MYLAPS パーソナルトランスポンダー
パーソナルトランスポンダーご案内
トランスポンダーご案内
こちらは従来モデル
MX FLEX パーソナルトランスポンダー
パーソナルトランスポンダー
FLEXマイポンダー
FLEXマイポンダー

CLASSIC マイポンダー

無制限のメーカー保証*1

3 年間のメーカー保証

マイポンダー保険付き*2

マイポンダー保険は含まれません

ライセンス期間毎のお支払

買い取りタイプのみ

1,2,5 年間の利用ライセンス選択（更新可）

ご利用期間は無期限

*1

有効なご利用ライセンス期間を有する間であれば、メーカー保証が永続します。

*2

有効なご利用ライセンス期間を有する間に、万一のアクシデント等での破損によりトランスポンダー
が通常の動作をしない場合には、新品にお取替え致します【3 年に 1 回を上限】

【税抜き価格表示
【税抜き価格表示】
価格表示】
本体パッケージ ＋ 初期ご利用ライセンス期間
ご注意！！！
下記モデルは、後継モデルのリリースに伴い、2016 年３月末でお取り扱い終了となります。

マイポンダーパッケージ
マイポンダーパッケージ
商品

マイポンダー本体+

マイポンダー本体+

マイポンダー本体+

クラッシック

1 年ライセンス付

2 年ライセンス付

5 年ライセンス付

マイポンダー

MX FLEX パッケージ

¥8,600

¥12,200

¥21,200

初期ライセンス期間が終了後に・・・継続ご利用いただくには？

↓↓↓↓
初期購入時のご利用ライセンス満了後は、更新ライセンス期間を選択いただき継続ご利用いただ
けます。更新後は、ライセンスの再アクティベート（有効化）が必要です。

ご利用更新ライセンスのみ【延長用】
FLEX ライセンス（オンライン更新、又は
ライセンス（オンライン更新、又はライセンスカード）
（オンライン更新、又はライセンスカード）
商品

更新用ライセンス

FLEX ライセンス

FLEX ライセンス

FLEX ライセンス

1 年間

2 年間

5 年間

¥5,500

¥9,100

¥18,100

*こちらは 2016 年 1 月現在の料金となります。現在価格は 2016 年 3 月末まで有効です。
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¥29,000

ご注意！ こちらはニューモデル
X2 MX Flex パーソナルトランスポンダー
パーソナルトランスポンダー
無制限のメーカー保証*１
マイポンダー保険付き*２
ライセンス期間毎のお支払
1,2,5 年間の利用ライセンスを選択（更新可）
X2 Link 対応 市販データロガーデータ配信対応モデル（ダイレクトパワーのみ）

充電式、ダイレクトパワー式の選べる２タイプ
*1

有効なご利用ライセンス期間を有する間であれば、メーカー保証が永続します。

*2

有効なご利用ライセンス期間を有する間に、万一のアクシデント等での破損によ
りトランスポンダーが通常の動作をしない場合には、新品にお取替え致します【3 年に 1 回を上限】

下記の youtube.com にて、初期アクティベート（ライセンス有効化）操作方法を動画にて紹介しています！

https://youtu.be/ldKptXDWtRQ

【税抜き価格表示
【税抜き価格表示】
価格表示】
本体パッケージ ＋ 初期ご利用ライセンス期間
X2 マイポンダーパッケージ
マイポンダーパッケージ
商品

本体

+

本体

1 年ライセンス付

+

本体

2 年ライセンス付

+

5 年ライセンス付

X2 MX Flex パッケージ
¥9,500

¥13,100

¥22,500

¥13,900

¥18,200

¥28,600

(リチャージャブル）

X2 MX Flex パッケージ
(ダイレクトパワー）

初期ライセンス期間が終了後に・・・継続ご利用いただくには？

↓↓↓↓
初期購入時のご利用ライセンス満了後は、更新ライセンス期間を選択いただき継続ご利用いただ
けます。更新後は、ライセンスの再アクティベート（有効化）が必要です。

ご利用更新ライセンスのみ【延長用】
X2 FLEX ライセンス（オンライン更新／
ライセンス（オンライン更新／または、
（オンライン更新／または、ライセンスカード）
または、ライセンスカード）
商品

FLEX ライセンス

FLEX ライセンス

FLEX ライセンス

1 年間

2 年間

5 年間

更新ライセンス(リチャージャブル）

¥5,500

¥9,100

¥18,100

更新ライセンス (ダイレクトパワー）

¥6,900

¥11,200

¥21,600

*こちらは 2016 年 1 月現在の料金となります。現在価格は 2016 年 3 月末まで有効です。
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マイポンダーの主なメリット
レース時のみならず、通常の練習時にも使えて利便性がアップ！

レース時に使用すると・・・


受付時に、トランスポンダーを借りる手間が一切ありません！返却忘れの必要もなし



マイポンダーでのエントリーなので、当然レンタル代がかかりません



レンタル時の破損の心配もご無用



マイポンダーなら万一の破損でも保険が付帯しており、更に製品保証も永続なので超安心なんです



どなたでも無料作成できる MYLAPS ユーザーアカウント上では、自動的に公式レース結果が保存さ
れます（オーガナイザーがリザルトをウェブ公開する場合において）



レンタルのトランスポンダーで出場の場合には、自分のアカウント上にリザルトがシェアされません



自分自身のアカウント上に保存されたレース結果からは、ヒート毎の詳細なラップ情報や、同じヒー
ト内の他のライダーとの比較等も可能になります



もちろん、ラップチャートも閲覧可能で、プリントレイアウトを選択すれば結果印刷もできます



Facebook や Twitter などのＳＮＳに連動した外部リンクもあるので、リザルトページからの投稿も
クリック 2 回程で簡単に世界とシェアできます



スマホアプリ「SPEED HIVE（スピードハイブ）」（無料）でモバイル版公式リザルトが閲覧可能で
す！http://www.mylaps.com/jp/mobile-apps



全国、世界中の MYLAPS システムでの採用大会にマイポンダーでエントリー可能になります！

国内の主な採用イベント

2015 年

•

アマチュアモトクロス選手権（チャリティＭＸ）

•

SMJ エンデューロ

•

エンデューロ九州エリア選手権＆ＸＣシリーズ

•

川西ルーキーズクロス

•

関東モトクロス選手権シリーズ（一部）

•

九州モトクロス選手権シリーズ

•

恋の浦エンデューロクロス

•

ＣＦカップ

•

ＮＡＧＯオールスターモトクロス

•

Ｐａｒｋｓ５チャンピオンシップ（ＭＸゲームズ）

•

宮崎モトクロスチャンピオンシップ

•

ＬＵＣＡＳ

ＣＵＰ ＧＰＫ

※上記は、五十音順で表示

MYLAPS SPORTS TIMING / MYLAPS Japan KK: The Open House 202 1-4-23 Higashi Shibuya-ku Tokyo Japan 1500011
P: 03-6418-8209 | F: 03-3490-8210 | E: info.japan@mylaps.com | W: www.mylaps.com

練習時にも・・・自動ラップ計測
練習時にも・・・自動ラップ計測に
自動ラップ計測にご利用できます


国内外の常設オンラインコースでは、常時自動計測で、毎週のラップタイムをリアルタイムで表示



プラクティス専用ウェブページ http://www.mylaps.com/jp/practice では、いつでもどこでも



自分専用のプラクティスアプリ（無料）にマイポンダーを登録すれば、常に毎回の練習履歴が自動的
に記録されて、アプリから１タップで簡単にアクセスできます【現在、iOS 版のみです】
（https://itunes.apple.com/jp/app/mylaps-practice-results/id669029893?mt=8）



もちろん、レース結果同様、自分のアカウントには、プラクティスリザルトから全ての練習結果が保
存閲覧可能です、オンラインコースなら自分のホームコース以外でも合宿や遠征先のコースの記録も
アカウントに自動保存されるんです！



ネット上に表示されるので、チームや家族でも別の場
所からライブで走行データをチェックできる

国内の常設導入オンラインコース施設 一覧
•

アソカンオフロードサーキット（熊本）

•

イマナゴクロスフィールド（沖縄）

•

ＨＳＲ九州

•

オフロードヴィレッジ（埼玉）

•

軽井沢モーターパーク（群馬）

•

川西モトクロス場（新潟）特定レース日とその
特定レース日とその前日のみ
その前日のみ

•

グリーンパーク弘楽園（広島）

•

ＳＵＧＯインターナショナル

オフロードコース（熊本）

モトクロスコース（宮城）
•

周東モータースポーツランド（山口）

•

宮崎セーフティパーク（宮崎）

•

ライダーパーク生駒（大阪）

※上記は、五十音順で表示
※ご注意！

上記施設の常設でのオンライン環境の有無は、事前に施設側に御確認ください。
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