パスポートプレーヤー本体に向けて操作してください。

Age

37

③初回のみ言語設定を行います。画面よりお好みの言語を選択してください。
※リモコンの上下ボタンで、英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/イタリア語/オランダ語/ロシア語/
　日本語/繁体中国語/簡体中国語に切り替わります。
※次回から言語の設定は不要です。再度変更する場合は「設定（Setup）」から「初期化（Restore 　
　Factory Default）」を選択してください。ただし初期化すると、設定したデータはリセットされます。



②ご使用になるフィットネス機器と本体を無線で接続します。
　ホーム画面から、リモコンの下ボタンを押して、設定(Setup)を選択、　
　次に同期(Sync)を選択し、selectで決定します。

①USBスティックを本体側面のUSB端子に挿入してください。
※端子の上下、どちらに挿しても問題ありません。
　2本のUSBスティックを同時に挿すことも可能ですが、本機が認識するのは1本のみです。 USB

USB端子

USB端子

機器選択画面

パスポートボタンがある場合（下記はAndes7i）

③トレッドミル、クロストレーナー、バイクの中から、お使いの機器を選択し、　
　selectで決定します。

④機器の検索が始まり、しばらくすると同期方法が画面に表示されます。
　お使いのフィットネス機器によって同期するためのボタンが異なりますので、
　表示画面または下記をご参照ください。
　お使いの機器にパスポートボタン　   がある場合：
　　機器の画面に速度（負荷）のアップ/ダウンボタンで「GUEST」と表示させ、
　　パスポートボタンを5秒間長押し
　 　 ※機器の画面が「Select User」やホーム画面の場合は同期されません。

　お使いの機器にパスポートボタンがない場合：
　　トレッドミル：傾斜の＋または上ボタンとストップボタンを５秒間同時に長押し
　　クロストレーナー：負荷の＋ボタンとストップボタンを５秒間同時に長押し
　　バイク：負荷の＋または上ボタンと表示切替ボタンを５秒間同時に長押し

⑤同期完了（Sync complete!)とテレビ画面に表示されたら、同期完了です。
※同期されない場合は各機種の取扱説明書をご覧いただくか、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。
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ご使用前の準備 ② ※リモコンはテレビ画面ではなく、パスポートプレーヤー本体に向けて操作してください。

同期方法

パスポートボタン 「GUEST」を表示



使用方法
パスポートプレーヤー本体とフィットネス機器が同期されましたら、
映像とリンクしたワークアウトをお楽しみいただけます。

①ホーム画面からユーザー、ユーザー1～4、Virtual Activeを選択、
　またはバーチャルアクティブ クイックスタートを選択、決定します。

②走りたいコースを左右ボタンで選択、selectで決定します。

③初期傾斜（または負荷）/初期スピード（トレッドミルのみ）を設定し、
　画面上の”go”ボタンで決定します。

④フィットネス機器側のスタートボタンを押して運動を開始すると、
　バーチャルアクティブのコースも開始されます。

Virtual Active

Virtual Active

Library機能

本機には、市販のUSBメモリを使って、お好みの映像や音楽を
再生する事が可能です。下記の手順に従って、お楽しみください。

①市販のUSBメモリ内に”Library”(半角英字)という名前の
　フォルダを作成してください。

②①で作成したフォルダ内に、お好みの画像、映像や音楽ファイルを
　入れて、USBメモリを本体に挿入してください。
　 対応するファイル（拡張子）
　 動画：mov,mpeg,avi,mpg,mp4,vob,mkv,ts,trp (720P高画質動画まで)
　 オーディオ：mp3,wav,aac
　 画像：png, bmp, jpg（200*300 pixel以上の場合、表示に時間がかかることがあります）

③ホーム画面のメディア（Media）の項目に、上記USB内の映像や音楽
　が表示されますので、お好きなデータをselectで選択してください。
　 ※専用ソフト以外の映像は、傾斜や負荷、速度などマシンとは連動しません。

Video Pack A［JANCODE 4571262455106］
トリニティ・マウンテン/ニュージーランド/ワシントン州/カナディアン・ロッキーズ/バンクーバー/フレンチ・リヴィエラ

Video Pack B［JANCODE 4571262455113］
パリとランス/ノーザン・ロッキーズ2/ブリティッシュ・コロンビア/アーカディア国立公園/ユタ州2/カリフォルニア・デザート

Video Pack C［JANCODE 4571262455120］
オークランドとウェリントン/アリゾナ州/ニューイングランド/カリフォルニアコースト/イタリアン・アルプス/オレゴン州

あらかじめ付属されている2本のコース（北イタリア/アメリカン
サウスウエスト）に加えて、下記のパッケージをご購入いただくと、
それぞれ新たな6コース（1コース=約5～7km）をお楽しみいた
だけます。ご購入は、本機をお買い上げになった販売店へお問い合
わせください。

各コースの詳細は http://world.passportplayer.com/ へ

追加コース ビデオパック USBメモリ  各￥18,000 (税抜※)

パスポートプレーヤー本体＋ビデオパックA＋B＋C　¥70,000 (税抜※)特別セット

※価格は2016年1月現在のもので、予告なく変更される場合があります。
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故障かな？と思ったら

●電源が入らない／テレビ画面に何も表示されない

→ACアダプターがコンセント、及び、本体にしっかりと差し込まれて
　いるか、確認してください。
→電源ON/OFFスイッチがONになっていることを確認してください。
　(POWERランプが点灯します。）
→本機を接続したテレビの入力端子と、画面の表示が合っているか、
　確認してください。

●映像とフィットネス機器の動きがリンクしていない

→本機とフィットネス機器の通信が切れている可能性があります。
　４ページのご使用前の準備をご参照いただき、再度本機と
　フィットネス機器の無線接続を行ってください。

製品に関するよくある質問

Q. 本体とフィットネス機器の無線通信はどれくらい届くのですか？

A. およそ9mです

Q. 混信はしないのですか？

A. 基本的に混線防止機能になっております。
　しかしながら、同一空間で複数台のパスポートプレーヤー
　本体とパスポート通信機能を持ったフィットネス機器がある
　場合、無線通信が切れる可能性がございます。
　その際には再度、４ページのご使用前の準備をご参照いた
　だき、リンクさせてください

Q. コースを選んでから、予めセットされているプログラムを選択
　 した場合、傾斜（負荷）はどちらが選択されるのですか？

A. コース内の傾斜（負荷）が選択されます
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保証規定 保証書
1. 保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用により万
一故障等が発生した場合は、無償で修理いたしますので当社カ
スタマーサービスへご連絡ください。

 ただし、以下の項目またはこれに準ずる理由により生じた事故等
については本保証は適用されません。

 a. 取扱説明書以外の誤操作、取扱上の不注意
 b. 天災、火災、地変等による故障
 c. 砂、泥、水かぶり等が原因で発生した故障
 d. お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
 e. 保管上の不備
 f. 当社規定の修理取扱所以外で行われた修理・改造による故障
 g. 本製品本来の使用目的以外の使用
 h. 本保証書の添付がない場合
2. 保証期間後の修理品についての運賃、諸費用は原則としてお客
様にてご負担願います。

3. 保証期間は、ご購入から1年間です。
4. 保証の適用されない故障、および保証期限が切れた後の故障に
つきましては、有償で修理します。

5. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてくだ
さい。また、販売店の印のないものや、お買い上げ日の記載のな
いものは無効です。

6. 不特定多数の人の利用は、保証を受けられない場合があります
ので、あらかじめご了承ください。

7. 保証は日本国でのみ有効です。

名　　称
保証期間
お買い上げ日

パスポートプレーヤー
本体お買い上げ日より1年間
平成　　　年　　　月　　　日

お名前

ご住所
〒

お
　

客
　

様

●お問い合わせ・発売元

〒108-8435 東京都港区海岸3-3-8
TEL: 03-5419-3560 FAX: 03-5419-3562
http://johnsonjapan.com

ジョンソンヘルステックジャパン株式会社

営業時間　（平日）9:00～17:00

カスタマーサービス　フリーダイヤル

お問い合わせは、お気軽にどうぞ

0120-557-379

本保証書は、明示した期間・条件のもとにおいて無償修
理をお約束するものです。
保証を受けるためには、本保証書およびご購入されたお
店・ご購入日がわかるもの（レシート、注文明細書、納
品書など）が必要になります。紛失された場合は、カス
タマーサービスまでお問い合わせください。
本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するも
のではありません。


