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このユーザーマニュアルは、これからお使いになる TomTom Touch について知っておくべき情報が

網羅されています。 

フィットネストラッカーとは 

TomTom Touch は、1 日中のアクティビティをトラッキングし、さらにアクティブに活動するための

お手伝いをします。  

主な特徴 

TomTom Touch にはタッチスクリーンがあり、歩数やカロリー、アクティビティ時間、距離、睡眠、

心拍数をトラッキングすることができます。 

ヒント：この製品は TomTom 製品ですが、GPS が搭載されていないので、ナビゲーションは実行

されません。ランニングとサイクリングのルートを地図に記録し、正確なスピード、ペース、距離

を計算する機能が搭載されている製品をお探しの場合、TomTom GPS スポーツウオッチをお試し

ください。 

本ユーザーマニュアルでの最適なスタート地点をいくつか以下に示します。 

 クイックスタート 

 フィットネストラッカーについて 

 フィットネストラッカーの装着 

 フィットネストラッカーの充電 

 フィットネストラッカーの防水 

ヒント：tomtom.com/support でも、よくある質問（FAQ）を掲載しています。リストから TomTom 

Touch を選択するか、検索語を入力してください。  

このガイドで使い方を学び、新しい TomTom Touch を活用して、より良いフィットネスをお楽しみ

ください。  

ようこそ 
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フィットネストラッカーについて 

 

1. ストラップを締める - 両方のペグをストラップに挿入し、TomTom Touch をしっかりと締めてく

ださい。 

2. タッチスクリーン - タッチスクリーンをスワイプしてアクティビティ・トラッキングの測定値の

概要や様々なモードを表示します。 

スワイプダウンすると時計画面の上の画面に移動します。以下の画面があります： 

 心拍数 

 スポーツモード 

スワイプアップすると時計画面の下の画面に移動します。以下の画面があります： 

 歩数 

 エネルギーまたはカロリー消費 

 距離 

 アクティビティ時間 

 睡眠時間 

ヒント：これらの画面はゴールに対するアクティビティログも表示します（その機能をセットし

た場合）。 

3. 円形ゴールアイコン - 1 日のアクティビティゴールがある場合、選択した測定値または時計の上

に円形のゴールアイコンが出てきます（例えば、歩数などを表示します）。このゴールアイコンは

、ゴール達成に近づくに従って毎日埋まっていきます。 

ヒント：デフォルトのゴール設定は 10,000 歩です。 

4. 時計画面：ボタンを押してデバイスをウェイクアップしたとき、時計画面が現れて時間が表示さ

れます。時計画面からスワイプアップまたはスワイプダウンして、測定値とモードを表示します

。 

5. ボタン - トラッカーをウェイクアップしたりスマートフォンに接続するにはボタンを押します。 

フィットネストラッカー 
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注：タッチスクリーンをスワイプするには、指をタッチスクリーンの上から下まで滑らせてスワイ

プダウンし、下から上まで滑らせてスワイプアップします。  
 

フィットネストラッカーの装着 

TomTom Touch の装着の仕方が心拍数センサーの測定結果に影響を与えるので、正しく装着すること

が重要です。センサーの動作については、「心拍数センサー」を参照してください。 

正確な心拍数の読み取りに問題がある場合、TomTom Touch が以下のように装着されているかを確認

してください。 

 しっかりと締めているが、締まり過ぎてきつい。 

 手首の骨の上で装着している。 

 

 ウォームアップした状態のときに、最も正確な心拍数センサの結果を得られます。  

重要：精度を上げるには、心拍数が検出されるまでじっとしていてください。 
 

フィットネストラッカーのクリーニング 

フィットネストラッカーは、特に汗をかいた後、清潔にしておくことが重要です。  

 トラッカーの手入れをするには、湿った布を使い低刺激の石鹸を付けて油や汚れを拭き取ります

。  

 ハンドソープ、ボディソープ、食器用洗剤、除菌ローション、消毒用シート、家庭用洗剤など、

バンドの内側にとどまって皮膚のかぶれや炎症を引き起こす可能性があるものは使用しないでく

ださい。  

 取り付ける前に必ずトラッカーを乾かしてください。フィットネストラッカーは防水性ではあり

ますが、濡れたバンドを長時間着用し続けると皮膚のかぶれや炎症の原因になる可能性がありま

す。 

 フィットネストラッカーを溶剤などの強力な化学薬品に触れさせないでください。モジュールの

手入れの際に心拍センサーの部位を引っかいたり傷つけたりしないよう注意してください。 

 皮膚炎、アレルギーまたはぜんそくをお持ちの場合は、ウェアラブルデバイスの着用により皮膚

のかぶれやアレルギーが発生する可能性が高くなります。これらの症状の有無にかかわらず、手

首の皮膚が赤くなったり、かぶれが見られた場合はトラッカーの着用をやめてください。トラッ

カーの着用をやめて 2～3 日経過しても症状が続く場合は、皮膚科医に相談してください。 
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心拍数センサー 

お使いの TomTom Touch には内蔵心拍数センサが搭載されており、より効率的にトレーニングがで

きます。 

センサの仕組み 

光線を使って血流の変化を計測し、心拍数を測定します。手首の上で、肌のすぐ下にある毛細血管に

発光し、光の反射の変化を検知します。 

心拍数センサの精度は体脂肪率や体毛には左右されません。しかしながら、腕の TomTom Touch の

位置や肌の色、肌のタイプ、そして身体が温まっているかどうかによって影響を受けます。 

心拍数センサの使い方 

心拍数センサの最良の測定結果を得る方法については、「フィットネストラッカーの装着」を参照し

てください。心拍数の連続記録は、デフォルトでオンになっています。 
 

ストラップからのモジュールの取り外し 

充電したりコンピュータを使用して Sports Connect に接続したりするには、リストストラップから 

TomTom Touch を取り外す必要があります。 

TomTom Touch をリストストラップから取り外すには、次の手順に従います。 

1. ストラップが飛び出るまで、しっかりとモジュールの上部を押します。  
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2. TomTom Touch モジュールをリストストラップに戻すには、ボタン側からモジュールをストラッ

プに挿入して手順 1 の逆の作業を行います。 

 

 

フィットネストラッカーの充電 

重要：TomTom Touch をお使いのコンピュータや USB 充電器を使用して充電することができます。  

TomTom Touch を充電するには、次の手順に従ってください。 

1. ストラップから TomTom Touch を取り外します。詳細は、「フィットネストラッカーのストラッ

プからの取り外し」を参照してください。 

2. モジュールを同梱品の micro-USB ケーブルの小さいコネクタに接続します。 

3. 大きい方の USB コネクタをお使いのコンピュータまたは充電器のいずれかに接続します。 

4. TomTom Touch が充電を開始すると、以下の自動アイコンが表示されます。 

 

注：市販の micro-USB ケーブルの種類によっては充電とデータ転送の両方を実行できない場合が

あります。同梱品のケーブルは両方が可能であり、Sports Connect を使用してデータ転送を行うこ

とができます。 
 

データ容量 

TomTom Touch は数日間のスポーツアクティビティを保存することができます。 

TomTom Touch を Sports Connect または Sports モバイルアプリに接続するときに、すべてのアクテ

ィビティデータが Sports アカウントに自動的に削除およびアップロードされます。 
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バッテリー情報 

バッテリー持続時間 

最長 5 日間 

充電時間 

 90 % 充電：40 分 

 100 % 完全充電：1 時間 

バッテリー持続時間を長くするヒント 

 Sports モバイルアプリの着信通知をオフにします。 

 Sports モバイルアプリの常時心拍数モニタリング機能をオフにします。 

この機能は、意図せずオンのままにしておくとバッテリーが消耗するため、デフォルトでオフに

なっています。  

 スマートフォンの Bluetooth が無効になっていると、TomTom Touch のバッテリーの消耗を促進

します。デバイス間通信の省電力化を図るため、スマートフォンの Bluetooth® を有効にしてお

いてください。TomTom Touch をペアリングしたモバイルデバイスの Bluetooth 範囲内に置いて

ください。 

 TomTom Touchでスマートフォンを使用していない場合は、リセットして TomTom Touch がスマ

ートフォンを探さないようにします。TomTom Touch を Sports モバイルアプリとペアリングし

てあるのに、TomTom Touch でスマートフォンを使用しなくなった場合、TomTom Touch はス

マートフォンに接続しようとして電力を消費します。この場合、リセットして TomTom Touchで

スマートフォンの登録を解除することにより、バッテリー持続時間を延ばすことができます。 

 頻繁に Sports Connect に接続し、ソフトウェアアップデートを受信するようにします。ソフト

ウェアアップデートには、節電効果のある強化機能が含まれることもあります。の 

 極端な温度に曝さないでください。動作範囲は -20°C（-4°F）～45°C（113°F）です。   
 

リセットの実行 

ソフトリセット 

TomTom Touch と充電器またはコンピュータとの接続を解除するたびに、ソフトリセットが実行され

ます。 

ソフトリセットを実行するには、次の手順に従います。 

1. TomTom Touch をウォールチャージャーまたはコンピュータに接続します。 

TomTom Touch にバッテリーのマークが表示されるまで待ちます。 

コンピュータを使用している場合は、Sports Connect が TomTom Touch のアップデートを完了

するまで待ちます。 

2. TomTom Touch とウォールチャージャーまたはコンピュータとの接続を解除します。 

TomTom Touch のソフトウェアが再起動します。TomTom Touch のソフトリセットが完了しまし

た。 

工場出荷時状態へのリセット 

重要：Sports Connect で工場出荷時設定へのリセットを実行すると、TomTom Touch の個人データ

と設定がすべて削除されます。この操作は元に戻すことができません。 

工場出荷時状態へのリセットは、TomTom Touch を修復する手段がほかにない場合、またはすべての

データと設定を消去してもかまわない場合にのみ実行します。 
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工場出荷時状態へのリセットを実行すると、TomTom Touch にソフトウェアが再インストールされ、

次のものは削除されます。 

 それまでのアクティビティ 

 TomTom Touch と Sports Connect の設定。 

注：Sports モバイルアプリを使用している場合は、スマートフォンで TomTom Touch の登録を解除

して、次のようにペアリングする必要があります。 

 Android™ - Android デバイスの Bluetooth 設定メニューで、ペアリングを解除、または 

TomTom Touch の登録を解除します。 

 iOS - iOS の Bluetooth 設定画面に移動し、TomTom Touch の名称の横にある［i］アイコンをク

リックして、［このデバイスの登録を解除］を選択します。 

重要：工場出荷時状態へのリセットを実行する場合、Sports Connect が TomTom Touch の復元を完

了するまで接続を解除しないでください。これには数分かかる場合があります。Sports Connect に表

示されるメッセージを確認してから解除してください。 

出荷時の設定に戻すには、次の手順に従います。 

1. TomTom Touch をコンピュータに接続して、Sports Connect がアップデートを完了するまで待ち

ます。 

2. Sports Connect の歯車アイコンをクリックして、［設定］メニューを開きます。 

3. ［リセット］ボタンをクリックします。 

4. Sports Connect のウィンドウが閉じるときに TomTom Touch を接続したままにします。 

Sports Connect によって TomTom Touch にソフトウェアがインストールされます。 

5. Sports Connect のウィンドウが開くときに TomTom Touch を接続したままにします。 

6. Sports Connect に表示される手順に従って、TomTom Touch を設定します。 
 

フィットネストラッカーの防水 

TomTom Touch は防水の Ipx7 認証に準拠しているので、雨の屋外で使用したり、シャワーの中で装

着したりすることはできますが、スイムには使用できません。フィットネストラッカーにはスイムの

測定値を測定するセンサが含まれていません。  
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Sports Connect をダウンロード 

1. TomTom Sports Connect を tomtom.com/123 からダウンロードし、コンピュータにインストー

ルします。TomTom Sports Connect は無料でご利用いただけます。  

2. お使いのコンピュータに TomTom Touchを接続するには、モジュールがストラップから飛び出る

までモジュールの上部を強く押します。  

 

3. TomTom Touch に同梱の USB ケーブルを使用して、モジュールをコンピュータに接続します。 

 

 

 

4. TomTom Touch モジュールが充電されるまで待ちます。ボタンをタップして、バッテリーの充電

レベルを確認します。  

ヒント：Sports Connect をコンピュータにインストールしないでデバイスを充電することもで

きます。バッテリーを 90 % 充電するまでに 40 分、100 % 充電するまでに 1 時間かかります。 

5. TomTom Touch がコンピュータに接続されると、Sports Connect が自動的に開きます。  

開始するには、Sports Connect の画面上の指示に従ってソフトウェアアップデートをダウンロー

ドし、デバイスを登録します。 

クイックスタート 

http://www.tomtom.com/123
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次：サインアップと登録 
 

サインアップと登録 

Sports Connect で設定中に、Sports Web サイトが開きます。 

 

アカウントを作成するか、既存アカウントにログインします。 

注：アカウントを作成している場合でも、既存のアカウントにログインしている場合でも、ご自分

のプロフィール情報（身長、体重、年齢、性別）が正しく入力されていることを確認してください

。この情報は、アクティビティを正確にトラッキングするために必要です。 

Sports Web サイトでは、ご自分のアクティビティ、統計、進捗状況を確認できます。 

重要：TomTom Touch をお使いのコンピュータに定期的に接続して充電し、最新のソフトウェアアッ

プデートを入手する必要があります。 

次：オプション：Sports モバイルアプリの取得 
 

オプション：TomTom Sports アプリの取得 

重要：Sports モバイルアプリなしで TomTom Touch を使用することはできますが、モバイルデバイ

スをお持ちの場合は利用可能な機能をすべて活用できるようにモバイルアプリをインストールするこ

とを推奨しています。 

TomTom Sports アプリでは、アクティビティのアップロードや分析を行ったり、外出中にデータの詳

細を確認したりできます。Sports アプリに接続するかどうかは任意です。コンピュータで Sports 

Connect を使用して同じ情報を見ることもできます。 

アプリをダウンロードして画面上の指示に従います。 

  Google Play™ 

Apple アプリストア 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.Sports
https://itunes.apple.com/app/id1177411905
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ヒント：TomTom Touch は Bluetooth Low Energy（BLE）を使用して、TomTom Sports アプリと通

信します。 

重要：TomTom Touch をスマートフォンとペアリングするのにさらにサポートが必要な場合は、「モ

バイルデバイスとペアリング」を参照してください。 

次：TomTom Touch の使用 
 

毎日のアクティビティのトラッキング 

ボタンをタップしてウェイクアップし、時間を表示します。 

時計の文字盤の下の画面にスワイプすると、歩数、距離、燃焼カロリー、睡眠時間、アクティビティ

時間といったアクティビティデータの詳細を確認できます。 

時計の文字盤の上の画面にスワイプすると、現在の心拍数を表示したりアクティビティを開始できま

す。 
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Sports モバイルアプリまたは Sports Web サイトで、アクティビティ時間やスポーツアクティビティ

の目標を設定することもできます。目標の進捗、終日の心拍数、傾向や全体の進捗を確認するには、

TomTom Touch をスマートフォンの Sports モバイルアプリと同期するか、コンピュータの Sports 

Connect と同期します。 

次：スポーツモードを使用する 
 

スポーツモードを使用する 

スポーツモードはすべてのスポーツアクティビティに使用することができます。スタート - ストップ

モードは心拍数に基づいて時間、心拍数、消費カロリーを取得します。このモードは、水泳およびウ

ォータースポーツ以外のスポーツに使用できます。  

Sports アプリまたは Sports ウェブサイトですべてのアクティビティをトラッキングすることもでき

ます。 

注：TomTom Touch は GPS を搭載していないため、スポーツアクティビティ中の距離は TomTom 

Touch やアプリに表示されません。 

重要：TomTom Touch を装着した状態でシャワーを浴びることは可能ですが、これを装着したまま水

泳したり水に飛び込んだりすると損傷します。 

1. スポーツモードでアクティビティを開始するには、時計面を上にスワイプしてエクササイズアイ

コンが表示される画面を表示します。 

 

2. ボタンを短く押してアクティビティの記録を開始します。 

アクティビティが記録されていることを確認する振動が生じます。 

3. アクティビティの記録中にボタンを 1 度押して画面をウェイクアップしたあと、アクティビティ

時間や燃焼カロリー、心拍数、時刻が表示されるまで上にスワイプします。  

4. アクティビティの記録を停止するには、ボタンを 1 回押して画面を起動し、終了の旗が表示され

るまでスワイプします。次に、再度ボタンを押すかモジュールの側面をダブルタップすると、バ

イブレーションと同時に画面にチェックマークが表示されます。 

5. アクティビティを記録したら、TomTom Touch をスマートフォンの Sports モバイルアプリまた

はコンピュータの Sports Connect に接続して同期します。 

ヒント：トレーニングの後は、アクティビティをソーシャルメディアでシェアできます。 
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iOS デバイスとペアリング 

スマートフォンで TomTom Sports モバイルアプリを使用すると、アクティビティのデータを

TomTom Touch から TomTom Sports にアップロードできます。他の多くのウェブサイトへの自動ア

ップロードも可能です。  

Sports アプリの新しいバージョンが入手可能な場合は、App Store からダウンロードできます。フィ

ットネストラッカーのソフトウェアの新しいバージョンが入手可能な場合、Sports Connect デスクト

ップアプリを使用してダウンロードできます。  

お使いの iOS デバイスとフィットネストラッカーをペアリングするには、次の手順に従ってください

。 

1. フィットネストラッカーを電源に接続します。コンピュータに接続する場合、Sports Connect デ

スクトップアプリがデバイスのアップデートを完了してから続行します。  

2. お使いの iOS デバイスでインターネットが接続されているか確認してください。  

3. フィットネストラッカーと iOS デバイスを近い場所に置きます。 

4. iOS デバイスの［設定］で Bluetooth をオンに切替えます。 

5. フィットネストラッカーで、ボタンを押して画面をウェイクアップし、Bluetooth とスマートフ

ォンアイコンが表示されまでスワイプして、ボタンをもう一度押してください。  

6. Sports モバイルアプリを開始して、［デバイスをアクティベート］画面の［バンド］をタップし

ます。 

7. フィットネストラッカーの名前が表示されたらそれをタップします。 

8. iOS デバイスで、フィットネストラッカーに表示される PIN コードを入力し、［ペアリング］を

タップします。 

これでデバイスがペアリングされました。ペアリング中にフィットネストラッカーに問題が生じる場

合は、下記のトラブルシューティングの指示を参照してください。 

お使いのスマートフォンでモバイルアプリを開いてフィットネストラッカーに接続する場合、ボタン

を押してフィットネストラッカーをウェイクアップすることが必要な場合があります。  

トラブルシューティング 

フィットネストラッカーのペアリング中に問題が生じる場合は、下記の手順に従ってください。 

 TomTom Touch ソフトウェアの最新バージョンを使用してください。新しいバージョンが入手可

能な場合、Sports Connect デスクトップアプリを使用してダウンロードできます。 

 必ずモバイルアプリの最新バージョンを使用してください。新しいバージョンが入手可能な場合

、App Store のリストに掲載されます。 

 iOS デバイスで前に行ったペアリングの登録を解除して、フィットネストラッカーとのペアリン

グをもう一度試してください。 

1. iOS の Bluetooth 設定画面に移動し、iOS デバイスで、フィットネストラッカーの名称の横に

ある［i］アイコンをクリックし、［このデバイスの登録を解除］を選択します。上記のペアリ

ングの手順を実行して、もう一度フィットネストラッカーのペアリングを試してください。

まだ問題が解決しない場合は、以下のトラブルシューティング手順を続けます。 

2. iOS デバイスを再起動します。 

モバイルデバイスとペアリング 
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3. Sports モバイルアプリをアンインストールし、アプリストアから再インストールします。 

4. Bluetooth を一度オフにしてから、もう一度オンにします。 

5. フィットネストラッカーを電源に接続して再起動します。 

これで、iOS デバイスとフィットネストラッカーが完全に接続されリセットされました。 

6. iOS デバイスで Sports モバイルアプリを起動します。 

7. 上記のペアリング手順（手順 5 以降）の説明どおりにペアリングを続けます。 
 

Android  デバイスとのペアリング 

スマートフォンで TomTom Sports モバイルアプリを使用すると、アクティビティのデータを

TomTom Touch から TomTom Sports にアップロードできます。他の多くのウェブサイトへの自動ア

ップロードも可能です。  

フィットネストラッカーを Android デバイスとペアリングする前に、最新バージョンの TomTom 

Sports を使用していること、およびフィットネストラッカーの最新バージョンのソフトウェアをイン

ストールしていることを確認してください。Sports アプリの新しいバージョンが入手可能な場合は、

Play ストアからダウンロードできます。フィットネストラッカーのソフトウェアの新しいバージョン

が入手可能な場合、Sports Connect デスクトップアプリを使用してダウンロードできます。  

Android デバイスと TomTom Touch のペアリングを行うには、次の手順に従ってください。 

1. お使いの Android デバイスが TomTom Sports アプリと互換性があることを確認します。互換性

のあるデバイスに関する情報は Google Play にあります。 

2. お使いのスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認します。 

3. フィットネストラッカーを電源に接続します。コンピュータに接続する場合、Sports Connect デ

スクトップアプリがデバイスのアップデートを完了してから続行します。  

4. フィットネストラッカーと Android デバイスを近くに置きます。 

5. お使いの Android デバイスで［Bluetooth をオンにする］をオンにします。 

6. Android デバイスで TomTom Sports モバイルアプリを起動します。 

7. フィットネストラッカーで、ボタンを押して画面をウェイクアップし、Bluetooth とスマートフ

ォンアイコンが表示されまでスワイプして、ボタンをもう一度押してください。  

8. モバイルアプリの［お使いのデバイスを利用する］画面で［バンド］をタップします。 

お使いの Android デバイスに［検出中］と表示されます。 

9. お使いのバンドの名前が表示されたら、その名前をタップします。 

10. ［検出中］画面のリストにお使いのフィットネストラッカーの名前が表示されたら、その名前をタ

ップしてペアリングの要求を許可します。 

重要：お使いの Android の通知バーでフィットネストラッカーのペアリング要求を確認してく

ださい。一部の Android デバイスでは、ペアリング通知は接続するフィットネストラッカーを

選択した後で Android の通知バーに表示されます。ポップアップで表示する Android デバイス

もありますが、何も表示しないデバイスもあります。ペアリング要求を表示するデバイスでは、

数秒以内にペアリングを許可する必要があります。 

11. Sports モバイルアプリで、お使いのフィットネストラッカーに表示される PIN コードを入力しま

す。 

12. Sports アプリとフィットネストラッカーが接続されたら、［完了］をタップします。 

これでフィットネストラッカーと Sports アプリがペアリングされました。フィットネストラッカー

のペアリングで問題が発生した場合は、以下のトラブルシューティングの指示をご覧ください。 
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お使いのスマートフォンでモバイルアプリを開いてフィットネストラッカーに接続する場合、ボタン

を押してフィットネストラッカーをウェイクアップすることが必要な場合があります。同期を行うに

は、アプリで［アクティビティ］をプルダウンします。アプリとの同期で問題が発生した場合は、常

に Sports デスクトップアプリを使用してアクティビティを同期することができます。  

Android デバイスのバージョンをアップグレードする場合は、通常は以下の手順でフィットネストラ

ッカーのペアリングを解除してから再度ペアリングできます。 

トラブルシューティング 

ヒント：一部の Android スマートフォンでは、ロケーションサービスをオンにする必要がありま

す。 

お使いのフィットネストラッカーを Sports アプリに接続できない場合は、一度 Android デバイスか

ら完全にペアリングを解除してから、再度以下の手順でペアリングすることをお勧めします。 

1. Android デバイスの Bluetooth 設定メニューで、ペアリングを解除、またはフィットネストラッ

カーを削除します。上記のペアリングの手順を実行して、もう一度フィットネストラッカーのペ

アリングを試してください。まだ問題が解決しない場合は、以下のトラブルシューティング手順

を続けます。  

2. Sports モバイルアプリをアンインストールし、Google Play から再インストールします。 

3. Android デバイスを再起動します。 

4. Bluetooth を一度オフにしてから、もう一度オンにします。 

5. フィットネストラッカーを電源に接続して再起動します。 

これで、Android デバイスとフィットネストラッカーが完全に接続されリセットされました。 

6. Android デバイスで Sports モバイルアプリを起動します。 

7. 上記のペアリング手順（手順 7 以降）の説明どおりにペアリングを続行します。 
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データの同期方法 

スマートフォンを使用して、TomTom Touch のアクティビティデータを Sports モバイルアプリにア

ップロードしたり「同期」したりできます。また TomTom Touch をコンピュータに接続して同期する

こともできます。 

重要：電池が切れた TomTom Touch を充電した後に充電を停止すると、画面に 0:00 という時刻表示

が点滅します。これは TomTom Touch を同期する必要があることを意味します。 

スマートフォンの使用 

1. スマートフォンで、インターネット接続が有効で、Bluetooth がオンになっていることを確認し

ます。しま 

2. TomTom Touch とスマートフォンが相互にペアリングされていること確認します。 

3. TomTom Touch とスマートフォンが近くにあること確認します。 

4. TomTom Touch で、ボタンをタップしてディスプレイをウェイクアップします。 

5. スマートフォンで Sports アプリを開きます。 

6. アクティビティの画面に進みます。 

7. 緑色の円が表示されるまで、下にスワイプします。の 

アプリにより、アクティビティデータの設定が TomTom Touch と同期されます。 

コンピュータの使用 

1. お使いのコンピュータに TomTom Touchを接続するには、モジュールがストラップから飛び出る

までモジュールの上部を強く押します。  

 

データをモバイルデバイスと同期 
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2. TomTom Touch に同梱の USB ケーブルを使用して、モジュールをコンピュータに接続します。 

 

TomTom Touch がコンピュータに接続されると、Sports Connect が自動的に開きます。  

Sports Connect により、アクティビティデータの設定が自動的に TomTom Touch と同期されま

す。 
 

トラブルシューティング 

スマートフォンを使用して、TomTom Touch のアクティビティデータを Sports モバイルアプリにア

ップロードしたり「同期」したりできます。また TomTom Touch をコンピュータに接続して同期する

こともできます。 

時には同期がうまくいかない場合がありますが、その場合は以下の手順をお試しください。 

iOS デバイス 

 TomTom Touch ソフトウェアの最新バージョンを使用していることを確認します。新しいバージ

ョンが入手可能な場合、Sports Connect デスクトップアプリを使用してダウンロードできます。 

 必ずモバイルアプリの最新バージョンを使用してください。新しいバージョンが入手可能な場合

、アプリストアのリストに掲載されます。 

 iOS デバイスで前に行ったペアリングの登録を解除して、フィットネストラッカーとのペアリン

グをもう一度試してください。 

1. iOS の Bluetooth 設定画面に移動し、iOS デバイスで、フィットネストラッカーの名称の横に

ある［i］アイコンをクリックし、［このデバイスの登録を解除］を選択します。上記のペアリ

ングの手順を実行して、もう一度フィットネストラッカーのペアリングを試してください。

まだ問題が解決しない場合は、以下のトラブルシューティング手順を続けます。 

2. iOS デバイスを再起動します。 

3. Sports モバイルアプリをアンインストールし、アプリストアから再インストールします。 

4. Bluetooth を一度オフにしてから、もう一度オンにします。 

5. フィットネストラッカーを電源に接続して再起動します。 

これで、iOS デバイスとフィットネストラッカーが完全に接続されリセットされました。 

6. iOS デバイスで Sports モバイルアプリを起動します。 

7. 本書の「iOS デバイスとペアリング」の手順 5 以降のペアリング手順の説明どおりに、ペアリ

ングを続行します。 

Android デバイス 

1. Android デバイスの Bluetooth 設定メニューで、ペアリングを解除、またはフィットネストラッ

カーを削除します。上記のペアリングの手順を実行して、もう一度フィットネストラッカーのペ

アリングを試してください。まだ問題が解決しない場合は、以下のトラブルシューティング手順

を続けます。  
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2. Sports モバイルアプリをアンインストールし、Play ストアから再インストールします。 

3. Android デバイスを再起動します。 

4. Bluetooth を一度オフにしてから、もう一度オンにします。 

5. フィットネストラッカーを電源に接続して再起動します。 

これで、Android デバイスとフィットネストラッカーが完全に接続されリセットされました。 

6. Android デバイスで Sports モバイルアプリを起動します。 

7. 本書の「Android デバイスとペアリング」の手順 7 以降のペアリング手順の説明どおりに、ペア

リングを続行します。 
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アクティビティ・トラッキングについて 

TomTom Touch を使用して、どのようなアクティビティを実行したかを追跡できます。以下のような

ことが可能です。 

 体脂肪、筋肉、体重の体に関する目標を作成する。 

 毎日または毎週の歩数に対する歩数の目標を作成する。 

 サイクリング、ランニング、ジムでのエクササイズなどのスポーツでの目標を作成する。 

 歩数、運動した時間、消費カロリー、移動距離を追跡する。 

 設定したゴールに対する 1 日および 1 週間の進行状況を確認する。 

 アクティビティ・トラッキングのデータを TomTom Sports Web サイトと TomTom Sports モバ

イルアプリにアップロードする。 

Sports でのアクティビティの確認 

毎日のアクティビティの目標に対する進捗状況を、Sports モバイルアプリおよび Sports Web サイト

の両方で確認できます。表示内容は更新され、最後に TomTom Touch と同期されたデータが反映さ

れています。 

TomTom Sports アプリのユーザーマニュアルを参照してください。 

 

フィットネスの記録 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
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TomTom Touchで記録される情報 

TomTom Touch では、睡眠時間、アクティビティ時間、燃焼カロリー、歩数、距離を自動で追跡でき

ます。計算は心拍数とモーションセンサに基づいて行われ、年齢、性別、身長、体重から構成される

ユーザープロフィールにも基づいています。  

注意：TomTom Touch では GPS チップを搭載していないため、距離の統計は歩数から概算されま

す。 

1 日の状況は、TomTom Touch の時計の画面を下からスワイプして表示できます。また、TomTom 

Touch との同期時にも、Sports Web サイトと Sports アプリで統計を確認できます。  

アプリと Web サイトで、トレーニングに特化した統計、およびすべてのアクティビティログと設定

した目標に対するアクティビティログを確認できます。   

ヒント：Sports アプリの［デバイス］メニューで［一日の心拍数］を有効にすると常に心拍数も確

認できます。 

アクティビティ・トラッキングの精度 

アクティビティ・トラッキングの目的は、アクティブで健康的な ライフスタイルを促進する情報を提

供することです。TomTom Touch では、アクティビティの追跡にセンサと計算の両方が使われます。

歩数、睡眠、距離、カロリーなどの提供されるデータと情報は、アクティビティの実際に近い値を推

定するものであり、完全に正確であるとはいえません。   
 

常にアクティビティを記録 

1. ディスプレイをスワイプして、アクティビティの測定値を表示します。 

次の測定値があります。 

 歩数 

 歩いた距離 

 アクティビティ時間 

 睡眠時間 

 燃焼カロリー 
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2. 1 日のアクティビティゴールを設定している場合は、選択した測定値の上および時計の上にある

円形のゴールアイコンが表示されます。このゴールアイコンは、ゴール達成に近づくに従って毎

日埋まっていきます。 

 

ヒント：Sports アプリまたは Sports Web サイトで、ゴールの設定と時系列の実績の表示ができま

す。 
 

心拍数のトラッキング 

TomTom Touch には、オプションの心拍数トラッキング機能があります。心拍数トラッキング機能が

オンになると、フィットネストラッカーで昼夜を通して常に心拍数を確認できます。心拍数の情報に

よってカロリーとアクティビティ時間の推測が正確になり、1 日のすべてのアクティビティの正しく

確認できます。 

注意：バッテリー持続時間を長くするために、使用しないときは［一日の心拍数］のトラッキング

機能はオフにしてください。この機能はデフォルトではオンになっています。 

その場ですぐに心拍数読み取りを確認するには、次の手順を実行してください。 

1. ボタンを押して TomTom Touch をウェイクアップさせます。 

2. 時計の画面で、心拍数アイコンが見えるまで 3 回下にスワイプします。 
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3. 現在の分単位の心拍数（bpm）が表示されるまで数秒かかります。 

 

4. 心拍数が表示されない場合は、ボタンをタップしてもう一度試してください。さらに、手首の 

TomTom Touch のベルトを締めたり、腕の方にずらしたりしてみてください。 

Sports モバイルアプリでの心拍数の確認 

TomTom Sportsアプリのユーザーマニュアルを参照してください。 

Sports Web サイトでの心拍数の確認 

1. mysports.tomtom.com/app/progress に移動します。 

2. ［すべてのスポーツ］をクリックし、［アクティビティ・トラッキング］を選択します。 

3. ［すべて］をクリックし、［日］を選択します。 

4. ページ下部で［平均心拍数］を選択します。 

1 日の心拍数を表示する場合は、安静時心拍数の値と、これらの測定値から計算された平均安静

時心拍数が表示されます。また、1 週間、1 ヵ月、1 年間の安静時心拍数も表示できます。 
 

歩数の追跡 

歩数は手首の動きで推測され、デフォルトのゴールである 1 日あたり 10,000 歩が自動的にセットさ

れます。 

ヒント：ワークアウト中の歩数は、すべてのアクティビティ・トラッキング計測値に含まれます。 

1. ボタンを押して TomTom Touch をウェイクアップさせます。 

2. 時計の画面で、歩数アイコンを見えるまで 3 回上にスワイプします。 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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ヒント：時計での画面の順序は、セットしたゴールによって変化します。 

 

現時点では、その日の歩数が表示されます。 

注意：1 日のゴールに対するアクティビティログは毎日深夜にリセットされます。 

Sports モバイルアプリでの歩数の確認 

TomTom Sportsアプリのユーザーマニュアルを参照してください。 

Sports Web サイトでの歩数の確認 

1. mysports.tomtom.com/app/progress に移動します。 

2. ［すべてのスポーツ］をクリックし、［アクティビティ・トラッキング］を選択します。 

3. ［すべて］をクリックし、［日］を選択します。 

4. ページ下部で［歩数］を選択します。 

また、その週、その月、その年の歩数を確認できます。 
 

カロリーの追跡 

ヒント：カロリーの計算には、生命を維持するために体で消費されるカロリー（基礎代謝率（BMR

））が含まれます。このため、起きたばかりでなにもアクティビティを行っていない時点でも 

TomTom Touch にカロリー量が表示されます。 

1. ボタンを押して TomTom Touch をウェイクアップさせます。 

2. 時計の画面で、炎のアイコンを見えるまで上にスワイプします。 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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ヒント：時計での画面の順序は、セットしたゴールによって変化します。 

 

現時点では、その日の燃焼カロリーが表示されます。 

注意：1 日のゴールに対するアクティビティログは毎日深夜にリセットされます。 

Sports モバイルアプリでの燃焼カロリーの確認 

TomTom Sportsアプリのユーザーマニュアルを参照してください。 

Sports Web サイトでの燃焼カロリーの確認 

1. mysports.tomtom.com/app/progress に移動します。 

2. ［すべてのスポーツ］をクリックし、［アクティビティ・トラッキング］を選択します。 

3. ［すべて］をクリックし、［日］を選択します。 

4. ページ下部で［エネルギー］を選択します。 

また、1 週間、1 ヵ月、1 年間の燃焼カロリーも表示できます。 
 

アクティビティ時間の追跡 

ヒント：歩数またはモーションが特定のしきい値で 10 秒間以上続いたときは、時間は「アクティ

ブ」に分類されます。 

1. ボタンを押して TomTom Touch をウェイクアップさせます。 

2. 時計の画面で、時間アイコンを見えるまで 3 回上にスワイプします。 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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ヒント：時計での画面の順序は、セットしたゴールによって変化します。 

 

現時点ではその日のアクティビティ時間を確認できます。 

注意：1 日のゴールに対するアクティビティログは毎日深夜にリセットされます。 

Sports モバイルアプリでのアクティビティ時間の確認 

TomTom Sportsアプリのユーザーマニュアルを参照してください。 

Sports Web サイトでのアクティビティ時間の確認 

1. mysports.tomtom.com/app/progress に移動します。 

2. ［すべてのスポーツ］をクリックし、［アクティビティ・トラッキング］を選択します。 

3. ［すべて］をクリックし、［日］を選択します。 

4. ページ下部で［アクティビティ時間 

また、その週、その月、その年のアクティビティ時間を確認できます。 
 

距離の追跡 

ヒント：歩数は手首の動きで推測され、歩行距離の推測に使われます。 

1. ボタンを押して TomTom Touch をウェイクアップさせます。 

2. 時計の画面で、距離アイコンを見えるまで 4 回上にスワイプします。 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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ヒント：時計での画面の順序は、セットしたゴールによって変化します。 

 

現時点ではその日の距離を確認できます。 

注意：1 日のゴールに対するアクティビティログは毎日深夜にリセットされます。 

Sports モバイルアプリでの距離の確認 

TomTom Sportsアプリのユーザーマニュアルを参照してください。 
 

スリープの追跡 

スリープ追跡について 

TomTom Touch を使って睡眠時間を追跡できます。以下のようなことが可能です。 

 日、週、月、年単位の睡眠時間を追跡する。 

 スリープ追跡の測定値を TomTom Sports Web サイトと TomTom Sports モバイルアプリにアッ

プロードする。 

フィットネストラッカーはモーションに基づいて睡眠時間を測定し、午後に一定の時間動きがないと

眠っているものとみなします。  

1 日は午後 4 時（16:00）にリセットされ、その時点からフィットネストラッカーは新しい「夜」の

カウントを始めます。 

スリープの追跡 

スリープを追跡するには、TomTom Touch を装着して眠ります。前の夜にどれだけ寝たかを確認する

には、次の手順を行います。 

1. ボタンを押して TomTom Touch をウェイクアップさせます。 

2. 時計の画面で、睡眠アイコンを見えるまで 5 回上にスワイプします。 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
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ヒント：時計での画面の順序は、セットしたゴールによって変化します。 

 

前夜の睡眠時間が表示されます。 

注意：1 日のゴールに対するアクティビティログは毎日深夜にリセットされます。 

Sports モバイルアプリでのスリープアクティビティの表示 

TomTom Sportsアプリのユーザーマニュアルを参照してください。 
 

アクティビティをシェアする 

Sports のアクティビティは、Sports アカウントの SNS のソーシャルシェアリング機能を使用してシ

ェアすることができます。 

シェアを開始するには、次の手順に従います。 

1. Sports にログインします。  

2. Sports ダッシュボードからアクティビティを選択します。 

3. 右上隅にある［シェア］ボタンをクリックします。  

4. たとえば、Facebook または Twitter を選択して、投稿をパーソナライズするコメントを追加し

ます。 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
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スポーツモードを使用する 

スポーツモードはすべてのスポーツアクティビティに使用することができます。スタート - ストップ

モードは心拍数に基づいて時間、心拍数、消費カロリーを取得します。このモードは、水泳およびウ

ォータースポーツ以外のスポーツに使用できます。  

Sports アプリまたは Sports ウェブサイトですべてのアクティビティをトラッキングすることもでき

ます。 

注：TomTom Touch は GPS を搭載していないため、スポーツアクティビティ中の距離は TomTom 

Touch やアプリに表示されません。 

重要：TomTom Touch を装着した状態でシャワーを浴びることは可能ですが、これを装着したまま水

泳したり水に飛び込んだりすると損傷します。 

1. スポーツモードでアクティビティを開始するには、時計面を上にスワイプしてエクササイズアイ

コンが表示される画面を表示します。 

 

2. ボタンを短く押してアクティビティの記録を開始します。 

アクティビティが記録されていることを確認する振動が生じます。 

3. アクティビティの記録中にボタンを 1 度押して画面をウェイクアップしたあと、アクティビティ

時間や燃焼カロリー、心拍数、時刻が表示されるまで上にスワイプします。  

4. アクティビティの記録を停止するには、ボタンを 1 回押して画面を起動し、終了の旗が表示され

るまでスワイプします。次に、再度ボタンを押すかモジュールの側面をダブルタップすると、バ

イブレーションと同時に画面にチェックマークが表示されます。 

5. アクティビティを記録したら、TomTom Touch をスマートフォンの Sports モバイルアプリまた

はコンピュータの Sports Connect に接続して同期します。 

ヒント：トレーニングの後は、アクティビティをソーシャルメディアでシェアできます。 
 

スポーツモード 
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カロリー推定について 

カロリーは、性別、体重、エクササイズの強度と経過時間に基づいて推定されます。 

［スポーツモード］では、カロリーの推測に心拍数を使います。  

TomTom Touch のカロリー計算は、Ainsworth BE、Haskell WL、Herrmann SD、Meckes N、Bassett Jr 

DR、Tudor-Locke C、Greer JL、Vezina J、Whitt-Glover MC、Leon AS の MET テーブルを使用します

。「2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values」、(Medicine 

and Science in Sports and Exercise)、2011 年、43(8):1575-1581。 
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ゴールについて 

Sports モバイルアプリまたは Sports Web サイトを使って、1 日の目標、スポーツの目標、体形目標

を設定できます。Sports アプリの一部分については以下で説明しますが、Sports Web サイトと同様

の機能がたくさんあります。 

重要：新しい目標や既存の目標へのチャレンジは、次に TomTom Touch を Sports アプリまたは 

Sports Connect に接続するときに同期されます。 

注：これは TomTom Touch のタブのほんの一例です。同様のジェスチャを使用して他のタブも探

索できます。 

 

1. 左上の矢印をタップすると、前画面に戻ります。 

2. 上下にスワイプすると、素早くスクロールします。タッチしたままドラッグすると、ゆっくりス

クロールします。 

ゴールの設定 
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3. タップすると、その目標の詳細ページが開きます。 

 

4. 左上の矢印をタップすると、前画面に戻ります。 

5. 測定項目をタップして、変更します。選択した測定項目は緑色に表示されます。した 

6. マイナスおよびプラスのボタンをタップして、各測定項目の値を増減します。 

7. タップして、目標のオン／オフを切り替えます。タップして 1 分経過すると、アプリが更新され

ます。さ 
 

 

アクティビティ・トラッキングの目標の設定 

注：TomTom Touch で目標を直接設定することはできません。Sports アプリまたは Sports Web 

サイトを使用してください。 

10,000 歩のアクティビティ・トラッキングのゴールはあらかじめセットされています。また、

TomTom Touch のセットアップをするときにアクティビティ・トラッキングのゴールを設定する画面

が表示されます。 

1 日のアクティビティ・トラッキングの目標を変更または設定するには、Sports アプリで次の手順を

行います。 

1. メニューで［ゴール］をタップします。 

画面の上部に［歩数の目標］が表示され、スポーツのゴールまたは体のゴールに使用するプラス記

号が表示されます。 

2. ［歩数の目標］の下の鉛筆アイコンをタップします。 
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3. ［歩数］、［距離］、［経過時間］または［エネルギー］を選択して変更する測定値を選択します

。この例では、［歩数］を選択していて、すでに強調表示されています。 

4. 下にスクロールして歩数を変更します。 

5. ［完了］をタップします。 

6. または、［ゴールの無効化］をタップし、ゴールをオフにします。 

ヒント：Sports Web サイトでも目標を設定できます。 

注意：アクティビティ・トラッキングのゴールに対するアクティビティログは毎日深夜にリセット

されます。 

重要：新しい目標や既存の目標へのチャレンジは、次に TomTom Touch を接続するときに同期され

ます。 
 

スポーツのゴールの設定 

注：TomTom Touch で目標を直接設定することはできません。Sports アプリまたは Sports Web 

サイトを使用してください。 

スポーツモードはすべてのスポーツアクティビティに使用することができます。スタート - ストップ

モードは心拍数に基づいて時間、心拍数、消費カロリーを取得します。スイムとウォータースポーツ

以外のスポーツにこのモードを使用することができます。  

スポーツの目標を設定するには、Sports アプリで次の手順を行います。 

1. ［管理］タブをタップします。 

2. ［Manage Goals（目標の管理）］をタップします。 

アクティビティ・トラッキングの目標、スポーツの目標、体形目標を追加するオプションが画面

に表示されます。 

3. 目標の種類（スポーツの目標など）を選択してタップします。 

4. ［ラン］、［バイク］、［トレッドミル］などの範囲からアクティビティを選択します。この例で

は、［ラン］を選択していて、この選択がすでに強調表示されています。 

5. 下にスクロールして、以下の測定値、時間、アクティブごとの目標の組み合わせをタップします

。 

 アクティビティ - その週または月に対象のアクティビティを行う目標回数をセットします。 

 距離 - その週または月に達成する目標距離をセットします。 

 アクティビティ時間 - その週または月に対象のアクティビティに費やす目標時間を設定しま

す。 

6. 終了したら、下にスクロールして［完了］をタップします。 

ヒント：Sports Web サイトでも目標を設定できます。 

重要：新しい目標や既存の目標へのチャレンジは、次に TomTom Touch を接続するときに同期され

ます。 
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スポーツモードの概要および安静時の心拍数グラフの例 

 

ヒント：本製品には体組成機能はありません。体脂肪率や筋肉量の割合を計測できる製品をお探し

の場合は、TomTom Touch Cardio + 体組成をお試しください。また、体組成を計測できる体重計

も使用できます。 
 

体型目標の設定 

注：TomTom Touch で目標を直接設定することはできません。Sports アプリまたは Sports Web 

サイトを使用してください。 

ヒント：本製品には体組成機能はありません。体脂肪率や筋肉量の割合を計測できる製品をお探し

の場合は、TomTom Touch Cardio + 体組成をお試しください。また、体組成を計測できる体重計

も使用できます。 

進捗をトラッキングするために、Sports を使用して体形目標を設定して体重をトラッキングできます

。  

体形目標を設定するには、Sports アプリで次の手順を行います。 

1. ［管理］タブをタップします。 

2. ［Manage Goals（目標の管理）］をタップします。 

アクティビティ・トラッキングの目標、スポーツの目標、体形目標を追加するオプションが画面

に表示されます。 

3. 目標の種類（体形目標など）を選択してタップします。 

4. ［体重］を選択します。 

5. 下にスクロールして、目標体重を設定します。 

ヒント：体重の単位は、Sports アプリまたは Web サイトの［プロフィール］で変更できます。 

6. 終了したら、下にスクロールして［完了］をタップします。 

ヒント：Sports Web サイトでも目標を設定できます。 

重要：新しい目標や既存の目標へのチャレンジは、次に TomTom Touch を接続するときに同期され

ます。 
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着信通知の受信 

コール通知 

コールを受信すると、TomTom Touch が振動し、コールがあることを示すコールアイコンが表示され

ます。スワイプダウンして、アイコンを却下するか無視します。 

 

着信通知 
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テキストメッセージ（SMS）通知 

SMS メッセージを受信すると、TomTom Touch が振動し、メッセージがあることを示すメッセージア

イコンが表示されます。スワイプダウンして、アイコンを却下するか無視します。 

 



38 
 
 

 

設定について 

TomTom Touch の設定はすべて、Sports モバイルアプリを使用して、または Sports Web サイトで設

定します。 

TomTom Touch では次の設定を使用できます。 

 一日の心拍数 

 着信通知 

 プロフィール 

 詳細設定 

 心拍ゾーン 
 

一日の心拍数 

一日の心拍数モニタリングのオン／オフは次のように切り替えます。 

1. お使いのスマートフォンで Sports アプリを開きます。 

2. ［管理］タブをタップします。 

3. 上部にあるお使いのデバイスの図をタップします。 

4. ［一日の心拍数］のスライダを動かします。 

ヒント：バッテリー持続時間を延ばすために、使用しないときは、一日の心拍数モニタリングをオ

フにします。  

関連項目：心拍数のトラッキング 
 

着信通知 

着信通知のオン／オフは次のように切り替えます。 

1. お使いのスマートフォンで Sports アプリを開きます。 

2. ［管理］タブをタップします。 

3. 上部にあるお使いのデバイスの図をタップします。 

4. ［着信通知］のスライダを動かします。 

関連項目：着信通知の受信 
 

プロフィール 

プロフィールは、Sports アプリを使用して、または Sports Web サイトで設定します。プロフィール

は、Sports に接続するたびに TomTom Touch に送信されます。 

次のオプションを選択して、自分の情報を設定します。 

 名前 

 性別 

 生年月日 

設定 



39 
 
 

 

 身長 

 体重 

プロフィールの情報は、以下に使用されます。 

 TomTom Touch では生年月日によって年令を算出し、年令を使用して最大心拍数を推定できます

。 

 体重と性別は、カロリーをより正確に計算するために必要です。 
 

詳細設定 

変更可能な詳細設定には、以下からアクセスできます。 

Sports Web サイト  

ご自分の名前（右上）>［設定］>［詳細設定］タブの順にクリックします。 

Sports アプリ 

メニューアイコン >［アカウント］>［プロフィール］>［詳細設定］の順にタップします。 

次の詳細設定を設定できます。 

 日付表示 

 時間表示 (39ページ ) 

 体重の単位 

 距離の単位 

 エネルギーの単位 
 

時刻表示の変更 

フィットネストラッカーの時刻表示を 12 時間表記と 24 時間表記で切り替えるには、次の手順に従

います。 

Sports Web サイト 

1. Sports Web サイトの詳細設定に進みます。 

2. ［Time Display（時刻表示）］で、［12 hour clock（12 時間表記）］または［24 hour clock（

24 時間表記）］を選択します。 

3. フィットネストラッカーをコンピュータに接続して設定を同期します。 

Sports モバイルアプリ 

1. Sports モバイルアプリで、［管理］タブをタップします。 

2. ［プロフィールの編集］をタップします。 

3. ［PREFERENCES（個人設定）］を選択します。 

4. ［Time Display（時刻表示）］をタップします。 

5. ［12 hour clock（12 時間表記）］または［24 hour clock（24 時間表記］を選択します。 

6. ［アップデート］をタップします。 

フィットネストラッカーの時刻表示が変更されました。 
 

タイムゾーンの変更 

タイムゾーンの違う場所に移動してフィットネストラッカーを使用する場合、コンピュータを使用す

るかスマートフォンの Sports アプリを使用して時間を調整することができます。 
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Sports モバイルアプリ 

スマートフォンを使用してタイムゾーンを更新するには、次の手順に従います。 

1. スマートフォンの Bluetooth がオンになっていることを確かめます。  

2. TomTom Sports モバイルアプリを開きます。 

3. アクティビティ画面を引き下げて、アプリとトラッカーを同期します。 

これにより、自動的にスマートフォンのタイムゾーンに更新されます。 

Sports Web サイト 

コンピュータを使用してタイムゾーンを更新するには、次の手順に従います。 

1. トラッカーをコンピュータに接続します。 

2. Sports Connect を開きます。  

3. 歯車アイコンをクリックして設定メニューに移動します。 

4. ［時計の同期］のボックスにチェックを入れ、トラッカーをいったん接続解除してから再接続する

と時間が更新されます。  

これにより自動的に時間が更新されます。  

 
 

心拍ゾーン 

Sports Web サイトで心拍ゾーンの範囲を変更できます。 

ご自分の名前（右上）>［設定］>［心拍ゾーン］タブの順にクリックします。 
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注：Sports アカウントは TomTom または MyDrive アカウントとは異なります。3 つの間にリンク

はありません。Sports アカウントには複数のデバイスを関連付けることができます。 

TomTom Sports アカウントは、トレーニングとフィットネスのすべての情報が一元的に保管される場

所です。  

アカウントを作成するには、TomTom Sports Connect のボタンをクリックするか、Web サイト（

mysports.tomtom.com）にアクセスします。 

TomTom Sports Connect または TomTom Sports アプリを使用して、アクティビティを自分の Sports 

アカウントに転送することができます。 

アクティビティを自分の TomTom Sports アカウントに転送すると、過去のアクティビティの保存、

分析、表示が可能になります。アクティビティに関連付けられているすべての測定値を表示できます

。 
 

TomTom Sports アカウント 

http://mysports.tomtom.com/
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TomTom Sports Connect には次の機能があります。 

 TomTom Touch を Sports アカウントに登録する。 

 新バージョンが提供されたときに、TomTom Touch のソフトウェアをアップデートする。 

 アクティビティ情報を Sports アカウントにアップロードする。 

注：TomTom Sports Connect アプリケーションは MyDrive アプリケーションとはまったく別のア

プリケーションです。  

TomTom Sports Connect のインストール 

手順については、「Sports Connect のダウンロード」を参照してください。 

コンピュータの互換性 

TomTom Sports Connect は次のオペレーティングシステムと互換性があります。 

Windows® 

 Windows 10 

 Windows 8 - PC バージョン 

 Windows 7 

 Windows Vista® 

Mac OS X 

 10.11（El Capitan） 

 10.10（Yosemite） 

 10.9（Mavericks） 

 10.8（Mountain Lion） 

 10.7（Lion） 

 
 

TomTom Sports Connect 
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 Sport モバイルアプリでは、アクティビティのアップロードや分析を行ったり、外出中にデータの詳

細を確認したりできます。 

TomTom Sports モバイルアプリには次の機能があります。 

 TomTom Touch と同期したときに、アクティビティ情報を TomTom Sports アカウントに自動的

に転送する。 

 TomTom Sports Connect の代替手段として、アクティビティ情報を Sports アカウントに転送す

る。 

サポートされるスマートフォンおよびモバイルデバイス 

iOS 

TomTom Sports アプリは次のスマートフォンおよびモバイルデバイスでサポートされます。 

 iPhone 4S 以降 

 iPod touch（第 5 世代） 

 iPad3 以降 

 すべての iPad mini 

Android 

TomTom Sports アプリは、フィットネストラッカーと通信するために Bluetooth Smart（または 

Bluetooth LE）および Android 4.1 以上を必要とします。Bluetooth Smart の通信範囲に対応する 

Android デバイスは、Sports アプリとの互換性が確認されています。お使いのスマートフォンの 

Sports アプリとの互換性は、Google Play でご確認ください。 

重要：中国では Google Play にアクセスできないため、当社のアプリは Wandoujia ストアに公開され

ます。  

TomTom Sports アプリのインストール 

関連項目：Sports モバイルアプリの取得 

TomTom Sports モバイルアプリ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
http://www.wandoujia.com/apps/com.tomtom.mysports
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使用上の警告および指示 

使用の適応 

TomTom Touch は、心拍数、歩数、消費カロリー、歩行距離、活動した時間、睡眠時間を測定します

。これらの測定値は、アクティブなライフスタイルの維持に役立ちます。 

警告 

TomTom Touch全般に適用する警告 

 TomTom Touch は医療機器ではありません。診断や治療には使用しないでください。運動プ

ログラムを開始する前に必ず医師にご相談ください。   

 TomTom Touch は中国製です。 

 これは玩具ではありません。この製品とアクセサリには小さい部品が含まれており、窒息の

危険を伴います。お子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだ場合

には、すぐに医師の診察を受けてください。 

 本製品には、事前に TomTom Sports アプリへのアクセスが必要となる機能があります。 

安全上の注意 

 本製品は、リチウムイオンポリマー電池を使用しています。お客様が触ったり、交換したり

することはできません。TomTom Touch はお子様の手の届くところに置かないでください。

お子様がトラッカーモジュールを飲み込んだり詰め込んだりした疑いがある場合は、重傷に

なる恐れがありますので直ちに医師の診断を受けてください。 

心拍計／心拍センサー 

 この心拍計は医療機器ではありません。診断や治療には使用しないでください。  

 外部ソースからの信号との干渉、手首との接触が悪い状態、その他の要因により、適切な心

拍数データの測定や送信が妨げられる場合があります。TomTom は、そうしたあらゆる誤用

や不適切な状況に起因する一切の法的責任を負わないものとします。 
 

TomTom によるお客様情報の使用について 

個人情報の取り扱いに関する詳細については、以下をご覧ください： 

tomtom.com/privacy 
 

デバイスと電池に関する安全上の注意 

お使いのデバイス 

本製品は、リチウムイオン電池を使用しています。  

分解、破壊、折曲げ、変形、穿孔、粉砕をしないでください。湿度の高い場所、濡れている場所、腐

食が進行する場所では使用しないでください。本製品は高い温度になる場所や強い直射日光の当たる

場所、熱源の近くや内部、電子レンジ内、高圧コンテナ内に保管したり放置したりしないでください

。また、122°F（50°C）を超える場所には置かないでください。  

付録 

http://www.tomtom.com/privacy
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デバイスは落とさないように注意してください。落とした場合、特に硬い表面にぶつかって損傷した

可能性がある場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。 

充電器を使用するデバイスには、付属の充電器をご使用ください。交換用充電器をお求めの際は、

tomtom.com にアクセスし、お使いのデバイスに対応する充電器を確認してください。 

動作温度 

-20～ 45°C。  

デバイスの電池 

電池の改造、再製は行わないでください。内部に異物を入れないでください。また、電池を水などの

液体につけたり、濡らしたりしないでください。電池を火や燃焼物、その他危険物の中に投げ入れな

いでください。 

電池をショートさせたり、端子に金属類など導電性のあるものを接触させたりしないでください。 

指定された電池以外は使用しないでください。 

警告：不適切な種類の電池を使用すると、爆発の恐れがあります。 

お客様によって交換できないタイプの電池は、取り外したり、取り外そうと試みたりしないでくださ

い。電池に不具合が発生した場合は、TomTom カスタマサポートにお問い合わせください。 

公称バッテリー持続時間はあくまで最大値です。最大バッテリー持続時間は特定の環境下でのみ実現

できるものです。最大バッテリー持続時間は平均的な使用方法に基づいて算出しています。 

バッテリー持続時間を延ばすヒントについては、FAQ：tomtom.com/batterytips をご覧ください。 

上記のガイドラインに従わないと、電池が液漏れしたり、熱くなったり、爆発や発火を引き起こした

りして怪我や損傷の原因になります。電池に穴を開けたり、開いたり、分解したりしないでください

。漏出したバッテリー液に触れてしまった場合は、水でよくすすいでから直ちに医師の診察を受けて

ください。安全上の理由とバッテリーの耐用年数を延ばす観点から、運転時以外は本製品を車から出

し、涼しくて乾燥した場所に保管してください。低温下（32°F／0°C 未満）、高温下（113°F／45°C

超）では充電できません。 

使用済み電池の廃棄 

本製品に内蔵されている電池は現地の法律および規制に従って、リサイクルするか適切に処分し、絶

対に家庭ごみと一緒にしないでください。こうすることで環境保全に役立ちます。お使いの TomTom 

デバイスを充電するときは、付属の DC 電源ケーブル（カーチャージャーまたはバッテリーケーブル

）か、AC アダプタ（家庭用充電器）、認証されたクレードル、コンピュータに接続した付属の USB ケ

ーブルを使い、それ以外は使用しないでください。 

 

 

WEEE – 電気・電子機器の廃棄 

EU / EEA 圏内では、本製品は WEEE 指令 2012/19/EU 要件に準拠して本体とパッケージに車輪付き

ごみ箱のマークが記載されています。本製品は家庭ごみとして扱ったり、一般廃棄物と一緒に廃棄し

たりしないでください。本品を廃棄する場合は、お買い求めの販売店、または自治体のリサイクル品

回収場所にお持ちください。  

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/batterytips
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EU / EEA 圏外では、車輪付きごみ箱のマークが別の意味を持っている場合があります。国のリサイク

ル方法については管轄の自治体にお問い合わせください。本製品の廃棄時に地元の規制に従うことは

、エンドユーザーの責務です。  

 

 

モデル番号 

TomTom Touch Cardio Fitness Tracker: 1AT00 
 

TomTom フィットネストラッカーの技術仕様 

 

バッテリー持続時間 
 

最長 5 日間  

表示解像度 
 

128 x 32 ピクセル  

表示サイズ 
 

5.58 x 22.38 mm  

厚さ 
 

11.5 mm  

重量 
 

10 g  

手首のサイズ 
 

121～169 mm（S サイ

ズ） 

140～206 mm（L サイズ） 

電源 
 

USB ケーブル USB 供給電源（DC5V、500mA）   

 
 

BF 型機器 

 

 

製造年 

製造年：2017 
 

日本の認証 

   

R-201-160580 
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©1992 - 2017TomTom.All rights reserved.TomTom および「両手のロゴ」は、TomTom N.V. またはそ

の子会社の商標または登録商標です。本製品に適用される保証の制約およびエンドユーザーライセン

ス契約については、tomtom.com/legal をご覧ください。 

©1992 - 2017TomTom.All rights reserved.本資料は、TomTom またはその供給業者の専有財産であり

、TomTom またはその供給業者が有する著作権、データベース権および他の知的財産権で保護されて

います。本資料の使用は、所定のライセンス契約の条項に従うものとします。本資料を無断でコピー

または開示すると、刑事上および民事上の責任を問われることとなります。 

Linotype、Frutiger、Univers は、Linotype GmbH が米国特許商標局およびその他の司法管轄区域に

登録した商標です。 

MHei は The Monotype Corporation の商標であり、一部の司法管轄区域で登録されている場合があり

ます。 

Android、Google Now、Google Earth、および「Get it on Google Play」バッジ 

Android、Google Now、Google Earth、Google Play、および Google Play ロゴは、Google Inc. の商

標です。  

Windows® 

Windows および Windows Vista は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商

標または商標です。  

TWITTER 

TWITTER、TWEET（ツイート）、RETWEET（リツイート）、および Twitter のロゴは Twitter, Inc ま

たはその関連会社の商標です。  

Apple、iPhone、iPad、iPod、iPod touch、Mac および「App Store からダウンロード」バッジ 

Apple、iPhone、iPad、iPod、iPod touch、Mac および Apple ロゴは米国およびその他の国で登録さ

れた Apple Inc. の商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。  

Bluetooth® 

 

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。TomTom は

、ライセンス契約の下でこれらのマークを使用しています。その他の商標およびトレードネームは、

それぞれの所有者に帰属します。  

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés 
par TomTom sous licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur 
détenteur respectif.  

AES コード 

本製品のソフトウェアには、英国ウスターの Brian Gladman 氏が 1998 ～ 2008 年を期間とする著作

権を保有する AES コードが含まれています。All rights reserved. 

著作権について 

http://www.tomtom.com/legal
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ライセンス条項： 

変更の有無を問わず本ソフトウェアの再配布および使用は、以下の条件を遵守する限りにおいて、手

数料や使用料を支払うことなく許可されています。 

ソースコードの配布には、前掲の著作権情報と使用条件の一覧および次の免責条項を掲載する。 

バイナリの配布には、前掲の著作権情報と使用条件の一覧および次の免責条項をドキュメントに掲載

する。 

書面による明確な許可を得た場合を除き、本ソフトウェアを使用して構成された製品を推薦する意図

で著作権保有者の氏名を使用しない。 

カロリー計算 

本製品のカロリー計算は以下の研究者が発表した MET の値に基づいています。 

Ainsworth BE、Haskell WL、 Herrmann SD、 Meckes N、Bassett Jr DR、Tudor-Locke C、Greer JL、

Vezina J、Whitt-Glover MC、Leon AS「2011 Compendium of Physical Activities: a second update of 

codes and MET values」、 (Medicine and Science in Sports and Exercise)、2011 年、43(8):1575-1581

。 
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