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どのようにインストール?

1．本製品を初回⽬にご使⽤する時、コインを1枚で以下の図表⽰する⽅向によ
り速度/ステッピング周波数センサーのバッテリーカバーを回転して、バッテリー
を取り出した後、下の絶
縁フィルムを外してバッ
テリーを正確な極性を
戻してから、バッテリー
カバーをしっかりと締め
付けます。

速度/ステッピング周波数センサーのインストール

ーカバーをしっかりと締め
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Ⅰ．クランクマグネット、スポークマグネットの中⼼
はセンサーのステッピング周波数、速度の誘導部
分の位置をコアセンターに向けて、センサーの相
対位置には各⼩さな三⻆形表記が1つあります。
厳密に定められた位置により取り付けられないと、
速度、ステッピング周波数の値は40-60を超える
時、0に戻る現象が発⽣する可能性があります。

インストール時のご注意：

II.インストールした後、クランクマグネット/スポークマグネットの中⼼はセ
ンサーのステッピング周波数、センサーの誘導部分の距離とは2�CM.を超えることが
できないです。2�CMを超えると、信号を受けるできない可能性があります。ブラシドラ
イバーでセンサーのネジを緩め、速度部分とスポークマグネットの間の距離を調整
し、より望ましい結果に達することができます。
ある少数の⾃転⾞や屋内のサイクリングプラットフォームのデザインがユニークで、
完全にインストールの要求に満たすことができない可能性があり、購⼊する前に慎
重にご検討ください。

Ⅲ．センサー及び誘導マグネットをしっかりとインストールし、⾃転⾞が⾼速で
⾛る時にドロップされないまたはオフセットされないことを確保します。

2．速度/ステッピング周波数センサーを⾃転⾞の上の相対する位置に固定します；
まず、ナイロンベルトを2本で使⽤してこれをしっかりと固定して（図A−1）、それか
らゴムを1本で再びしっかりと固定します（図A−2）。
。

A-1 A-2

3．クランクマグネットの背⾯にある3Mバック接着剤を引き抜いた後、クランク
の内側に貼り付けナイロンベルトを2本で固定して、余分な部分をカットします。

4．リムのマグネットをスポークの上にしっかりとインストールします。マグネット
が⾼速で滑らないように保証します。

ステッピングセンサ

で感応しています

速度計で感応

しています
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月

時/分
（24時間）

日

年

B

Ⅴ.センサーとのペアリング
�

ご使⽤開始/設置及びセンサーペアリング

2.�BLADEを初回⽬にご使⽤する時、設置することが必要で、後ろシェルの������������キー
を短く押して、設置メニュに⼊ります。������を押して、前の項⽬を選択します、���
������を押して数値を変更し、�������を押して、次の項⽬を選択します。

もしBLADEの上に設置したくない場合、����������������������を短く押して、設置メニュを終了
します。APPをBLADEと接続出来た後、直接APPの上にショートカット設置できます。
我々はAPPの操作⽅式を推薦しております。APPの操作⽅式を使⽤する場合、以下の
設置及びペアリングプロセスをスキップしてください。

SETTING

SETTING

Ⅰ.時間設定（図B）
Ⅱ.単位選択：メートル単位：キロメートル；インペリアル単位：マイル（図C）
Ⅲ.�総マイレージ設定（図D）
Ⅳ.ライダーの体重設定（図E）

C D E

WGT

①．まず、BLADEに接続されるセンサーのバッテリーが正常の稼働状態にあ
り、インストール位置/掛けることが正しいであることを確保して、短く２−３
回にサイクリングして、これらのセンサーをアクティブ化にして稼働の状態で
あることを確保して、センサーは省電⼒モードの設置があり、⾮稼働状態に
である時、通常は3分後に休⽌状態モードに⼊ります。再びご使⽤する時、必
ず運動してからアクティブ化にします。⼀部のパワーメーターはアクティブ化
するため、ペダルを踏む必要があります。

APPの接続

ワイヤレス速度/
ステピング周波数センサー

スポークマグネット クランクマグネット

ケーブルタイ

デバイスの
本体

ゴムバンド充電ケーブル ネジステムマウント

F−マウント

あなたがGoogle�playやApple�StoreやYingyongbaoを
通して、我々のAPPをダンロードできます。または我々の公
式サイト：www.meilancycling.comを経由してダンロー
ドできます。MEILAN�APPは、ユーザーのニーズに応じて常
に更新されて、あなたは時には異なる操作インターフェー
スに適応する必要があります。

MEILAN� APPをインストールした後、サインアップしてから⼊り、携帯のブルー
トゥース及び位置の機能を開いて、APPをBLADEと接続してから、APPを通し
てBLADEに対して設置し、センサーの接続/削除等の操作を⾏います。
BLADEの上に同じ操作をすることが不要で、あなたの使⽤効率も上がってき
ます。新たな記録が起こした時、BLADEはAPPにアップロードして、より便利的
にあなたの詳細運動データを⾒ることができます。

-100-
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Wheel Size Wheel Size Wheel Size

*以下のリムサイズはご参照のみ

④.再び�������キーを短くを押して、B1:2に⼊り、接続
する2台⽬⾃転⾞のセンサーを捜しています。操作
プロセスは１台⽬の⾃転⾞B1:1と同様です。
もし２台⽬⾃転⾞のセンサーを接続することが無
い場合、直接１台⽬の⾃転⾞のリムの周⻑を設定
した後、後ろシェルの������������������������キーを押して設
置メニュを終了します。

SETTING

W

2台⽬の⾃転⾞のセンサーを
捜しています

W

ペアリングす
ることを捜し
ている中です

ペアリング

成功です

�����②．2�B1:1は⽬前接続している⼀台⽬⾃転⾞のセンサーを捜していると表⽰しています。

もしBLADEがこの前既にセンサーとペアリング接続した場
合、再びペアリングにする時、以下ペイジの画⾯と表⽰して
います。
�������������������の意味はペアリングをクリアします。�������ボタンを押
すと、確認で、全てペアリングされた情報を削除し、BLADEが
再びセンサーをペアリング始めます。�

類のセンサーを全て⼀緒接続不要の場合、接続必要のセンサーのアイコンがフラッシュ停
⽌することを確認するのみで、常に点灯するとこのセンサーが接続成功と表⽰しています。

③接続必要のセンサーが既に接続された後、�������を短く押
して、１台⽬⾃転⾞のリム周⻑の設定を始めます。設定さ
れたリム周⻑はAPPの中に⾒る及び修正できます。

台目の自転車のセンサーを捜しています

フラッシュする

シュしている時、BLADEがこの種類のセンサ

です。その中のあるセンサーは既にBLADEに

������������������������この４つのアイコンがフラッ

ーを捜している中または接続してみる中

接続できられたら、このアイコンがフラッ

続中です。
����������������：速度、ステッピング、⼼拍数、効率この
４つのセンサーを全て接続成功した場合、
BLADEがSUCCと表⽰されています。上記４つ種

�����������������:BLADEがセンサーを捜している及び接
シュ停⽌になり、常に点灯中です。����������������
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SETTING

TM TOT WGT

HOURS  LB  KG  W

短く押す：
サイクリング状態：設置メニュに⼊ります。
設置メニュ：設置メニュを終了します。

短く押す：
サイクリング状態：表⽰するデータの名称を切り替えます。
設置メニュ：次の項⽬を選択します。
履歴記録メニュ：次の履歴記録を選択します。
⻑押す：
サイクリング状態：履歴記録メニュに⼊ります。
履歴記録メニュ：履歴記録メニュを終了します。

表⽰するアイコン及び意味

当前時間
記録スタート
記録ストップ
履歴記録閲覧モード
セグメンテーション--：セグメントは現在何段⽬
本デバイのバッテリー電量
当前速度は平均速度より⾼い
当前速度は平均速度より低い
当前温度
インペリアル単位
メートル単位

SETTINGSETTING

ボタンの操作

⻑押す：電源スイッチキー
短く押す：ベックライトの輝度を調整します。

短く押す：
サイクリング状態：記録を始めます。再び短く押す：記録がストップします。
もし記録を始めるボタンを押して、再び⼿動きに操作しない場合、BLADEがスト
ップ/回復サイクリングを⾃動的に判断します。
設置メニュー:数値を切り替えます。
履歴記録メニュ：表⽰するデータの名称を切り替えます。
⻑押す：
サイクリング状態：今回の記録を終了し、データを保存します。

短く押す：
サイクリング状態：セグメンテーション
�ご注意：セグメンテーション�����機能は必ず既に記録を始めた状態の下に
使⽤可能です。
設置メニュ：前の項⽬を選択します。
履歴記録メニュ：もし本履歴記録にはセグメント化された������データが含
まれる場合、毎段の履歴記録を⾒ることができます。

⼯場出荷時の元の設定を復元する：�������+�����������������������を
同時に⻑押して、BLADEから⼯場出荷時の元の設定を復
元するかどうかと聞きます。������を短く押して、確定します。��������
������を短く押して、キャンセルします。

SETTING
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SETTING

TM TOT WGT

HOURS  LB  KG  W

短く押す：
サイクリング状態：設置メニュに⼊ります。
設置メニュ：設置メニュを終了します。

短く押す：
サイクリング状態：表⽰するデータの名称を切り替えます。
設置メニュ：次の項⽬を選択します。
履歴記録メニュ：次の履歴記録を選択します。
⻑押す：
サイクリング状態：履歴記録メニュに⼊ります。
履歴記録メニュ：履歴記録メニュを終了します。

表⽰するアイコン及び意味

当前時間
記録スタート
記録ストップ
履歴記録閲覧モード
セグメンテーション--：セグメントは現在何段⽬
本デバイのバッテリー電量
当前速度は平均速度より⾼い
当前速度は平均速度より低い
当前温度
インペリアル単位
メートル単位

SETTINGSETTING

ボタンの操作

⻑押す：電源スイッチキー
短く押す：ベックライトの輝度を調整します。

短く押す：
サイクリング状態：記録を始めます。再び短く押す：記録がストップします。
もし記録を始めるボタンを押して、再び⼿動きに操作しない場合、BLADEがスト
ップ/回復サイクリングを⾃動的に判断します。
設置メニュー:数値を切り替えます。
履歴記録メニュ：表⽰するデータの名称を切り替えます。
⻑押す：
サイクリング状態：今回の記録を終了し、データを保存します。

短く押す：
サイクリング状態：セグメンテーション
�ご注意：セグメンテーション�����機能は必ず既に記録を始めた状態の下に
使⽤可能です。
設置メニュ：前の項⽬を選択します。
履歴記録メニュ：もし本履歴記録にはセグメント化された������データが含
まれる場合、毎段の履歴記録を⾒ることができます。

⼯場出荷時の元の設定を復元する：�������+�����������������������を
同時に⻑押して、BLADEから⼯場出荷時の元の設定を復
元するかどうかと聞きます。������を短く押して、確定します。��������
������を短く押して、キャンセルします。

SETTING
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TM

�����を⻑押して、当前の履歴を保存した後、BLADEが⾃動的に今回の履歴の表
⽰に移動します。

我々はAPPを通してBLADEにより保存された履歴記録を素早く⾒ることをお
勧めいたします。デバイスは履歴記録に⼊る⽅法が2種類があります。

サイクリングを始める前に、�����を⻑押して、BLADEが⾃動的に最新の履歴記録
の表⽰に移動します。

履歴記録閲覧

を短く押す�������：本履歴記録下のセグメント化されたデータLAP�1,�LAP�2,�
������������������������������LAP�3�の履歴データの表⽰を切り替えます。
を短く押す�������：表⽰するデータの名称を切り替えます。
を短く押す�������：次の履歴記録を選択します
を⻑押す����������：履歴記録メニュを終了します。

⽬的は履歴の閲覧
メニュ中です Al：このレコードに含まれ

るセグメントの合計数

そして、このレコードから起こした結果
を循環して表⽰しています：⽉:�⽇/時間:�分

AVG    

Max    

DST     

CAL     

WS      

TM      

TOT     

WGT   

ODO

速度センサーの
接続状態

ステッピング周波数
センサーの接続状態

⼼拍数バンドの
接続状態

パワーメーターの
接続状態

アイコンがフラッシュしている時、コード表がこのデバイスの信号を捜している中と
表⽰します。
アイコンが固定的に表⽰されている時、デバイスが接続成功であることと表⽰します。

平均値
最⼤値
今回のサイクリングの⾛⾏距離
今回のサイクリング�のカロリーの消耗
累計サイクリングの合計⾛⾏距離、このデータが⼯場出荷時の元の
設定を復元する時のみ、ゼロになります。
リムの周⻑
今回の運動時間（休憩時間を含まず）
今回運動の総時間（休憩時間を含む）
ライダーの体重設定

お知らせ：もしあなたの周囲では多くの2.4GHZと同じ周波数のワイヤレス電波
⼲渉がある場合、BLADEが正常的に稼働できない可能性があります。例えば、
ある⼀部の交通監視デバイス、構築のワイヤレスビデオ伝送等です。

BLADEコード表がブルートゥースBLE4.0及びANT�+�デュアルモードワイヤレス
接続⽅式を採⽤して、同じプロトコルを使⽤するセンサーと接続できます。
BLADE包装の中には配属された速度/ステッピング周波数センサーはブルート
ゥースBLE4.0のワイヤレス接続⽅式のみを使⽤しています。

ワイヤレスの接続⽅式
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�����を⻑押して、当前の履歴を保存した後、BLADEが⾃動的に今回の履歴の表
⽰に移動します。

我々はAPPを通してBLADEにより保存された履歴記録を素早く⾒ることをお
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を⻑押す����������：履歴記録メニュを終了します。

⽬的は履歴の閲覧
メニュ中です Al：このレコードに含まれ

るセグメントの合計数

そして、このレコードから起こした結果
を循環して表⽰しています：⽉:�⽇/時間:�分
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Max    
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速度センサーの
接続状態

ステッピング周波数
センサーの接続状態

⼼拍数バンドの
接続状態

パワーメーターの
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アイコンがフラッシュしている時、コード表がこのデバイスの信号を捜している中と
表⽰します。
アイコンが固定的に表⽰されている時、デバイスが接続成功であることと表⽰します。

平均値
最⼤値
今回のサイクリングの⾛⾏距離
今回のサイクリング�のカロリーの消耗
累計サイクリングの合計⾛⾏距離、このデータが⼯場出荷時の元の
設定を復元する時のみ、ゼロになります。
リムの周⻑
今回の運動時間（休憩時間を含まず）
今回運動の総時間（休憩時間を含む）
ライダーの体重設定

お知らせ：もしあなたの周囲では多くの2.4GHZと同じ周波数のワイヤレス電波
⼲渉がある場合、BLADEが正常的に稼働できない可能性があります。例えば、
ある⼀部の交通監視デバイス、構築のワイヤレスビデオ伝送等です。

BLADEコード表がブルートゥースBLE4.0及びANT�+�デュアルモードワイヤレス
接続⽅式を採⽤して、同じプロトコルを使⽤するセンサーと接続できます。
BLADE包装の中には配属された速度/ステッピング周波数センサーはブルート
ゥースBLE4.0のワイヤレス接続⽅式のみを使⽤しています。

ワイヤレスの接続⽅式



-13--12-
Youtube WebsiteFacebook

２、BLADEが６ヶ⽉間連続使⽤しない場合、少なくとも1回充電することが必要
で、そうしないと、ご使⽤に影響を与える可能性があります
3、BLADEが⼩⾬から並⾬までに適⽤されて、製品を⼤⾬の環境中に使⽤しな
いでください、または⽔の中に浸漬しないでください。
4、ライダーは⾃転⾞が⾼速で運⾏する時、スクリーンに注意を払いすぎると、
不適当なトレーニングでしたら、怪我をする可能性が⾼くなります。BLADEより
起こしたデータはご参照のみ。
5、本製品はEN300328V1.9.1の標準により開発されて、異なる地域のご使⽤
につきましてはローカルの法律規定をお守りください。

1、廃棄された電池を⽔の中に、または控えられない⾃然環境中に捨てないで
ください。BLADEが⽕の上にまたは超⾼温の環境中に置かないでください。

6、製品は⾮⼈為的な損害で、販売⽇から1年間保証されており、アクセサリは
保証範囲対象外です。MEILANのグローバルディストリビューターを通じて、ま
たはMEILANに送信してアフターサービスにご連絡ください。修理するのため、
送る前に、内部ストレージ情報を有効的に保管必要で、修復処理中にデータが
失われる可能性があります。

安全声明及び保証

あなたがYoutube/Facebook/我々の公式ウェブサイトを経由して、我々の製
品インストール及び使⽤機能の紹介をご覧下さい。

⼀般的な問題及びビデオ補佐の獲得

速度/ステッピング周波数センサーのバッテリー交換
センサーにはCR2032のボタンバッテリーを使って電気を供給します。正常的に
6−９ヶ⽉を使⽤できて、コード表/�Appがセンサーを接続できない場合、また
は表⽰するデータが途切れ途切れに現れる時、センサーのバッテリーを交換す
ることを考えられます。バッテリーの取り付け/取り外しにつきましてはどのよう
にインストールするとご参照ください。

充電及びセンサーのバッテリ交換

⼊⼒：マイクロUSB�DC�5V/0.5Aを挿⼊します

１、バッテリーの種類：充電式リチウム電池
２、航続：80時間
３、ワイヤレス伝送⽅式：本体：ブルートゥースBLE4.0�/�ANT�+速度/ステッ
ピング周波数センサー：ブルートゥースBLE4.0
４、稼働周波数:2.4G�HZ
５、使⽤環境温度：-10�—�+�40�℃.
６、防⽔レベル：IPX5.

仕様



-13--12-
Youtube WebsiteFacebook

２、BLADEが６ヶ⽉間連続使⽤しない場合、少なくとも1回充電することが必要
で、そうしないと、ご使⽤に影響を与える可能性があります
3、BLADEが⼩⾬から並⾬までに適⽤されて、製品を⼤⾬の環境中に使⽤しな
いでください、または⽔の中に浸漬しないでください。
4、ライダーは⾃転⾞が⾼速で運⾏する時、スクリーンに注意を払いすぎると、
不適当なトレーニングでしたら、怪我をする可能性が⾼くなります。BLADEより
起こしたデータはご参照のみ。
5、本製品はEN300328V1.9.1の標準により開発されて、異なる地域のご使⽤
につきましてはローカルの法律規定をお守りください。

1、廃棄された電池を⽔の中に、または控えられない⾃然環境中に捨てないで
ください。BLADEが⽕の上にまたは超⾼温の環境中に置かないでください。

6、製品は⾮⼈為的な損害で、販売⽇から1年間保証されており、アクセサリは
保証範囲対象外です。MEILANのグローバルディストリビューターを通じて、ま
たはMEILANに送信してアフターサービスにご連絡ください。修理するのため、
送る前に、内部ストレージ情報を有効的に保管必要で、修復処理中にデータが
失われる可能性があります。

安全声明及び保証

あなたがYoutube/Facebook/我々の公式ウェブサイトを経由して、我々の製
品インストール及び使⽤機能の紹介をご覧下さい。

⼀般的な問題及びビデオ補佐の獲得

速度/ステッピング周波数センサーのバッテリー交換
センサーにはCR2032のボタンバッテリーを使って電気を供給します。正常的に
6−９ヶ⽉を使⽤できて、コード表/�Appがセンサーを接続できない場合、また
は表⽰するデータが途切れ途切れに現れる時、センサーのバッテリーを交換す
ることを考えられます。バッテリーの取り付け/取り外しにつきましてはどのよう
にインストールするとご参照ください。

充電及びセンサーのバッテリ交換

⼊⼒：マイクロUSB�DC�5V/0.5Aを挿⼊します

３、ワイヤレス伝送⽅式：本体：ブルートゥースBLE4.0�/�ANT�+速度/ステッ
ピング周波数センサー：ブルートゥースBLE4.0
４、稼働周波数:2.4G�HZ
５、使⽤環境温度：-10�—�+�40�℃.

１、バッテリーの種類：充電式リチウム電池
２、航続：100時間

６、防⽔レベル：IPX5.

仕様
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販売者:�メイラン�(⾹港)�テクノロジー有限会社


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16



