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本ユーザーマニュアルは、新しい TomTom Runner 3、TomTom Spark 3、TomTom Adventurer ウ

オッチについて最低限知っておくべきことを記載しています。 

すばやく要点をお知りになりたい方は、「はじめに」ページに目を通すことをお勧めします。ここで

は TomTom Sports Connect をダウンロードする方法、およびデスクドックの使い方について説明

しています。  

最初にご確認いただくと役立つ情報を以下に紹介します。 

 このウオッチについて 

 アクティビティの開始 

 身体年齢 

 ワークアウト 

 アクティビティの記録 

 ミュージック 

 Adventurer ウオッチの使い方 

ヒント：tomtom.com/support でも、よくある質問（FAQ）を掲載しています。製品名を入力する

と、製品名のリストが表示されるので、製品名を選択してください。  

本書をお読みいただき、この新しい TomTom GPS スポーツウオッチでフィットネスの目標を達成

してください。  

注：ミュージック機能と内蔵の心拍数センサは、一部のウオッチモデルでは提供されていません。 

本書について 
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このリリースで搭載された新機能 

TomTom Runner 2、TomTom Runner 3、TomTom Spark、TomTom Spark 3、TomTom 

Adventurer 

身体年齢 

アクティビティを行っているときの心拍数、最大心拍数と安静時の心拍数、アクティビティ、性別、

年齢、身長、体重に基づき、良好な身体が機能しているべき数値に対して実際に身体がどのていど機

能しているかを示すのが TomTom の身体年齢です。 

効果的なアクティビティをするほど身体年齢も向上します。フィットネスポイントを獲得して、身体

年齢を向上しましょう。心拍数モニタリング機能内蔵の TomTom Sports ウオッチにアクティビテ

ィを記録するとフィットネスポイントを獲得することができます。  

詳しくは、本マニュアルの身体年齢をご覧ください。 

ワークアウト 

TomTom Sports の web サイトまたはアプリにウオッチを接続すると 50 種類のパーソナルワーク

アウトが自動的にダウンロードされます。この中からお好きなワークアウトを 1 つ選択していただ

くことにより、より効果的なワークアウトを行うことができるようになります。ランニングとサイク

リングの両方にワークアウトが用意されています。ワークアウトのカテゴリはフィットネス、脂肪燃

焼、持久力向上、スピード、体力の 5 種類です。 

詳しくはワークアウトをご覧ください。 

ミュージック関連の改善点 

ヘッドフォンが外されたときに、ウオッチはミュージックトラックやオーディオブックの停止位置を

記憶するようになりました。また、ウオッチの左右を長押しするとミュージックトラック内を 10 秒

きざみでスキップできるようになりました。 

詳しくは、ミュージックをご覧ください。 

アクティビティ中に自動停止 

動きに合わせてアクティビティを自動的に一時停止させたり、再開したりすることができるようにな

りました。アクティビティごとに新しく設定することで自動停止の制御を行います。 

詳しくは、アクティビティの一時停止と停止をご覧ください。 

同期と警告の制御 

新設定ではウオッチとモバイルデバイスを同期させるタイミングやその方法をさらに詳細に設定でき

るようになりました。また、ウオッチで着信通知を受け取るかどうかを設定することもできます。 

詳しくは、スマートフォンをご覧ください。 

ユーザーマニュアルの改善点 

アクティビティの開始後に利用できるメニューオプションに新しいセクションが追加されました。 

新機能 
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詳しくは、アクティビティ設定をご覧ください。 

ペアリングおよび同期に関する記載を改善したセクションを追加しました。 

詳しくは、モバイルデバイスとペアリングおよびデータの同期方法をご覧ください。 
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このウオッチについて 

ウオッチを使用するとき、最初に表示されるのが時計画面です。この画面には時刻と日付が表示され

ます。時間の数字がやや暗く、分の数字が明るく表示されているので、時間を正確にはっきりと把握

できます。 

上下左右のボタンを押すと、画面を移動することができます。 

 

1. 左を押す - ［アクティビティトラッキング］画面が開きます。 

2. 下を押す - ［設定］メニューが開きます。 

3. 右を押す - ［アクティビティ］メニューが開きます。 

ヒント：［アクティビティ］メニュー、［アクティビティ測定］の画面と設定で長押しすると自

動的にスクロールします。 

4. 上を押す - ［ミュージック］画面が開きます。  

5. GPS レシーバーウオッチを装着するとき、GPS レシーバーが上を向くようにしてください。 

6. 手のひらで画面を覆うと、バックライトが点灯します。 

時計画面には時刻と日付が表示されます。 表示時間 は 12 時間形式または 24 時間形式のいずれか

を選ぶことができます。押下して［設定］メニューを開き［時計］を選択します。 

ウオッチの使い方 

上または下を押してメニュー内のアイテムを選択します。 

右を押してアイテムを選択し、そのアイテムのメニューを開きます。 

左を押してメニューを終了します。 

メニューのオプションを選択する場合は、そのオプションが強調表示されていることを確認してから

操作を行ってください。強調表示されたオプションがウオッチに設定されます。 

メニュー内のオプションがオンとオフに切り替わる場合は、上か下を押して設定を変更します。 

重要：一定時間使用しないと、ウオッチはスリープ状態になります。何かボタンを 1 回押せばウオ

ッチが起動します。Sports アプリとの同期が自動的に開始されるので、そのまま使用を継続するこ

とができます。 
 

ウオッチ 
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ウオッチの装着 

ウオッチの装着の仕方が心拍数センサ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。センサの動作については、「心拍数センサ」を参照してください。 

 ウオッチは、通常の腕時計を装着するのと同じ方法で装着してください。ウオッチの表示面が手

首の上にくるようにし、裏面が皮膚に触れるようにして、手首の骨から離して装着してください

。 

 

 

 ストラップは手首にぴったりと、きつくなりすぎない程度に締めてください。 

 

 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。 
 

ウオッチのクリーニング 

ウオッチを頻繁に使用する場合は、週に一度のクリーニングを推奨します。 

 必要に応じて、ウオッチを湿らせた布で拭きます。油分や汚れを落とすには、低刺激の石鹸を使

用します。 

 ガソリン、洗浄溶剤、アセトン、アルコール、防虫剤などの強力な化学薬品をウオッチに付着さ

せないようにしてください。化学薬品によって、ウオッチの密閉性、ケース、仕上げが損なわれ

る場合があります。 

 スイムで使用した後は、ウオッチを水道水でよく洗い、柔らかい布で水気を取ります。 

 心拍数センサの部分と接続パッドは、必要に応じて低刺激の石鹸と水でクリーニングします。  

 心拍数センサの部分に傷を付けないでください。破損することのないよう保護してください。 

 
 

心拍数センサ 

ウオッチに心拍数センサが内蔵されている場合は、より効率的なトレーニングができます。 

内蔵の心拍数センサを使用することも、ウオッチをバイクのハンドルバーに取り付ける場合には外付

けセンサを使用することもできます。また、センサをまったく使用しなくてもかまいません。 
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注：ウオッチに心拍センサが内蔵されていない場合はチェストストラップを別途購入していただく

と、tomtom.com/sportsaccessories で同じ情報を記録することができます。 

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、肌のすぐ下にある静脈の毛細

血管に発光し、光の反射の変化を検知します。 

心拍数センサの性能は体脂肪率や体毛の影響は受けません。ただし、ウオッチの装着方法やウォーム

アップの有無によっては結果が変わります。 

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、「ウオッチの装着」を参照してください。心

拍数の連続記録は、デフォルトでオフになっています。オンにする場合は、心拍数トラッキング機能

についてをご覧ください。 

注：このセンサでは、スイム中の心拍数は測定できません。 
 

ウオッチのストラップからの取り外し 

充電のため、あるいはバイクでの使用前にホルダーに取り付けるために、ウオッチをリストストラッ

プから取り外す場合があります。 

ウオッチ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. ウオッチバンドを握り、TomTom ロゴを内側に押します。 

 

2. ウオッチをストラップから取り外します。 

 

 

デスクドックを使用したウオッチの充電 

重要： USB ポートを備えたものであればどの充電器でもウオッチを充電できます。ウオッチをデス

クドックにセットし、デスクドックの USB コネクタを USB 充電器に接続します。 

ウオッチはリストストラップに付けたままでも、リストストラップを外した状態でも、デスクドック

を使用できます。 

http://www.tomtom.com/sportsaccessories
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ストラップからの取り外し 

詳細は、「ウオッチのストラップからの取り外し」を参照してください。 

デスクドックを使用した充電 

ウオッチをデスクドックにセットするには、次の手順に従います。 

1. ウオッチ背面のカーブに沿ってスライドさせ、ウオッチをドックにセットします。  

2. カチッという音がして完全に接続されるまで、ウオッチをもう一度押し込みます。 

 

 

 

重要：ウオッチをドックにセットする際、接続は 2 種類から選ぶことができます。   

  

 

壁のコンセントや USB ソケットで充電する方法。データ転送機

能はなし。   

 

 

フルコネクション。Sports にもアクセス可能。 

3. デスクドックからウオッチを取り外すには、ウオッチ背面のカーブに沿ってウオッチをドックか

ら引き抜きます。 
 

バイク用マウントの使い方 

バイク用マウントアクセサリを購入した場合、マウントにはウオッチのホルダーと、クリップをハン

ドルバーに取り付けるためのハンドルバーストラップが付属しています。 

重要：ここに記載した手順は、ホルダーをハンドルバーに取り付けてからウオッチを装着する方法で

す。  

バイク用マウントを使用するには、次の手順に従います。 
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1. ハンドルバーストラップをスライドさせウオッチホルダー背面のフックにセットします。ハンド

ルバーのサイズに合わせて適切な長さを選択してください。 

 

 

ヒント：ストラップには 2 つの穴が用意されているので、22 ～ 32 mm の範囲ならどのサイ

ズのハンドルバーにも取り付けられます。ハンドルバーに合う穴を選択してください。 
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2. ウオッチホルダーをハンドルバーにセットして、バーにストラップを巻き付けます。 

 

3. ホルダー下部のクリップを使用して、ハンドルバーストラップを取り付けます。  

これでストラップはハンドルバーの周りにしっかりと固定されます。 
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4. ウオッチをリストストラップから取り外します。次の図のように押して、ホルダーを開きます。

カバーを持ち上げます。 

 

5. 図のように、ウオッチをホルダーにスライドさせます。  

 

6. ウオッチがしっかりと固定されたことを確認します。  
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7. ウオッチの上からホルダーを閉じ、閉じたときにカチッと音がしたことを確認します。これでサ

イクリングの準備ができました。 

 

 

ウオッチのホルダーからの取り外し 

充電する際、あるいはバイク用マウントをハンドルバーに取り付ける際に、ウオッチをホルダーから

取り外す場合があります。 

ウオッチをホルダーから取り外すには、次の手順に従います。 

1. 次の図のように押してカバーを持ち上げ、ホルダーを開きます。 
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2. ウオッチの背面を手前に押して、ホルダーのロックを解除します。 

3. ウオッチを手前にスライドさせて、取り外します。 
 

O リングの使い方 

バイク用マウントストラップをなくした場合でも、標準的な O リングを使用してウオッチをハンド

ルバーに取り付けることができます。  

O リングを使用する場合は、次の手順に従います。 

1. ウオッチを裏返して、ウオッチ前面に一番近いフックに O リングを挿入します。 

 

2. 古い自転車タイヤのチューブの切れ端などのゴム片を用意します。これはマウントとハンドルバ

ーの間に入れてウオッチが滑るのを防ぐのに必要になります。 

3. マウントをハンドルバーの上にセットし、ゴム片をマウントとバーの間に挟みます。 

 

4. ハンドルバーの周りに O リングを巻き、後部のフックまで引き上げます。  
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画面について 

時計画面の状態で下を押します。画面上部に情報が表示されるまで上を押します。右を押して情報画

面を開きます。 

情報画面には次の項目が表示されます。 

 バッテリー：ウオッチのバッテリー残量。  

バッテリーに充電するには、ウオッチをデスクドックにセットし、ドックをコンピュータに接続

します。 

 容量 - ウオッチで使用される容量  

空き容量が少なくなってきた場合は、ウオッチをコンピュータに接続します。TomTom Sports 

Connect によりワークアウトまたはアクティビティがコンピュータに転送されます。 TomTom 

Sports web サイトのアカウントまたはお好きな web サイトへのアクティビティの自動アップロ

ードを選択することができます。 

ヒント：ウオッチには、最近行ったワークアウト 10 件分の概要が履歴として残ります。これよ

り古い履歴は Sports に送信されます。 

 QUICKGPS：ウオッチ上の QuickGPSfix 情報のステータス。  

QuickGPSfix 機能によってウオッチが正確な位置情報をすばやく取得するので、アクティビティ

をすぐに開始することができます。また、バッテリーの持ちも良くなります。ウオッチの 

QuickGPSfix 情報を更新するには、ウオッチをコンピュータに接続します。TomTom Sports 

Connect によりウオッチの QuickGPSfix が自動的に更新されます。QuickGPSfix 情報はダウン

ロードしてから 3 日間有効です。 

QuickGPSfix のステータス表示には次のマークが使用されます。 

 
 

ウオッチの QuickGPSfix は最新状態です。 

 

 
 

ウオッチの QuickGPSfix は最新ではありません。QuickGPSfix 情報が

最新ではない場合でも、ウオッチは通常通りに動作します。ただし、

アクティビティを開始したいときに、GPS の位置特定にかかる時間が

長くなることがあります。 

 バージョン：ソフトウェアのバージョン番号。この情報は、カスタマーサポートに連絡する場合

に必要になります。ウオッチをコンピュータに接続するたび、TomTom Sports Connect はウオ

ッチにソフトウェア更新がないか確認します。 
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 シリアル番号：ウオッチのシリアル番号。この情報は、カスタマーサポートに連絡する場合に必

要になります。 
 

リセットの実行 

ソフトリセット 

ウオッチ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。 

ウオッチのソフトリセットを実行するには、次の手順に従います。 

1. ウオッチを充電器またはコンピュータに接続します。 

ウオッチ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 がウオッチのアップデートを完了するま

で待ちます。 

2. ウオッチと充電器またはコンピュータとの接続を解除します。 

ウオッチのソフトウェアが再起動します。このようにして、ウオッチのソフトリセットが実行さ

れます。 

回復モード 

回復モードでは、個人データや設定を削除することなく、ウオッチのソフトウェアを再インストール

できます。 

回復モードを使用してウオッチのリセットを実行するには、次の手順に従います。 

1. ドックをコンピュータに接続する前に、ウオッチをドックにセットします。  

2. ウオッチのボタンを下に押したままにします。* 

3. ドックをコンピュータに接続し、ウオッチに tomtom.com/reset と表示されるまでボタンを押し

続けます。 

4. ボタンから手を放し、Sports Connect に［アップデート］と表示されるまで待ちます。 

5. Sports Connect で［アップデート］をクリックします。 

* コンピュータの USB ポートに手が届きにくい場合は、ウオッチをセットしていない状態でドック

をコンピュータに接続します。時計画面の状態でボタンの下を押しながら、ウオッチをスライドさせ

てドックにセットします。 

工場出荷時状態へのリセット 

重要：Sports Connect で出荷時設定へのリセットを行うと、Sports Connect のエクスポート設定を

含むすべての個人データおよび設定がウオッチから削除されます。リセットすると、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、ウオッチ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てください。 

工場出荷時状態へのリセットを実行すると、ウオッチ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 

 ウオッチの設定 

  Sports Connect でアクティビティをアップロードするための設定 
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重要：工場出荷時状態へのリセットを実行する場合、Sports Connect がウオッチの復元を完了する

までウオッチの接続を解除しないでください。この処理には数分間かかります。ウオッチの接続を解

除する前に、Sports Connect またはウオッチにメッセージが表示されていないか確認してください

。 

ウオッチを工場出荷時状態にリセットするには、次の手順に従います。 

1. ウオッチをコンピュータに接続して、Sports Connect によってウオッチのアップデートが完了す

るまで待ちます。 

2. Sports Connect で［設定］を開きます。 

3. Sports Connect の下部にある［出荷時の設定に戻す］をクリックします。 

 Sports Connect によって、ウオッチのソフトウェアの最新バージョンがダウンロードされます

。 

4. Sports Connect のウィンドウが閉じるときも、ウオッチを接続したままにします。 

Sports Connect によってウオッチにソフトウェアがインストールされます。 

5. Sports Connect のウィンドウが再度開くときも、ウオッチ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、ウオッチを設定します。 
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トレーニングを開始する前に、ウオッチの充電やソフトウェアの更新、パーソナルワークアウトのダ

ウンロード、QuickGPSfix のダウンロードなどを完了しておくことをお勧めします。  

注：QuickGPSfix によって、すばやく GPS 情報を取得して現在地を特定することができます。ま

た、バッテリーを節約し、持続時間を延ばす効果もあります。 

1. TomTom Sports Connectをtomtom.com/123からダウンロードして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. ウオッチをデスクドックにセットし、ドックをコンピュータに接続します。 

TomTom Sports Connect の指示に従います。 

 

 

ウオッチの充電が完了したら、初回アクティビティを始められます。 

ヒント：バッテリーのアニメーションの動きが止まって満タンのバッテリーが表示されたら、ウオ

ッチはフル充電されています。 

ウオッチを定期的にコンピュータに接続して、充電、アクティビティのアップロード、ソフトウェア

アップデートのダウンロード、QuickGPSfix 情報のダウンロードを行ってください。 

バッテリー持続時間 

バッテリーをフル充電した場合、GPS を受信するアクティビティ（ランニング、サイクリングなど）

を最長 11 時間続けることができます。以下のような使い方をすると、バッテリーの消費が早くなり

ます。 

 ［ミュージック］機能をワイヤレスヘッドセットと併用する。 

 ウオッチのバックライトを頻繁にまたは常時使用する。 

 内蔵の心拍数センサを使用する。 

 心拍数センサやケイデンス＆スピードセンサなどの外付けセンサとウオッチを接続する。 

ナイトモードをオフにし、必要なときだけ画面をタッチしてバックライトをオンにすると、バッテリ

ーを長持ちさせることができます。 

はじめに 

http://www.tomtom.com/123/
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TomTom Sportsアプリ 

TomTom Sports アプリは通常のアプリストアまたは tomtom.com/app から無料でダウンロードで

きます。 

詳しくは、本マニュアルの TomTom Sports モバイルアプリをご覧ください。 

ウオッチをモバイルデバイスとペアリングします。 

詳しくは、本マニュアルのモバイルデバイスとペアリングをご覧ください。 

http://www.tomtom.com/app
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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、スポーツアクティビティのデー

タを TomTom GPS スポーツウオッチから TomTom Sports Cloud に自動的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。また、アプリによってパーソナルワ

ークアウト、トレイルおよび QuickGPSfix のデータをウオッチにダウンロードすることもできます

。 

Android™ デバイスをウオッチとペアリングする場合は次の手順に従います。 

1. ウオッチと Android デバイスを近づけます。 

2. TomTom Sports モバイルアプリを Android™ デバイスで起動し、TomTom アカウントにログ

インします。 

3. ［最新］タブ上部にある［始めましょう］をタップします。 

4. ウオッチの［時計］画面の状態で下を押し、［設定］画面を開き、［電話］を選択してから右を押

します。［新規ペアリング］を選択します。 

 

 

ウオッチは Sports モバイルアプリのペアリングリクエストの検索を開始します。 

5. Android デバイスの［デバイスを有効にする］ページでウオッチをタップします。 

お使いの Android デバイスに［検出中］と表示されます。 

6. ［検出中］画面のリストにウオッチの名前が表示されたら、それをタップしてペアリングリクエス

トを承認します。 

7. Sports モバイルアプリで、お使いのウオッチに表示される PIN コードを入力します。 

モバイルデバイスとペアリング 
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これで、ウオッチと Android デバイスがペアリングされました。 

 

Android デバイスでモバイルアプリをアクティブにしてバックグラウンドで実行している限り、ウオ

ッチでアップロードする新しい記録されたアクティビティが発生したり QuickGPSfix データが最新

ではなくなったりした場合は、ウオッチが自動的に接続しようとします。 

Android デバイスでモバイルアプリを開きウオッチに接続を試行している場合は、時計画面の状態で

下を押してウオッチを起動する必要があるかもしれません。ウオッチとの接続には 30 秒ほどかかる

ことがあります。 

Android デバイスのバージョンをアップグレードするときは通常、完全にウオッチのペアリングを解

除し、再度ペアリングする必要があります。 

注：ウオッチのペアリング中に不具合が生じた場合は、まずスマートフォンの Bluetooth® 設定で 

TomTom ウオッチのペアリングを解除してから、もう一度上記手順に従ってください。  
 

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、スポーツアクティビティのデー

タを TomTom GPS スポーツウオッチから TomTom Sports Cloud に自動的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。また、アプリによってパーソナルワ

ークアウト、トレイルおよび QuickGPSfix のデータをウオッチにダウンロードすることもできます

。 

iOS デバイスと GPS Sports ウオッチのペアリングを行うには、次の手順に従ってください。 

1. ウオッチの時計画面の状態で下を押し、［設定］画面を開き、［電話］を選択して右を押します。 

2. 右を押してペアリングを開始します。 

3. Sports モバイルアプリを起動し、［始めましょう］をタップします。 

4. ［ウオッチ］をタップします。 

5. ウオッチの名称が表示されたら、それをタップします。 
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6. iOS デバイスで［ペアリング］をタップし、お使いのウオッチに表示されている PIN コードを入

力します。 

 

これでデバイスがペアリングされました。ウオッチのペアリングで問題が発生した場合は、ここをク

リックしてトラブルシューティングガイドを参照してください。 

スマートフォンまたはモバイルデバイスでモバイルアプリをアクティブにしてバックグラウンドで実

行している限り、ウオッチでアップロードする新しいアクティビティが発生したり QuickGPSfix デ

ータが最新ではなくなったりした場合は、ウオッチが自動的に接続しようとします。 

スマートフォンでモバイルアプリを開き、ウオッチとの接続を試みる場合、時計画面から移動してウ

オッチをウェイクアップさせる必要があります。時計画面の状態で上下左右のいずれかを押します。 
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ウオッチから Sports モバイルアプリへのアクティビティデータのアップロードまたは「同期」はス

マートフォンを使って行うことができます。代わりにウオッチをコンピュータに接続して同期するこ

とも可能です。 

重要：ウオッチが完全にバッテリー切れの状態から充電をした場合、充電終了後に電源からウオッチ

を外すと画面上に「0:00」という数字が点滅します。「0:00」が点滅する場合はウオッチの同期が必

要です。 

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。 

2. ウオッチとスマートフォンが正しくペアリングしているか確認します。 

3. ウオッチとスマートフォンは必ず近付けておいてください。 

4. ウオッチのボタンをタップしてディスプレイを起動します。 

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。 

アプリがアクティビティデータの設定をウオッチに同期します。 

コンピュータの使用 

1. ウオッチをコンピュータに接続する場合は、ウオッチをバンドから外してください。 

    

2. 付属の USB ケーブルを使ってモジュールをコンピュータに接続します。 

 

データの同期方法 
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ウオッチ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 はアクティビティデータの設定をウオッチに自動的に同期します。 
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モバイルデバイスまたは web サイトを使ったデータの同期 

ウオッチのアクティビティデータを Sports アプリを使って同期する場合は次の手順に従います。 

1. スマートフォンで Sports アプリを起動します。 

2. ウオッチとスマートフォンを近付けてから時計画面の下を押してウオッチを起動します。 

3. アプリ内の［最新］タブまたは［アクティビティ］タブを引き下げて同期を開始します。また、ウ

オッチが検出されると同期が自動的に開始されることがあります。 

 

ウオッチのアクティビティデータを Sports web サイトで同期する場合は次の手順に従います。 

1. 付属のケーブルを使ってウオッチをコンピュータに接続します。 

 

Sports Connect が開き、データの同期と更新が行われます。 
 

トラブルシューティング 

ウオッチから Sports モバイルアプリへのアクティビティデータのアップロードまたは「同期」はス

マートフォンを使って行うことができます。代わりにウオッチをコンピュータに接続して同期するこ

とも可能です。 

ウオッチを Android™ デバイスに接続できない場合は、Android デバイスが次の要件を満たしてい

るか確認してください。 

 本アプリはバージョン 4.4 以降の Android 上で Bluetooth®（Low Energy 4.1 以降）を使って

動作します。Google Play の詳細を確認するをクリックして動作確認済みデバイス一覧をご確認

ください。 

 既知の問題一覧も併せてご覧ください。 

 お使いのデバイスには最新バージョンの Android をお使いください。 

 ［設定］ > ［端末情報］ > ［Android™ バージョン］ 

 ウオッチのアップデートには、最新版の Sports Connect デスクトップアプリケーションをお使

いください。古いバージョンのアプリケーションでは、お使いのウオッチに対応する最新バージ

ョンのソフトウェアをインストールできない場合があります。 

 最新バージョンのソフトウェアがインストールされているウオッチをコンピュータに接続します

。Sports Connect はウオッチに利用可能な最新のソフトウェアがないかをチェックします。 

 TomTom Sports モバイルアプリは最新バージョンのものをお使いください。最新バージョンが

提供されていれば、Google Play ストアで確認できます。 

 ［設定］ > ［接続］ > ［Bluetooth］の順にタップして、お使いの Android デバイスの Bluetooth 

をオンにします。 

 Android™ デバイスでの Bluetooth® デバイスの使用は一度に 1 デバイスに限定してください

。ヘッドセット、車載キット、スピーカーなどのデバイスを追加で使用している、またはファイ

ルを転送している場合などは Android™ とウオッチのペアリングや同期に失敗することがありま

す。 

 Sports モバイルアプリが正常に動作するには安定したインターネット接続が必要です。 

 Android デバイスのパワーセーブモードをオフにしてください。このモードがオンになっている

と、Bluetooth が無効になることがあります。 

ウオッチを Sports アプリに接続できない場合、以下の手順に従い、Android デバイスから一度完全

にウオッチのペアリングを解除し、再度ペアリングします。 
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1. Android デバイスの Bluetooth 設定メニューで、ペアリングを解除、またはウオッチを削除しま

す。 

2. Play ストアから Sports モバイルアプリをアンインストールし、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. Android デバイスで TomTom Sports モバイルアプリを起動し、TomTom アカウントでログイ

ンしていることを確認してください。 

6. ［最新］タブ上部にある［始めましょう］をタップします。 

7. ウオッチの［時計］画面の状態で下を押し、［設定］画面を開き、［電話］を選択してから右を押

します。［新規ペアリング］を選択します。 

ウオッチは Sports アプリのペアリングリクエストの検索を開始します。 

8. Android デバイスの［デバイスを有効にする］ページでウオッチをタップします。 

お使いの Android デバイスに［検出中］と表示されます。 

9. ［検出中］画面のリストにウオッチの名前が表示されたら、それをタップしてペアリングリクエス

トを承認します。 

10. Sports モバイルアプリで、お使いのウオッチに表示される PIN コードを入力します。 

それでもウオッチと Android デバイスの接続ができない場合は、次の手順を試してください。 

 ウオッチを出荷時の設定に戻し、Android デバイスのペアリングを解除するか、ウオッチを削除

します。 

 コンピュータ上の Sports Connect を使ってウオッチを同期します。データは常に Sports web 

サイトと Sports モバイルアプリの両方で表示されます。 
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アクティビティについて 

注：すべてのウオッチモデルであらゆるアクティビティができるわけではありません。 

アクティビティメニューでは、ウオッチで使用可能な次のアクティビティを開始できます。 

 
 

ラン 

 

スイム 

 
 

トレッドミル 

 

スキー 

 
 

トレイルラン 

 

 

スノーボード 

 
 

ハイキング 

 

 

ジム 

 
 

バイク 

     

フリースタイル 

 
 

サイクルトレーナ 

 

ストップウオッチ 

［ラン］、［バイク］、［フリースタイル］、［トレイルラン］、［ハイキング］、［スキー］また

は［スノーボード］のいずれかを選択すると、ウオッチは内蔵の GPS 受信機を使って速度を測定し

通過したルートを記録します。 

心拍数センサ搭載のウオッチでセンサをオンにした場合、アクティビティの最中に心拍数が表示され

ます。ラン、バイク、トレッドミル、フリースタイルがこれに該当します。  

スイムまたはトレッドミルを選択した場合は、内蔵のモーションセンサを使ってトレッドミルでのス

トライドや、スイミングプールでのストローク数やターン数が計測されます。この情報を使用して、

スピードと達成した距離が推計されます。 

インドアサイクリングを選択すると、接続されたケイデンス＆スピードセンサを使って、スピード、

心拍数情報（測定可能な場合）、タイムに対するカロリー消費量が表示されます。  

ジムを選択すると、心拍数情報とカロリー消費量が時系列で表示されます。このアクティビティには

内蔵または外付けの心拍数センサが必要です。 

アクティビティ 
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ラン、バイク、スイム以外のアクティビティを実行する場合は、フリースタイルを選択します。そう

することにより、ラン、バイク、スイムの履歴や記録に他のアクティビティが混じらないようにしま

す。  

ストップウオッチを選択した場合、ウオッチを使って経過時間、ラップタイム、最新および以前のラ

ップタイムを確認できます。 
 

カロリー推定について 

カロリーは、スポーツの種類、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

。 

常時カロリー推定は BMI に基づき、歩数、アクティビティ時間、スポーツアクティビティなどを考

慮して調整し、1 日の理論合計値が計算されます。心拍数は常時カロリー計算では使用されません。

ウオッチのバッテリーの消耗が早すぎるためです。 

注：すべてのウオッチですべてのアクティビティができるわけではありません。 

ラン、バイク、スイム、トレイルラン、ハイキング、トレッドミルおよびサイクルトレーナー 

ラン、バイク、スイム、トレイルランハイキング、トレッドミルおよびサイクルトレーナーの場合、

カロリー計算はタスクテーブルの代謝当量（MET または単純に代謝当量）に基づきます。 

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

、Vezina J、Whitt-Glover MC、Leon AS 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。 

フリースタイル、ジム、スキーおよびスノーボード 

フリースタイル、ジム、スキーおよびスノーボードのアクティビティのカロリー計算は心拍数に基づ

いています。他のアクティビティのカロリー計算はその特定スポーツにリンクしていますが、フリー

スタイル、ジム、スキーおよびスノーボードの場合にはウオッチはどのスポーツを行っているのかは

認識していません。このため心拍数が測定できない場合、これら 4 種類のアクティビティに関して

はカロリーが表示されません。 

トラッカー 

基礎代謝率（BMR）を含めその日 1 日にどれだけのカロリーを消費したかが測定されます。BMR と

は、呼吸や心拍などの身体機能を維持するために必要な最小のエネルギー量です。BMR が含まれて

いるため、トラッカーのカロリー測定値は、アクティビティのカロリー測定値より高くなります。 
 

心拍数トラッキング機能について 

TomTom GPS このウオッチでは、心拍数を 1 日中モニタすることができます。測定頻度は常時ト

ラッキングでは 10 分ごと、スポーツトラッキングでは 1 秒ごとです。 

注：心拍数の連続トラッキングができるのは、光センサを搭載したウオッチのみです。 

ウオッチの心拍数トラッキング機能をオンにする 

心拍数の連続トラッキングは、デフォルトでオフになっています。ウオッチの心拍数トラッキング機

能をオンにするには、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。 
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2. ［トラッカー］を選択します。 

3. ［心拍数］を選択します。 

4. ［オン］を選択します。 

5. コンピュータの Sports Connect  または Sports モバイルアプリにウオッチを接続して同期しま

す。 

これでウオッチを装着すると心拍数が測定されるようになります。 

注：心拍数トラッキング機能には、ソフトウェアバージョン 1.2.0 以上が必要です。 

Sports web サイトまたは Sports アプリでの心拍数の確認 

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

アクティビティの開始 

注：すべてのウオッチモデルであらゆるアクティビティができるわけではありません。 

ウオッチでアクティビティを開始するには、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で、右を押します。 

2. いずれかのアクティビティを選択し、右を押します。 

 
 

ラン 

 

スイム 

 
 

トレッドミル 

 

スキー 

 
 

トレイルラン 

 

 

スノーボード 

 
 

ハイキング 

 

 

ジム 

 
 

バイク 

     

フリースタイル 

 
 

サイクルトレーナ 

 

ストップウオッチ 
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3. バイク以外のアクティビティでは、ウオッチで GPS の修正が行われている間［お待ち下さい］の

メッセージが表示され、GPS アイコンが画面の左上で点滅します。アクティビティ開始準備が整

うと、［GET GOING］メッセージが表示され GPS アイコンが点滅しなくなります。 

 

ヒント：ミュージックプレイリストを選択するには、アクティビティの開始で［スタート］メッ

セージが表示されたときに下を押します。 

4. バイクおよびサイクルトレーナで［ケイデンスとスピードセンサ］を使用している場合は、ウオッ

チがセンサに接続されてから［スタート］メッセージが表示されます。ケイデンス＆スピードセン

サを使って、アクティビティのスピードと距離情報が提供されます。この時点ではウオッチの 

GPS 位置特定が完了していない場合があります。アクティビティのルートを追跡する場合、GPS 

アイコンの点滅が停止してからアクティビティを開始してください。 

注：ウオッチを初めて使うときや、QuickGPSfix 情報が最新ではない場合は特に、GPS 位置情

報の取得に少々時間がかかる場合があります。動くと位置情報の取得が遅くなるので、位置が特

定されるまで動かずに待ってください。  

GPS 情報を良好に受信するには、屋外の上空に障害物のない場所を選んでください。高層ビル

などの巨大な物体があると、受信が妨げられる場合があります。 

心拍数センサ内蔵のウオッチの場合、GPS 位置情報の取得中にアクティビティを開始すると、「

Warm up」のメッセージが表示されることがあります。ウォームアップすれば腕の血液がよく循

環し、センサが最も正確に動作するからです。 

この画面の状態で、次のいずれかの方向を押してオプションを選択します。 

 右 - ウオッチの GPS 修正が完了したらアクティビティを開始します。 

 下 - ［ワークアウト］または［トレーニングプログラム］を選択します。あるいは、トレーニ

ング中に情報の表示をセットします。 

 上 - 過去のアクティビティを表示します。 

 左 - アクティビティ一覧に戻ります。 

右を押してアクティビティを開始します。 

5. アクティビティの最中に、距離、タイム、ペース、心拍数（モニター内蔵の場合）などの情報がウ

オッチに表示されます。上と下を押して表示される情報を変更します。 

6. ちょっと休憩したいときにはアクティビティを一時停止することができます。また、アクティビ

ティを完全に停止することもできます。 

アクティビティのタイプごとに、異なるトレーニングプログラムを選択することができます。さらに

、トレーニング中に表示される情報を変えることができます。 
 

アクティビティ設定 

アクティビティの開始時に「アクティビティの詳細」設定を選択することができます。 

ウオッチでアクティビティを開始するには、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で画面、右を押します。 

2. いずれかのアクティビティを選択し、右を押します。 

3. ［お待ち下さい］または［Get going］が表示されたら下を押します。 

選択したアクティビティにより以下のメニューオプションのいずれかが表示されます。 

 ワークアウト 

 トレーニング 
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 測定値 

 プレイリスト 

 電話 

 スプリット 

 回転 

 トレイル 

 一時停止 

 プールサイズ 

 ホイールサイズ 

一覧のリンクをクリックして各アクティビティ設定の詳細にアクセスします。 
 

アクティビティの一時停止と停止 

自動的に停止（自動停止） 

動きに合わせてアクティビティを自動的に一時停止させたり、再開したりすることができます。以下

の手順で設定にアクセスして自動停止の操作を行います。  

1. 時計画面の状態で画面、右を押します。 

2. いずれかのアクティビティを選択し、右を押します。 

ヒント：自動停止はラン、バイク、トレイルラン、ハイキング、フリースタイル、スキーおよび

スノーボードで使用できます。 

3. ［お待ち下さい］または［Get going］が表示されたら下を押します。 

4. ［一時停止］を選択します。 

5. ［オン］または［オフ］を選択します。 

自動停止について知っておく必要がある重要事項がいくつかあります。 

 この設定はアクティビティ単位での設定になります。ウオッチまたは Sports web サイトで設定

を行うことができます。 

 自動停止した際、一時停止されるのは測定値と平均の表示だけです。アクティビティは継続して

記録しています。  

 自動停止の設定はウオッチと Sports web サイト間では同期されません。 

 自動停止が Sports web サイトでは［オフ］、ウオッチ側では［オン］に設定されていると、ウ

オッチの設定が優先されます。自動停止がリードとして表示され、アクティビティおよび測定で

オンになります。 

 自動停止は、ゴール、ラップおよびゾーンを除きワークアウトやトレーニングでは使用できませ

ん。 

注：Sports web サイトで自動停止をオンにすると、アクティビティ履歴も変更されるため、一部

の平均値、自己ベストおよび傾向が上昇する場合があります。 

アクティビティを手動で一時停止する 

アクティビティの途中で左を押したままにすると時計が止まりアクティビティが一時停止されます。  

アクティビティを再開するには右を押します。 
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手動による一時停止の使い方 

アクティビティを Sports アカウントにアップロードしてマップ上で確認すると、コース全体と一時

停止が直線で表示されます。  

GPS 追跡が停止した位置と、一時停止を開始および終了した位置が相互にリンクされます。一時停

止の後、アクティビティを再開すると、直ちに位置情報が認識されます。  

表示される平均値は、ウオッチが一時停止している間を除いた時間に対して算出されます。たとえば 

5 km ランニングして、一時停止した状態で 2 km ウォーキングしてから、再開して 5 km のランニ

ングを行った場合、すべてのルートが表示されますが、平均値は 10 km に対してのみ算出されます

。 

ヒント：ウオッチを一時停止にしたまま長時間放置すると、バッテリー切れを防ぐためにウオッチ

の電源が自動的にオフになります。ウオッチを長時間一時停止することはできるだけ避けてくださ

い。 

アクティビティの停止 

アクティビティを完全に停止する場合は、左を押して一時停止させてからもう一度左を押します。 
 

表示する測定値の選択 

アクティビティを開始する前に、トレーニングプログラムを選択し、トレーニング中に確認する情報

を決めることができます。 

トレーニング中は 3 つの異なる測定値を同時に表示することができます。 

 メイン測定値がほかより大きな数字で画面のメイン部分に表示されます。 

 メイン以外の 2 つの測定値は画面下部に表示されます。 

メイン測定値の変更 

トレーニング中に上と下を押して、大きな数字で表示する情報を変更できます。メイン測定値の上部

に、表示中の情報が文字で表示されます。 

メイン以外の測定値の設定 

次の手順に従って、小さな数字で表示する情報を選択します。 

1. アクティビティ開始画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。 

2. ［測定値］を選択し、右を押します。 

3. ［ディスプレイ］を選択し、右を押します。 

4. 左または右を押して、左または右に表示する測定値を設定します。 

5. 表示する測定値をリストから選択します。 

選択できる測定値は進行中のアクティビティによって異なります。 

選択可能な測定値の例を以下に紹介します。 

 PACE：進行中のペース。スイムの場合、100 m ごとのペースが分単位で表示されます。 

 AVG PACE：進行中のアクティビティの平均ペース。 

 HEART RATE：心拍数。この測定値は、心拍数センサを接続している場合のみ選択できます。 

 SPEED、PACE、 BOTH：スイム以外のアクティビティでは、スピードまたはペースを表示する

、あるいは両方を同時に表示することを選択できます。 
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 SWOLF：この測定値はスイムアクティビティでのみ使用できます。SWOLF スコアは、タイム（

秒）とプールの片道を泳ぐ間のストローク数を足して算出されます。SWOLF によってスイムの効

率がわかります。スコアが低いほど効率が高いことを示します。SWOLF という用語はスイムと

ゴルフを掛け合わせたものです。 

 CALORIES：フリースタイルアクティビティのカロリーは心拍数に基づいています。その他のア

クティビティの場合、カロリーはそれぞれのスポーツとリンクしていますが、フリースタイルの

場合、ウオッチはどのようなスポーツをしているのか認識していません。したがってフリースタ

イルアクティビティのカロリーは、心拍数が測定されないと表示されません。 

アクティビティ追跡、スポーツとアクティビティについて、基礎代謝率（BMR）を含めその日 1 

日にどれだけのカロリーを消費したかが測定されます。BMR とは、呼吸や心拍などの身体機能

を維持するために必要な最小のエネルギー量です。  

 

画面のアイコン 

トレーニング中、画面上部に次のアイコンが表示されます。 

 
 

このマークは GPS 受信感度の強さを表しています。ウオッチが GPS 衛星

を探している間、衛星のマークが点滅します。 

 
 

ハートマークは、ウオッチが心拍数センサに接続されていることを表して

います。ウオッチが心拍数センサに接続しようとすると、ハートが点滅し

ます。 

 
 

チェーンリングマークは、ウオッチがケイデンス＆スピードセンサに接続

されていることを表しています。ウオッチがケイデンス＆スピードセンサ

に接続しようとすると、チェーンリングアイコンが点滅します。 

 
 

このマークはバッテリーのステータスを表しています。 

 
 

ランの設定 

アクティビティを開始する前に、トレーニングプログラムを選択し、トレーニング中に確認する情報

を決めることができます。 

カロリー、心拍数、心拍数ゾーン、距離を含む、さまざまな測定値から選んでランニング中に表示で

きます。 
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その他の測定値の表示の選択 

注：アクティビティの最中に表示する測定値の選択に関するヘルプについては、「表示する測定値

の選択」を参照してください。 

スピード、平均スピード、ペースまたは平均ペースのいずれか一つだけを表示させたい場合は、下を

押して［設定］メニューを開きます。［測定値］を選択し、右を押します。［スピード］、［平均ス

ピード］、［ペース］、［平均ペース］のいずれかを選択します。  

スピード、ペースまたは両方を表示させたい場合は、下を押して［設定］メニューを開きます。［測

定値］を選択し、右を押します。［スピード］を選択し、右を押します。［スピード］、［ペース］

、または［両方］を選択します。  
 

アウトドアサイクリングの設定 

内蔵センサを使って、サイクリング中の心拍数、スピード、位置情報を記録できます。  

サイクリング中に実績を確認する場合は、安全のため、オプションのバイク用マウントを使って 

GPS ウオッチを取り付けて両手でハンドルバーを握れるようにすることをお勧めします。  

サイクリング中に心拍数を確認する場合、オプションの外付けの心拍数センサを接続して、安全に心

拍を確認できるようにすることをお勧めします。 

ケイデンス＆スピードセンサ向けのホイールサイズの設定 

ケイデンス＆スピードセンサを使用する場合、センサの測定値の精度を高めるため、ホイールサイズ

を設定する必要があります。この設定はリアタイヤの外周をミリメートル（mm）単位で表したもので

す。  

ホイールサイズを設定するには、次の手順に従います。 

1. アクティビティ開始画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。 

2. ［ホイールサイズ］を選択して右を押します。 

3. リアホイールに適したサイズを設定します。 

リアホイールの外周を知るには、巻き尺を使ってホイールを計測するか、オンライン計算機能を使っ

て値を検索してください。たとえば、このサイト（www.bikecalc.com/wheel_size_math）では、ホイ

ールの直径とタイヤの厚さを使って外周を知ることができます。 

たとえば、ホイールサイズが 700c でタイヤの厚さが 25 mm の場合、外周は 2111 mm です。この

値を入力します。 

注：アクティビティの最中に表示する測定値の選択に関するヘルプについては、「表示する測定値

の選択」を参照してください。 
 

スイムの設定 

注：TomTom GPS ウオッチは防水仕様です。ウオッチを装着したまま泳ぐことができます。ただ

し、内蔵の心拍数モニターは水中では機能しません。 

スイムアクティビティを開始する前に、泳ぐプールサイズの設定を確認します。この設定は、プール

の長さをメートルまたはヤードで表したものです。 

プールで泳いでいるときのストロークやターン回数がウオッチに記録されます。ウオッチで泳いだ距

離とスピードを計算するために、プールサイズと行ったターンの回数が使用されます。プールサイズ

が不正確だと、スイムアクティビティの測定値を正しく取得できません。 

http://www.bikecalc.com/wheel_size_math
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プールサイズの設定を変更するには、次の手順に従います。 

1. アクティビティ開始画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。 

2. ［プールサイズ］を選択して右を押します。 

3. プールの長さ（公称値）を示すサイズを設定して、右を押します。 

4. プールの追加部分の長さを示す部分サイズを設定して、右を押します。 

5. 計測単位をメートルまたはヤードに設定します。 

6. 右を押して 1 つ前のアクティビティ画面に戻ります。 

［スイム］を選択した場合は、内蔵の GPS 受信機は使用されません。 

表示する測定値を設定するには、次の手順に従います。 

1. アクティビティ開始画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。 

2. ［測定値］を選択し、右を押します。 

3. ［ディスプレイ］を選択し、右を押します。 

4. 左または右を押して、左または右に表示する測定値を設定します。 

5. 表示する測定値をリストから選択します（［ストローク］、［レングス］など）。 
 

トレッドミルの設定 

ウオッチを使い始めるときに自分の身長を設定します。トレッドミルでの初回アクティビティを開始

する前に、身長が正しく設定されているか確認してください。身長は TomTom Sports アカウント

またはウオッチで確認できます。  

トレッドミルでのランニング中は、腕を前後に振った回数と速さがウオッチに記録されます。この値

は、ランニング中のストライドの数と一致します。設定した身長を使ってストライドの幅が算出され

、その値から走った距離とペースが算出されます。 

ウオッチで身長を確認するには、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。 

2. ［プロフィール］を選択し、下を押します。 

3. ［身長］を選択し、右を押します。 

4. 身長を設定します。 

トレッドミルアクティビティ向けのウオッチの調整 

ウオッチのトレッドミルアクティビティでの距離計測は、ランアクティビティでの計測と比べて精度

が劣ります。アウトドアでのランニングでは、GPS を使って走った距離が計測されます。 

トレッドミルアクティビティを行うたびに調整が求められることはありません。以下の状況でリマイ

ンダが表示されます。 

 アクティビティの距離が 400 m を超えた。 

 アクティビティの経過時間が 1 分を超えた。 

 歩数が 60 を超えた。 

 調整したランの実行が 6 回未満。 

ウオッチを調整すると、トレッドミルアクティビティの距離計測はより正確になります。 

ヒント：トレッドミルのセッションが終わると、距離を変更するかどうかの確認を毎回求められま

す。 

ウオッチを調整するには、次の手順に従います。 
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1. ウオッチの調整を促すプロンプトが表示されたら、トレッドミルを一時停止します。  

運動中にウオッチを一時停止する場合は左を押します。 

2. ウオッチの下を押し、［設定］メニューを開きます。 

3. ［調整］を選択し、右を押します。 

4. トレッドミルに表示された距離に合わせて距離を変更します。 

5. 右を押して 1 つ前のアクティビティ画面に戻ります。 

その他の測定値の表示の選択 

注：アクティビティの最中に表示する測定値の選択に関するヘルプについては、「表示する測定値

の選択」を参照してください。 

スピード、平均スピード、ペースまたは平均ペースのいずれか一つだけを表示させたい場合は、下を

押して［設定］メニューを開きます。［測定値］を選択し、右を押します。［スピード］、［平均ス

ピード］、［ペース］、［平均ペース］のいずれかを選択します。  

スピード、ペースまたは両方を表示させたい場合は、下を押して［設定］メニューを開きます。［測

定値］を選択し、右を押します。［スピード］を選択し、右を押します。［スピード］、［ペース］

、または［両方］を選択します。  
 

ジムアクティビティの設定 

アクティビティを開始する前に、トレーニングプログラムを選択し、トレーニング中に確認する情報

を決めることができます。 

カロリー、心拍数、心拍数ゾーン、経過時間を含む、さまざまな測定値から選んでジムアクティビテ

ィ中に表示できます。 

その他の測定値の表示の選択 

注：アクティビティの最中に表示する測定値の選択に関するヘルプについては、「表示する測定値

の選択」を参照してください。 

スピード、平均スピード、ペースまたは平均ペースのいずれか一つだけを表示させたい場合は、下を

押して［設定］メニューを開きます。［測定値］を選択し、右を押します。［スピード］、［平均ス

ピード］、［ペース］、［平均ペース］のいずれかを選択します。  

スピード、ペースまたは両方を表示させたい場合は、下を押して［設定］メニューを開きます。［測

定値］を選択し、右を押します。［スピード］を選択し、右を押します。［スピード］、［ペース］

、または［両方］を選択します。  
 

バイクアクティビティの設定 

インドアでのサイクリングで、心拍数とスピードを記録できます。  

サイクリング中に実績を確認する場合は、安全のため、オプションのバイク用マウントを使って 

GPS ウオッチを取り付けて両手でハンドルバーを握れるようにすることをお勧めします。  

サイクリング中に心拍数を確認する場合、オプションの外付けの心拍数センサを接続して、安全に心

拍を確認できるようにすることをお勧めします。 
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ケイデンス＆スピードセンサ向けのホイールサイズの設定 

ケイデンス＆スピードセンサを使用する場合、センサの測定値の精度を高めるため、ホイールサイズ

を設定する必要があります。この設定はリアタイヤの外周をミリメートル（mm）単位で表したもので

す。  

ホイールサイズを設定するには、次の手順に従います。 

1. アクティビティ開始画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。 

2. ［ホイールサイズ］を選択して右を押します。 

3. リアホイールに適したサイズを設定します。 

リアホイールの外周を知るには、巻き尺を使ってホイールを計測するか、オンライン計算機能を使っ

て値を検索してください。たとえば、このサイト（www.bikecalc.com/wheel_size_math）では、ホイ

ールの直径とタイヤの厚さを使って外周を知ることができます。 

たとえば、ホイールサイズが 700c でタイヤの厚さが 25 mm の場合、外周は 2111 mm です。この

値を入力します。 

注：アクティビティの最中に表示する測定値の選択に関するヘルプについては、「表示する測定値

の選択」を参照してください。 
 

ストップウオッチの使い方 

ストップウオッチを使用するには、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で、右を押します。 

2. ［ストップウオッチ］を選択し、右を押します。 

ウオッチにストップウオッチのマークと「GO」の文字が表示されます。 

3. 右を押してストップウオッチを開始します。 

ストップウオッチを開始すると、経過時間が表示されます。 

4. ストップウオッチを一時停止するには左を押します。左を押してカウントを再開します。 

ヒント：一時停止中に前のラップを表示させるには下を押してから上を押します。 

5. 各ラップを記録するには、ストップウオッチがカウントしている際にウオッチ画面の右側をタッ

チするか押します。 

大きな数字は、すべてのラップを足し合わせた経過時間合計です。 

http://www.bikecalc.com/wheel_size_math
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経過時間合計の下に、直近のラップタイム（直近 12 回までなど）が表示されます。前のラップ（

ここでは 11 と 10）は最新のラップの下に表示されます。 

 

さらに前にさかのぼってラップを表示させる場合は下を押してから上を押します。 

6. ストップウオッチを終了するには左を 2 回押します。 

ヒント：ストップウオッチアクティビティを終了した後、バックグラウンドで実行することはで

きません。GPS 情報やアクティビティ情報は保存されません。 

ヒント：ストップウオッチをリセットするには、ストップウオッチアクティビティを終了してか

ら、もう一度ストップウオッチに戻ります。 
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トレーニングプログラム 

トレーニングプログラムについて 

それぞれのアクティビティタイプに、次のトレーニングプログラムを使用できます。 

 なし 

 ゴール 

 インターバル 

 ラップ 

 ゾーン 

 レース 

時計画面の状態で、次の手順でトレーニングプログラムのリストを表示できます。 

1. 右を押してから目的のアクティビティを選択します。  

2. 右を押します。 

3. 下を押して［トレーニング］を選択します。 

4. 右を押してトレーニングプログラムを選びます。 

トレーニングプログラムを選択すると、使用中のプログラムとそのプログラムに選択したオプション

がウオッチに記憶されます。 

ヒント：プログラム選択後すぐに開始したい場合は、右を押してアクティビティ画面を開きます。 
 

なし 

設定方法：［アクティビティ］画面 > 下を押す > ［トレーニング］ > ［なし］ 

このオプションは、トレーニングプログラムを使用せずにアクティビティを実行する場合に選択しま

す。このモードでは、アクティビティがウオッチに記録され、アクティビティの測定値が表示されま

す。 
 

ゴール 

設定方法：［アクティビティ］画面 > 下を押す > ［トレーニング］ > ［ゴール］ > ［距離］、

［タイム］または［カロリー］ 

このオプションは、トレーニングのゴールを設定する場合に選択します。 

次の 3 つのタイプのゴールを設定できます。 

 DISTANCE：アクティビティで達成する距離を設定する場合に、このオプションを選択します。 

 TIME：アクティビティの経過時間を設定する場合に、このオプションを選択します。 

 CALORIES：アクティビティで消費するカロリー値を設定する場合に、このオプションを選択し

ます。プロフィールを設定しておくと、消費カロリーをより正確に算出できます。 

進行状況の確認 

ゴールに対する進み具合を確認するには、アクティビティの進行状況画面で右を押します。 
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この画面には、目標達成率と残りの距離、タイム、カロリー値が表示されます。 

 

ヒント：ランニングの場合、家を出発し、進行状況の表示が 50 ％に達したら帰路に着きます。 

進行状況のアラート 

ゴールを設定したトレーニングでは、次のステージでウオッチからアラートが通知されます。 

 50 ％ 

 90% 

 100% 

 110% 
 

インターバル 

設定方法：［アクティビティ］画面 > 下を押す > ［トレーニング］ > ［インターバル］ > ［ウ

ォーミングアップ］、［ワーク］、［休憩］、［セット数］または［クールダウン］ 

このオプションは、インターバルトレーニングを使用する場合に選択します。  

インターバルトレーニングは、休憩を入れながら行う、短時間のエクササイズです。インターバルト

レーニングの主な目的は、スピードと心臓血管の健康を向上させることです。たとえば 20 分間のウ

ォーク＆ジョグワークアウトとして、8 分間の速足でのウォーキングの後、1 分間のランニングと 2 

分間のウォーキングを 3 セットを続け、5 分間のウォーキングによるクールダウンで終わります。  

ウォームアップ、ワーク、休憩、クールダウンについて、時間または距離を設定できます。セットに

関しては、インターバルトレーニングプログラムに入れたいセット数を選択できます。 

ヒント：ウォーミングアップの詳細をセットして右を押したら、ワーク、休憩などインターバルセ

ットの残りの部分をセットする画面になります。 
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インターバルトレーニング中、インターバルトレーニングの次のステージを知らせるアラートが表示

されます。 

 

進行中のセクション名と、セットのその部分をどれだけ続けるかが時間または距離で表示されます。 

インターバルトレーニングで次のステージに移るタイミングで、ビープ音やブザー音で警告すること

もできます。 

ヒント：ウオッチでインターバルトレーニングを使用する場合、インターバルの各セクションがラ

ップとして記録されるため、インターバルセクションごとのペースやその他の測定値を効率よく確

認できます。  
 

ラップ 

設定方法：［アクティビティ］画面 > 下を押す > ［トレーニング］ > ［ラップ］ > ［タイム］

、［距離］または［手動］ 

このオプションは、設定したラップタイムまたは距離に応じてアクティビティを計測するか、ラップ

終了時に手動で記録して計測する場合に選択します。 

ウオッチでのラップの記録には次の 3 つの方法を設定できます。 

 TIME：ラップの経過時間を設定する場合に、このオプションを選択します。アクティビティ開始

後、それぞれのラップが設定した時間を経過したときにウオッチがアラートを通知します。ラッ

プタイムを 1 分に設定した場合、1 分ごとにウオッチのアラートが通知され、画面には完了した

ラップ数が表示されます。 

 DISTANCE：ラップの距離の長さを設定する場合に、このオプションを選択します。アクティビ

ティ開始後、1 回のラップが目標の距離に達するとウオッチでアラートが通知されます。ラップ

距離を 400 m に設定した場合、400 m 進むごとにウオッチのアラートが通知され、画面には完

了したラップ数が表示されます。 

MANUAL：ラップ終了時に自分で記録する場合に、このオプションを選択します。ラップの終了

を記録するには、手のひらで画面を覆います。ウオッチに完了したラップ数が表示され、ラップ

の完了がアラートで通知されます。 
 

スプリット 

設定方法：［アクティビティ］画面 > 下を押す > ［トレーニング］ > ［スプリット］ 

このオプションは、GPS に基づくアクティビティのスプリットタイムのオンとオフを切り替えると

きに選択します。スプリットはデフォルトでオフになっています。オンにすると、1 マイルまたは 1 

キロメートルが終わるごとにアラートが鳴り、現在のペースのスプリットタイムが表示されます。 

スプリットは、GPS に基づくアクティビティまたは屋外アクティビティで使えます。 

注：スプリットタイムは、他のトレーニングモードと合わせて使えます。 
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ゾーン 

設定方法：［アクティビティ］画面 > 下を押す > ［トレーニング］ > ［ゾーン］ > ［ペース］

、［スピード］、［心拍数］または［ケイデンス］ 

このオプションは、目標のゾーン内でトレーニングする場合に選択します。 

アクティビティに応じて、次のトレーニングゾーンから選択できます。 

 PACE：マイルまたはキロメートル当たりの目標タイムを設定する場合に、このオプションを選

択します。目標タイムと、その許容範囲の上限および下限を設定できます。 

 SPEED：目標スピードと、その許容範囲の上限および下限を設定します。 

 HEART：自分で設定した心拍数ゾーンを使用するか、あらかじめ定義されている心拍数ゾーンを

選んで、心拍数の目標を設定します。お使いのウオッチで心拍数を計測できるようにするには、

心拍数センサと接続する必要があります。 

 ケイデンス：バイクアクティビティにケイデンスの目標を設定します。お使いのウオッチでケイ

デンスを追跡できるようにするには、ケイデンス＆スピードセンサと接続する必要があります。

目標ケイデンスと、その許容範囲の上限および下限を設定できます。一部のウオッチはケイデン

ス＆スピードセンサに接続できません。 

心拍数とペースのゾーンの設定 

心拍数ゾーンまたはペースゾーンを自分で設定する場合、次のように上限と下限を選択します。 

 

スピードとケイデンスのゾーンの設定 

スピードまたはケイデンスゾーンを設定する場合、次のように目標値と許容範囲（パーセント値）を

選択します。 
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進行状況のモニタリング 

アクティビティの進行状況画面の状態で右を押すと、セットしたゾーンに対してどれだけ近づいたか

がグラフィカルに表示されます。グラフから、アクティビティを通して実績が目標ゾーンをどれくら

い上回って（あるいは下回って）いるかがわかります。  

現在ゾーン内にいるかゾーン外にいるかを通知するアラートが定期的に通知されます。 

 トレーニングゾーン外にいる場合、アラートが再生され、ゾーンを上回っているか下回っている

かが画面に表示されます。 

 トレーニングゾーン内に戻ると、アラートが再生され、目標のマークが画面に表示されます。 

 

 

心拍ゾーン 

注：お使いのウオッチで心拍数を計測できるようにするには、心拍数センサと接続する必要があり

ます。 

ウオッチでは、年齢に基づく心拍数ゾーンの範囲が使用されます。TomTom Sports を使用すると、

心拍数ゾーンの範囲に適応し、範囲をウオッチと同期させることができます。 

心拍数ゾーンを使用してトレーニングを行うには、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で右を押してアクティビティを選択します。  

2. 右を押します。 
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3. 下を押して［トレーニング］を選択します。 

4. 右を押して［ゾーン］を選択します。 

5. 右を押して［心拍数］を選択します。 

6. 右を押して、次の心拍数ゾーンから選択します。 

 ［最大］ - インターバルトレーニングを使用する際はこのゾーンを選択します。  

 筋力向上 - スピードとフィットネスの向上を目指す激しいトレーニングの場合はこのゾーン

を選択します。 

 ENDURE：肺と心臓の機能を高めるために中テンポからハイテンポなトレーニングを行う場

合に、このゾーンを選択します。  

 FAT BURN：減量効果の高い中テンポなトレーニングを行う場合に、このゾーンを選択しま

す。  

 EASY：緩いテンポのトレーニングを行う場合に、このゾーンを選択します。主にウォームア

ップやクールダウンに使用されます。 

 CUSTOM：最小および最大心拍数を自分で設定する場合に、このオプションを選択します。   
 

心拍数ゾーンの進行状況のモニタリング 

注：お使いのウオッチで心拍数を計測できるようにするには、心拍数センサと接続する必要があり

ます。 

アクティビティ進行状況画面の状態で右を押し、セットしたゾーンにどれだけ近づいたかグラフをス

クロールします。グラフから、アクティビティを通して実績が目標ゾーンをどれくらい上回って（あ

るいは下回って）いるかがわかります。  
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使用中のゾーンは白でハイライトされます。右を押すと、心拍ゾーンのサマリが表示されます。 

 

上のグラフが心拍数ゾーンのサマリーです。それぞれのゾーンに要した時間の比率が表示され、進行

中のゾーンは白でハイライトされます。 

 

このグラフは、アクティビティの直近 2.5 分間の心拍数と、それぞれの心拍数ゾーンに要した時間の

比率を表しています。 

ヒント：Race や Goal などのグラフィカルトレーニングパートナーを利用している場合でも、心拍

数ゾーンの進行状況を確認できます。トレーニング中、メインの測定値を表示している画面の状態で

右を押し、グラフィカルトレーニング画面を開きます。下を押し、前述の心拍数ゾーンの画面を開き

ます。 
 

リカバリー 

心拍数の回復について 

心拍数の回復とは、アクティビティの後、一定の時間内に心臓機能を平常時の状態に戻すことです。

一般的に、アクティビティ後の心拍数の回復が早くなるほど、運動レベルの向上を意味しています。 

心拍数の回復には心拍低下の 2 つの段階があります。エクササイズを終えて最初の 1 分間は、心拍

数が急速に低下します。最初の 1 分を過ぎた安静段階では、心拍数は徐々に低下していきます。 

TomTom GPS ウオッチには、開始時と終了時の心拍数の違い、および回復のスコアが表示されます

。  
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心拍数の回復の計測方法 

心拍数センサを使用するアクティビティでは、アクティビティを一時停止したときに心拍数が回復し

ていく様子をウオッチで確認できます。1 分間が過ぎると、心拍数の回復スコアがウオッチに表示さ

れます。エクササイズ後の心拍数の低下が急速であるほど、運動能力が高いことを示しています。 

心拍数の回復のモニタリングは、内蔵の心拍数センサまたは外付けの心拍数センサがあれば機能しま

す。 
 

レース 

設定方法：［アクティビティ］画面 > 下を押す > ［トレーニング］ > ［レース］ > ［最近］ま

たは［SPORTS］ 

最近の 10 アクティビティのいずれか、または Sports web サイトのアクティビティと競争する場合

はこのオプションを選択します。レースは、ランニング、トレッドミル、フリースタイル、サイクリ

ングアクティビティに使用できます。 

ヒント：web サイトにレースを追加するには、Sports web サイトにアクセスし、目的のアクティ

ビティのアクティビティ詳細ページで［この記録を「競争する」に追加］をクリックします。 

注：ウオッチがすでに Web サイトに接続された状態でレースを変更する場合、変更は自動的に同

期しません。ウオッチの接続をいったん外してから、接続し直す必要があります。 

 

Sports web サイトのアクティビティやレースは距離と時間で構成されています。 

レーストレーニングプログラムを使用する場合、トレーニングの最中に、競争で先行しているか遅れ

ているか、差はどれくらいあるかを確認できます。 

ウオッチのアクティビティ画面の状態で右を押し、レースの概要を表示します。現在のペース（黒い

矢印）が以前のアクティビティ（網掛けの矢印）と比べて速いか遅いかが、グラフィック画面に表示

されます。 
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画面上部に表示される数字はレースの残りの距離を表しており、下部の数字は先行しているまたは遅

れている距離を表しています。 

 

ウオッチのアラートによって、レースで先行している（1 位）のか遅れている（2 位）のかがわかり

ます。この例では、以前のアクティビティと比べて 23 m 遅れており、レースの残りの距離は 2.3 

km です。 

ヒント：以前のアクティビティをウオッチに追加する手順については、tomtom.com/support で

よくある質問（FAQ）を参照してください。 
 

アクティビティ履歴 

トレーニングを行うときは常に、ウオッチの該当するアクティビティタイプにアクティビティが記録

されます。ウオッチのアクティビティタイプごとのトレーニング履歴を見るには、次の手順に従いま

す。 

1. アクティビティ開始画面の状態で上を押し、そのアクティビティタイプの［履歴］を開きます。 

2. リストから、見たいアクティビティを選択します。 リストにはアクティビティの 開始日付 と

達成した距離が表示されます。  

3. 右を押します。 

最速ペース／スピードや心拍数ゾーン別のタイムなど、アクティビティに関する情報が表示され

ます。表示される情報はアクティビティによって異なります。 

アクティビティを TomTom Sports へ転送する 

ウオッチをコンピュータに接続し、アクティビティの詳細を TomTom Sports またはお好きなスポ

ーツ web サイトに TomTom Sports Connect を使って転送します。アクティビティの詳細を複数

の異なるファイル形式でコンピュータに転送することもできます。 

参照：他の Web サイトやファイルタイプにアクティビティをエクスポートする 
 

他の Web サイトやファイルタイプにアクティビティをエクスポートする 

コンピュータの Sports Connect または Sports モバイルアプリ にウオッチを接続すると、新しいア

クティビティが自動的に Sports へアップロードされます。また、その他さまざまな Web サイトや

ファイルタイプへ自動的にアップロードされるようにすることもできます。 

Sports でアクティビティのエクスポートを設定するには次の手順に従います。 

http://www.tomtom.com/support
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1. mysports.tomtom.com/app/settings/exporters に移動します。 

2. 追加するエクスポート先の横にある［+］をクリックします。 

3. サードパーティのアプリケーションに自動的にエクスポートされるように設定するには、［Select 

your Sports Sites（Sports サイトの選択）］に移動し、アプリケーションを選択し、 ［Log in

（ログイン）］をクリックし、選択したアプリケーションにログインします。  

4. アクティビティがコンピュータに自動的にバックアップされるように設定するには、［Save your 

Computer（コンピュータに保存）］に移動し、ファイルタイプを選択します。 

新しいスポーツ Web サイトまたはファイルタイプを追加すると、これ以降の新しいアクティビティ

はすべてその Web サイトまたはファイルタイプにも転送されます。 

注：モバイルアプリ Sports を使用した場合、ファイルは生成されません。ファイルを生成するに

は、コンピュータの Sports Connect に接続する必要があります。 

Sports web サイトからのアクティビティの自動エクスポート 

 Endomondo (https://www.endomondo.com/) 

 Jawbone (https://jawbone.com/) 

 MapMyFitness (http://www.mapmyfitness.com/) 

 MyFitnessPal (https://www.myfitnesspal.com/) 

 NikePlus (http://www.nike.com/us/en_us/c/nike-plus) 

 Runkeeper (https://runkeeper.com/) 

 Strava (https://www.strava.com/) 

 TaiwanMySports (http://www.mysports.net.tw/) 

 TrainingPeaks (https://www.trainingpeaks.com/) 

 TulipSport (http://www.tulipsport.com/) 

 Edoon (https://edooon.com/) 

アクティビティをエクスポートできる他のアプリケーション 

TomTom Sports デバイスは MySports に統合されている多くのサードパーティアプリケーションと

併用することができます。そのためには、次のサードパーティのアプリケーションのいずれかを操作

して、MySports に接続する必要があります。この操作が完了すると、毎回 TomTom Sports デバイ

スをコンピュータの MySports Connect または MySports モバイルアプリに接続するたびに、デバ

イスのすべてのアクティビティが自動的にサードパーティのアプリケーションにエクスポートされま

す。 

 Discovery Vitality 

 Fetcheveryone 

 FitnessSyncer 

 Running Heroes 

 Running Coach 

 Smashrun 

 SportTracks 

アクティビティの自動保存 

TomTom Sports デバイスをコンピュータの Sports Connect に接続すると、次のいずれかの形式で

アクティビティをコンピュータに自動的に保存する選択ができます。 

https://mysports.tomtom.com/app/settings/exporters/
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ヒント：最適な結果を得るための推奨ファイル形式は .FIT です。この形式で最適な結果が得られ

ない場合は、.TCX、.GPX の順にお試しください。 

 GPX – GPS eXchange 形式。位置データ用のオープンスタンダードであり、ワークアウトの追跡

データとタイムスタンプを保存します。位置、高度、時刻のみが保存され、心拍数やケイデンス

などのその他の情報は、このファイル形式には保存できません。 

 KML - Google Earth™ マッピングサービスのネイティブファイル形式です。高度と時刻を含む位

置情報（追跡データ）を保存します。心拍数やその他の測定情報は、Google Earth で追加情報と

して保存され、「ラベル」として表示されます。 

 TCX – Garmin Training Centre ファイル形式。スポーツとフィットネス専用のファイル形式で、

位置／高度、時刻、およびすべてのセンサデータを取得します。 

 FIT – ANT+/Garmin 形式。TCX よりサイズが小さく高機能です。 

 PWX - TrainingPeaks 専用のファイル形式。 
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TomTom の身体年齢について 

TomTom の身体年齢とは、活動的な生活、健康な体づくり、健康レベルの向上を目的としています

。アクティビティの効果や、個々人に合わせたワークアウトにより最適なアクティビティの選択が行

えることを理解していただけると思います。 

健康の度合いを測るには多少複雑な計算が必要になります。心拍数、アクティビティ、性別、年齢、

体重などに基づき良好な身体が機能しているべき数値に対し、実際に身体がどのていど機能している

かを示すのが TomTom の身体年齢です。 

身体年齢の計算には VO2 の最大レートが使用されます（酸素摂取量）。体力測定に使用される標準的

な方法です。VO2 最大値とは運動中に毎秒消費することができる酸素の体重あたりの最大レートです

。より健康になるということは体がより多くの酸素を使えるということであり、健康度が向上すれば 

VO2 の最大値も向上します。  

TomTom の身体年齢は健康増進に役立つと共に、体力づくりのためのアクティビティについて理解

していただく際にも役立つと思います。 

 実際、どのくらい健康なのか？ 

 この運動で十分な運動量なのか、それとも増やした方がいいのか？ 

 今週はもう十分な運動をしたのか、それとももっとした方がいいのか？ 

 今している運動は効果的なのか、それとも別にもっと自分に適した運動があるのではないか？ 

 次は何をすればよいか？ 

重要：本製品は Firstbeat 提供の高度な心拍数分析を使用しています。TomTom が提供する身体年

齢情報は、フィットネスレベルを推定したものであり、医学的アドバイスでも、病気の回復、治療、

または予防を意図したものでもありません。新しいエクササイズプログラムを開始する前に、医師に

相談することをお勧めします。 

身体年齢およびフィットネスポイントについては、TomTom 身体年齢ユーザーマニュアルを参照してく

ださい。 
 

ウオッチでフィットネスポイントを表示 

その日のフィットネスポイントの総合点を TomTom Sports ウオッチで確認することができます。 

注：フィットネスポイントの獲得はウオッチが心拍数を測定できる場合に限られます。ウオッチを

腕に装着していない場合、たとえば、スキージャケットの上からウオッチを装着していたり、バイ

クマウントを使用していたりする場合には、心拍数モニタとチェストストラップを装着しない限り

心拍数は測定されません。心拍数はスイムアクティビティでは測定されません。 

時計画面の状態で左を押し、アクティビティトラッキング画面を開きます。下を押してフィットネス

ポイント画面を探します。その日のフィットネスポイントの合計と現在到達しているフィットネスレ

ベル、そして過去 7 日間で獲得した星の数が表示されます。  

ヒント：トラッカーメニューでフィットネスをゴールとしてセットすると、アクティビティトラッ

キング画面でフィットネスポイントが先頭に表示されるようになります。 

身体年齢 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Fitness-Age-UM/manual.html
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たとえば、以下のウオッチは、今日行った運動で 500 ポイント以上を獲得、体力が向上しているこ

とを示しています。星 3 つは、過去 7 日間で 500 ポイント以上を 3 回獲得していることを示して

います。 

 

また、運動中でもフィットネスポイントの合計を表示させることができるので、もうゴールに到達し

たのかあるいはもっと運動が必要なのかを確認することができます。［Active］、［Improving］また

は［Overdrive］に達するとアラートが発せられます。 

ヒント：Overdrive アラートが表示されると、その日のフィットネスポイントの獲得が次第に難し

くなります。さらに運動を続ける前に、体が回復する時間を必要としているためです。 

 

身体年齢およびフィットネスポイントについては、TomTom 身体年齢ユーザーマニュアルを参照してく

ださい。 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Fitness-Age-UM/manual.html
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ワークアウトについて 

TomTom Sports の web サイトまたはアプリにウオッチを接続すると 50 種類のパーソナルワーク

アウトが自動的にダウンロードされます。この中からお好きなワークアウトを 1 つ選択していただ

くことにより、より効果的なワークアウトを行うことができます。  

注：ワークアウトはラン、バイク、フリースタイルいずれのアクティビティでも使用できます。 

ワークアウトには 5 種類のカテゴリーがあります。 

 フィットネス - 身体能力を全体的に向上させ、健康を増進、年齢は単なる数字に過ぎないことを

証明しましょう。 

 脂肪燃焼 - 余分な脂肪分だけを燃焼させる的確なワークアウトレベルで健康な体を維持します。 

 持久力向上 - 限界を引き延ばすワークアウトです。強度レベルが高め且つ長めに設定されます。 

 スピード - 限界まで追い込んでみたい場合のワークアウトです。スピードを上げることで早いペ

ースの維持を目指します。 

 体力 - 身体的、精神的能力の限界に挑戦するワークアウトです。爆発力を強化する本格的なスプ

リントトレーニングです。 

各カテゴリーには難易度の異なる ５ 種類のワークアウトがあります。したがって、ランとバイクの

両方に 25 種類のワークアウトが用意されています。 

各ワークアウトは VO2 の最大値に適合し、ウォーミングアップ、ワーク、休憩、クールダウンのス

テップで構成されます。 

ヒント：VO2 最大値は心拍数の測定が行われる運動を行うときに計算されます。VO2 最大値とは

運動中に毎秒消費することができる酸素の体重あたりの最大量です。体力測定に使用される標準的

な方法で、有酸素体力レベルを示します。研究では、高い VO2 最大値の人の方が長生きする傾向

があり、心臓血管および他の病気になるリスクが非常に低いことがわかっています。 

 
 

ワークアウトのクィックスタート 

運動中にワークアウトを行うには次の手順に従います。 

1. 右を押し、［ラン］などアクティビティを選択します。 

2. 右を押し、［お待ち下さい］または［Get Going］が表示されたら下を押します。 

ワークアウト 
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3. ワークアウトを押します。 

 

4. 右を押し、次のワークアウトタイプのいずれかを選択します。 

 なし 

 フィットネス 

 脂肪燃焼 

 持久力向上 

 スピード 

 体力 

5. 右を押し、カテゴリからワークアウトを選択します。たとえば、フィットネスから 25 分の 

Easy を選びます。 

 

6. ウオッチがスクロールバックして［Get Going］メッセージに戻ります。右を押してアクティビテ

ィを開始します。 

7. ウオッチによりウォーミングアップ、ワーク、休憩、クールダウンの各ステップが案内されます

。アクティビティ中、上を押してから下を押し、アクティビティの測定値をスクロールします。 

8. 右を押してワークアウトの進行状況を確認します。順調な進行状況ならバンドは画面の中央に位

置しています。ワークアウトゾーンから外れてしまっている場合は、バンドが移動して運動量を

上げるまたは下げる必要があることを指示します。  

     

      ゾーン内               ゾーン外 
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ヒント：ワークアウトを行う際、いずれのステップでもトレーニング最適 範囲 を維持するよう

にしてください。心拍数ゾーンには特定の上限と下限の値があります。一方、スピード、ペース

、ケイデンスなどには維持すべき特定の目標値があります。回復または休憩のステップに入った

ら、そのゾーンの心拍数上限値より下げることで心拍数を低トレーニングゾーンまで下げるよう

にします。 

9. ワークアウトの終了に到達すると測定された値が表示されます。 
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アクティビティ・トラッキングについて 

TomTom GPS ウオッチを使用して、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。 

 歩数、運動した時間、消費カロリー、移動距離を追跡する。 

 ウオッチのいずれかの測定値について 1 日のゴールを設定する。 

 1 日のゴールを 7 倍して自動算出された 1 週間のゴールを使用する。 

 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測定値を TomTom Sports web サイトおよび TomTom Sports モ

バイルアプリにアップロードします。 

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。ウオッチはセンサを使用して、ユーザーの動きを追跡します。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。   
 

1 日のアクティビティのゴールの設定 

アクティビティ・トラッキングはデフォルトでオンになっており、10,000 歩がゴールとして自動的

に事前設定されています。1 日のアクティビティトラッキングのゴールを変更または設定するには、

次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。 

2. ［トラッカー］を選択します。 

3. ［ゴール］を選択します。 

4. 歩数、タイム、カロリー、または距離について、設定するゴールを選択します。 

5. 右を押します。 

6. 達成したい歩数などのゴールを設定します。 

7. 右を押し、［トラッカー］画面に戻ります。 

8. 左を 2 回押し、時計画面に戻ります。 

ヒント：ゴールの例には、1 日 30 分運動する、あるいは 1 日 10,000 歩くといったものがあ

ります。 

注：アラームがオンになっていない場合は、ゴールに到達するとウオッチの画面にバッジが表示

されて、アラートが鳴ります。 
 

アクティビティ・トラッキングのスイッチオフ 

アクティビティ・トラッキングをオフにするには、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。 

フィットネスの記録 
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2. ［トラッカー］を選択します。 

3. ［ゴール］を選択します。 

4. ゴール画面で、［オフ］を選択します。 

 
 

アクティビティのモニタリング 

アクティビティの量や強度を確認するには、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で左を押し、ゴールに対する進行状況を表示します。 

2. 上または下を押し、設定したゴールに応じた距離、時間またはカロリーを表示します。 

3. 週ごとのステップを確認するには、もう一度左を押します。 

4. 右を 2 回押し、時計画面に戻ります。 

 
 

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。 
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トレイルの表示について 

注：GPS ベースのアクティビティすべてに利用できます - ラン、バイク、フリースタイル（

Runner3 および Spark3）、トレイルラン、ハイキング、スキー、スノーボード （TomTom 

Adventurer）。  

アクティビティ中にトレイルを表示するには、次の手順に従います。 

1. トレイルランなどのトレイルを使用するアクティビティを開始します。 

2. トレイルを確認するには、心拍数ゾーン画面の状態で右に押してから上を押します。 

ヒント：トレイルが事前に選択されている場合は、自動的に表示されます。  

完全なトレイルは、薄い線で表示されます。家のアイコンはアクティビティの開始、フラグはト

レイルの開始、ゴールマークはトレイルの終わりを表します。 

 

現在位置は、矢印で示されます。矢印は、静止しているときは向いている方向、移動していると

きは向かっている方向を示します。トレイルの線はトレイルの軌跡で、通過した場所を示します

。 

3. 右を押すとトレイルが拡大表示され、左を押すと通常の大きさの概要画面に戻ります。 

ルート探索 
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ヒント：縮尺を示すバーが画面の下部に表示されます。 

注：トレイルの方向を設定で操作します。アクティビティを開始、［お待ちください］または［

Get Going］画面の状態で下を押し、［回転］を選択します。［オン］を選択するとトレイルの

方向は進行方向を上にして表示され、［オフ］にすると北を上にして表示されます。 
 

新しいトレイルをたどる 

注：GPS ベースのアクティビティすべてに利用できます - ラン、バイク、フリースタイル（

Runner3 および Spark3）、トレイルラン、ハイキング、スキー、スノーボード （TomTom 

Adventurer）。 

TomTom Adventurer ウオッチを使って Sports からウオッチにアップロードした新しいトレイルを

使用することができます。トレイルラン中は、ランと同じ測定値の他に高度情報も表示されます。 

新しいトレイルをランニングするには、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で右を押し、上または下を押して［トレイルラン］を選択します。  

2. 下を押して［設定］画面に移動し、［トレイル］を選択します。 

ヒント：［設定］では、トレーニングプログラムを選択したり、測定値を設定したり、プレイリ

ストを選択したり、スプリットのオンまたはオフを切り替えたりすることができます。 

3. リストからトレイルを選択します。 

画面に表示される内容の詳細は、「トレイルの表示について」を参照してください。 

注：精度を維持するためには、定期的にコンパスを調整してください。 
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Sports を使ったトレイルの管理 

注：GPS ベースのアクティビティすべてに利用できます - ラン、バイク、フリースタイル（

Runner3 および Spark3）、トレイルラン、ハイキング、スキー、スノーボード （TomTom 

Adventurer）。 

アクティビティ中の使用やトレイルの管理に備え、トレイルを Sports アプリまたは web サイトを

使って TomTom GPS ウオッチにあらかじめロードしておきます。  

Sports からウオッチへのトレイルのアップロード 

ウオッチには、15 のトレイルを保存できます。Sports モバイルアプリや Sports web サイトを使う

と変更が自動的に同期されます。 

GPX ファイルからのトレイルのアップロード 

.GPX ファイルからウオッチにトレイルをアップロードするには、次の手順に従います。 

1. Strava.com、RidewithGPS.com、Mapmyrun.com などのサードパーティの Web サイトから 

GPX ファイルをダウンロードします。 

2. Sports web サイトにログインします。 

3. ［Planning］タブをクリックします。 

4. ［トレイルをアップロード］をクリックします。 

 

5. コンピュータ上で GPX ファイルをダブルクリックします。 

Sports にトレイル情報がアップロードされます。 

6. 名前を変更したい場合は、名前をクリックして変更します。 
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7. ウオッチをコンピュータに接続します。同期が完了すると、トレイルは自動的にウオッチにアッ

プロードされます。 

アクティビティをトレイルに変換する 

ウオッチで以前の GPS アクティビティをトレイルに変換するには、次の手順を実行します。 

1. Sports web サイトにログインします。 

2. 以前の GPS アクティビティを 1 つ開きます。 

3. 画面右隅にある［More］をクリックします。 

 

4. ［COPY TO TRAILS］をクリックします。 

［PLANNING］セクションのトレイルリストにトレイルが表示されます。 

5. ウオッチをコンピュータに接続します。同期が完了すると、トレイルは自動的にウオッチにアッ

プロードされます。 
 

トレイルの軌跡の使い方 

注：GPS ベースのアクティビティすべてに利用できます - ラン、バイク、フリースタイル（

Runner3 および Spark3）、トレイルラン、ハイキング、スキー、スノーボード （TomTom 

Adventurer）。 

TomTom GPS ウオッチは、GPS を使用するすべてのアクティビティのトレイルの軌跡を描画できま

す。トレイルの軌跡を使用すると、ルートの概要を確認して、スタート地点に戻るために必要な手順

を理解できます。  

トレイルの軌跡では、次の情報が表示されます。 

 現在の GPS 位置は、画面中央の山形で表示されます。 

 スタート地点は家のアイコンで表示されます。 
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 矢印は、静止しているときは向いている方向、移動しているときは向かっている方向を示します

。 

 トレイルの軌跡では、北が上に表示されます。 

 トレイルの軌跡の合計の長さに合わせて、詳細な表示と概要表示を切り替えられます。 

重要：ウオッチを初めて使用する場合は、コンパスを調整する必要があります。 

トレイルの軌跡を使用する場合は、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で右を押し、ランなど GPS を使うアクティビティを選択します。 

2. アクティビティを開始したら、右を押して心拍数を確認します。心拍計内蔵ウオッチの場合はブ

レッドクラムトレイル（これまでに通過したトレイル）が自動的に表示されます。 

 

画面に表示される内容の詳細は、「トレイルの表示について」を参照してください。 
 

コンパスの使い方 

注：GPS ベースのアクティビティすべてに利用できます - ラン、バイク、フリースタイル（

Runner3 および Spark3）、トレイルラン、ハイキング、スキー、スノーボード （TomTom 

Adventurer）。 

ウオッチにはコンパスが内蔵されているので、TomTom GPS 自分の向かっている方向がすぐにわか

ります。ウオッチが移動方向を示すので、自分が止まっているときに方向を確認するのに特に便利で

す。 

1. 時計画面の状態で右を押し、ランなど GPS を使うアクティビティを選択します。 

2. アクティビティを開始後、アクティビティ画面の右を押して、次に上を押します。 

ヒント：トレイルを表示させる場合は上を押します。 
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コンパスは現在の方向を示します。この例では、北東です。 

 

ウオッチが水平な場合に、コンパスは最も正確に動作します。コンパスが正しい方向を示さない場合

は、コンパスを調整する必要があります。 

注：ウオッチを自転車のスチールのハンドルバーに取り付けるなど、磁気を帯びた物が近くにある

と、コンパスは正確に動作しません。 
 

コンパスの調整 

精度を維持するため、定期的にコンパスを調整することが重要です。 

コンパスを調整するには、次の手順を実行します。 

1. 時計画面の状態で下を押し、［設定］に移動します。 

2. ［センサ］を選択し、右を押します。 

3. ［コンパス］を選択し、右を押します。 

4. 手首からウオッチを外し、次のように 3 つの軸それぞれを中心に回転させます。 

A. 横に 1 回転させます。 
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B. 前方向に 1 回転させます。 

 

C. 画面を自分に向けたまま 1 回転させます。 

 

コンパスが調整されるまで、a ～ c の手順を繰り返します。ウオッチの調整が終わると、ア

ラートが通知され、チェックマークが表示されます。  

ウオッチを調整する方法のビデオは、https://youtu.be/6pnQResxJRU でご覧頂けます。 

https://youtu.be/6pnQResxJRU
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マニュアルの本章では、TomTom Adventurer ウオッチ固有の機能について説明します。  
 

トレイルラン 

TomTom Adventurer ウオッチはトレイルランに使用できます。トレイルラン中は、ランと同じ測定

値が表示されますが、次の高度情報も追加できます。 

 3D 距離 

 勾配 

 高度 

 高度デルタ 

 累積標高 

トレイルをランニングするには、次の手順に従います。 

1. 時計画面の状態で GPS 新号を待ってから右を押し、次に上または下を押して［トレイルラン］を

選択します。  

1. 右を押してトレイルランを開始します。 

2. ランニング中は、上または下にスクロールして測定値の範囲を表示します。 

3. トレイルを確認するには、心拍数ゾーン画面の状態で右に押してから上を押します。 

ヒント：トレイルが事前に選択されている場合は、自動的に表示されます。  

画面に表示される内容の詳細は、「トレイルの表示について」を参照してください。 

注：精度を維持するためには、定期的にコンパスを調整してください。 

注：ウオッチが汚れていたり湿っていたりする場合は、圧力を正確に測定できるように、気圧計の

周囲の穴を掃除します。  
 

ハイキング 

TomTom Adventurer このウオッチは、トレイルのハイキングに使用できます。ハイキング中は、次

の情報を見ることができます。 

 3D 距離 

 勾配 

 高度 

 高度デルタ 

 累積標高 

 平均ペース 

ヒント：QuickGPSfix をアップデートした場合、ハイキング中のウオッチのバッテリー持続時間は

最大 24 時間です。ミュージック機能また心拍数の常時モニターを使用していない場合は、1 回の

充電で、3 連休以上の長い週末に 6 時間以上の長いウォーキングを複数回行うことができます。 

トレイルをハイキングするには、次の手順に従います。 

Adventurer のアクティビティタイプ 
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1. 時計画面の状態で右を押し、次に上または下を押して［ハイキング］を選択します。  

1. 右を押してハイキングを開始します。 

2. ハイキング中は、上または下にスクロールして測定値を表示します。 

3. トレイルを確認するには、心拍数ゾーン画面の状態で右に押してから上を押します。 

ヒント：トレイルが事前に選択されている場合は、自動的に表示されます。  

画面に表示される内容の詳細は、「トレイルの表示について」を参照してください。 

注：精度を維持するためには、定期的にコンパスを調整してください。 

注：ウオッチが汚れていたり湿っていたりする場合は、圧力を正確に測定できるように、気圧計の

周囲の穴を掃除します。  
 

スキーとスノーボード 

注：TomTom Adventurer ウオッチのみで使用できます。 

TomTom Adventurer ウオッチはスキーとスノーボードに使用できます。これらのアクティビティを

使用すると、山での 1 日の概要を取得できます。スキーまたはスノーボードを選択しても同じ情報

を表示できますが、1 日で両方のスポーツをする場合は、別のアクティビティとして選択すれば個別

の統計情報に分けることができます。  

スキーまたはスノーボードの場合、ウオッチは滑降の最中なのか、リフトに乗っているのかを検出で

きます。 

スキーまたはスノーボードをするには、次の手順を実行します。 

1. 時計画面の状態で右を押し、次に上または下を押して［スキー］か［スノーボード］を選択します

。  

1. アクティビティ中は、上または下を押すと以下の測定値が順番に表示されます。 

 合計経過時間 

 合計距離 

 心拍数 

 スピード 

 高度 

 高度の変化（デルタ） 

 累積下降（累積合計） 

 本数 

2. リフトに乗っているときは、前回の滑降のサマリーがウオッチに表示されます。表示される測定

値は以下の通りです。 

 滑降の数 

 最高スピード 

 累積下降（その滑降の累積） 

 トレイルの最大勾配 

何かボタンを押せばサマリー表示が終了します。 

注：精度を維持するためには、定期的にコンパスを調整してください。 

スキーまたはスノーボードの間に表示される測定値を変更するには、次の手順を実行します。 
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1. 時計画面の状態で右を押し、次に上または下を押して［スキー］か［スノーボード］を選択します

。  

2. 下を押して［設定］画面に移動し、［測定値］を選択します。 

ヒント：［設定］では、プレイリストを選択したり、スプリットのオンまたはオフを切り替えた

りできます。 

1. 詳細は、「表示する測定値の選択」を参照してください。 
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スリープ追跡について 

TomTom GPS ウオッチ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。 

ウオッチ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 時にリセットされ、その時点から新しい「夜」のカウントが始まります。 

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。ウオッチはセンサを使用して、ユーザーの動きを追跡します。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。   
 

スリープの追跡 

睡眠時間を追跡するには、TomTom GPS ウオッチを装着して眠ります。 

スリープ追跡はデフォルトでオンになっていますが、この設定は［設定］メニューの［トラッカー］

で変更できます。 

前夜の睡眠時間を表示するには、時計画面の状態で左を押し、次に上を押します。 

左を押してその週の累積睡眠時間を表示します。 
 

モバイルアプリを使用したスリープモニタリング 

睡眠時間の記録を TomTom Sports と TomTom Sports モバイルアプリの両方にアップロードするこ

とができます。 

モバイルアプリでのスリープアクティビティの表示 

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

スリープ追跡 
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ミュージックについて 

TomTom GPS ウオッチにミュージックを保存して、アクティビティ中に再生できます。ヘッドセッ

トをペアリングしてアクティビティを開始した後、ミュージック画面が表示されます。 

 ヘッドホンとウオッチのペアリング 

 ヘッドホンの装着 

 ウオッチへのミュージックの保存 

 ミュージックの再生 

注：ウオッチモデルによっては、ミュージックが聴けないものもあります。 
 

付属のヘッドホンの充電 

一部の TomTom GPS ウオッチにはミュージックを聴くためのヘッドホンが付属しています。 

ヒント：ヘッドホンは、バッテリーを約 50 ％充電した状態で提供されます。  

注：ヘッドホンはコンピュータの USB ポートを使って充電することもできますが、付属のヘッド

セットをコンピュータのヘッドホンとして使用することはできません。 

ウオッチに付属のヘッドホンを充電するには、次の手順に従います。 

1. USB ソケットのカバーを開きます。 

2. USB ケーブルを接続します。 

3. USB ケーブルの反対側をコンピュータまたは充電器に接続し、電源をオンにします。 

ヘッドホンの充電が開始されます。ゼロからの充電には 2 時間半ほどかかります。 

ミュージック 
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注：USB ソケットのカバーを開けているときは、ソケットに埃や砂、水などが付着しないよう

に注意してください。 
 

ヘッドホンとウオッチのペアリング  

一部の TomTom GPS ウオッチにはミュージックを聴くためのヘッドホンが付属しています。また 

Bluetooth 対応のヘッドセットまたはスピーカーのほとんどを、このウオッチでのミュージック再生

に使用できます。 

ヒント：自分のヘッドホンを使うか、買いたい場合は、tomtom.com/support で「ヘッドホンの互

換性」の FAQ を検索し、互換性のあるヘッドホンのリストを参照してください。 

付属の Bluetooth ヘッドホンとウオッチをペアリングするには、次の手順に従います。 

1. ヘッドホンをオフにします。 

2. ペアリングモードを開始するために、ヘッドセットコントロールのセンターボタンを 10 秒間押

し続けます。 

ヒント：ヘッドホンがペアリングモードになると、青および赤のライトが交互に点滅します。 
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片方のイヤーバッドを装着すると、ペアリング中の音声フィードバックを聴くことができます。 

 

3. 時計画面の状態で上を押します、 

ウオッチがヘッドホンを検索します。 

 

 

4. ヘッドホンが 1 つだけ検出された場合は、ペアリングが開始されます。  

注：複数のヘッドホンが検出された場合は、他のヘッドホンから 10m 以上離れます。 
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5. ウオッチとヘッドホンのペアリングが完了すると、ヘッドホンの名称と一緒にチェックマークが

表示されます。 

これで、ウオッチでミュージックを再生して聴くことができます。 

アクティビティを開始すると、ミュージック画面と現在のプレイリストが表示されます。 

重要：ペアリングが正常に完了しない場合は、ヘッドホンのスイッチをオフにして、もう一度やり直

します。 
 

イヤーバッドの交換 

一部の TomTom GPS ウオッチにはミュージックを聴くためのヘッドホンが付属しています。 

付属のヘッドホンには中または大のイヤーバッドが付いており、他のサイズはボックスに入っていま

す。 

付属のヘッドホンのイヤーバッドを耳に合ったサイズに交換するには、次の図のようにイヤーバッド

を引っ張って突起から外し、付け直します。 

 

 

ヘッドホンの装着 

アクティビティを中断させられることがないよう、ヘッドホンは正しく装着してください。 

付属のヘッドホンを装着するには、次の手順に従います。 

1. 「L」のマークが付いたイヤーバッドが左側に、「R」のマークが右側になるように持ちます。 

ヒント：ヘッドホンの「L」と「R」のマークを上下が正しい向きにして、装着します。 

2. ヘッドホンを持ち上げて、コードが頭と首の後ろに来るように、背中から回します。次の図のよ

うに、コードが耳の後ろを通るようにしてください。 
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3. イヤーバッドを装着し、頭部にぴったりフィットするようにコードを締めます。 

 

 

ウオッチへのミュージックの保存 

TomTom GPS ウオッチにミュージックを保存して、アクティビティ中に再生できます。このウオッ

チは次のミュージックファイルタイプをサポートしています。 

MP3  

 サンプルレート： 16 ～ 48 KHz  

 ビットレート： 8 ～ 320 kbps  

 モノ／ステレオチャネルとジョイントステレオ  

 アーティスト名、トラックタイトル、長さが表示される言語：英語、チェコ語、デンマーク語、

ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、

ポルトガル語、フィンランド語、スウェーデン語。その他の言語については、サポートされる言

語で利用可能な文字であれば正しく表示されます。  

AAC  

 MPEG2 と MPEG4 AAC-LC および HE-AACv2 をサポートします。  

 サンプルレート：最大 48 KHz  

 ビットレート：最大 320 kbps  

 モノ／ステレオ／デュアルモノをサポートします。  

 AAC のアーティスト、トラックタイトル、長さはサポートされません。  

 種類を問わず DRM が適用されたファイルはサポートされません。  

ミュージックのアップロードと同期 

コンピュータの iTunes や Windows Media Player からミュージックの完全なプレイリストをウオ

ッチにアップロードできます。  

注： Sports モバイルアプリを使ってプレイリストを同期することはできません。 

ミュージックのプレイリストをウオッチと同期するには、次の手順に従います。 

1. ミュージックウオッチをコンピュータに接続します。 

 Sports Connect が起動し、アップデートが確認されます。 

2. Sports Connect で［ミュージック］を選択します。 
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Sports Connect によりコンピュータのミュージックプレイリストがスキャンされて左側に表示さ

れます。コンピュータ上のプレイリストの中にこのリストに表示されていないものがある場合は

、［スキャン］をクリックします。 

3. プレイリストの横にある［+］をクリックすると、そのプレイリストがウオッチにコピーされます

。  

これでプレイリストをウオッチで再生できるようになります。 

ウオッチに保存できるミュージックの容量 

このウオッチでは約 3 GB の容量をミュージックに使用できます。トラックのサイズによって異なり

ますが、500 曲程度は保存できます。 
 

ミュージックの再生 

TomTom GPS ウオッチにミュージックを保存して、アクティビティ中に再生できます。 

ヘッドホンのスイッチのオン／オフ 

1. 中央のボタンを 2 秒間押すと、ヘッドホンのスイッチがオンになり、青のライトが 2 回点滅し

ます。  

2. 中央のボタンを 3 秒間押すと、ヘッドホンのスイッチがオフになり、赤のライトが 2 回点滅し

ます。 

 

ヘッドセットコントロールの使い方 

付属のヘッドセットのコントロールを使用してミュージックを再生するには、次のように操作します

。 
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再生 
 

中央のボタンを押すと、ミュージックが再生されます。 

一時停止 
 

中央のボタンを押すと、ミュージックが一時停止します。 

ヒント：ウオッチで上を押しても、トラックを一時停止できます。 

音量を上げる 
 

上の画像の右側のボタンを押すと、ボリュームが上がります。  

音量を下げる 

 

上の画像の左側のボタンを押すと、ボリュームが下がります。  

次のトラック 
 

右側のボタンを 2 秒間押し続けると、次のトラックに移ります。 

前のトラック 
 

左側のボタンを 2 秒間押し続けると、前のトラックに移ります。 

ウオッチの使い方 

ウオッチでミュージックを再生するには、次の手順に従います。 

1. ヘッドホンに付属のマニュアルに従って、ヘッドホンのスイッチをオンにします。  

2. 時計画面の状態で上を押します、 

トラックの再生が始まります。 

3. トラックを一時停止するには上を押します。 

注：スイムアクティビティ実行中やストップウオッチ使用中にはミュージックを再生できません

。 

4. 次の曲を選択するには右を押します。 

5. ウオッチの左か右を長押しするとミュージックトラック内を 10 秒きざみでスキップします。 

6. トラックを 3 秒以上再生してから左を押すと、そのトラックが再スタートします。もう一度左を

押すと 1 曲前の曲に戻ります。 

ヒント：アクティビティの実行中には、ミュージックプレイヤー画面は測定値リストの一番上に

あります。プレイヤーコントロール機能は同じです。 

ヒント：ミュージックプレイリストを選択するには、アクティビティの開始で［スタート］メッ

セージが表示されたときに下を押します。アクティビティを行っていないときに設定内の別のプ

レイリストを選択することもできます。または、一時停止中に下を押して選択します。 

注：ヘッドフォンの接続を外すと、ウオッチがオーディオブックやミュージックトラックの停止

位置を記憶してくれるので次回、その停止位置から再生を開始することができます。 
 

ウオッチのミュージックをバックアップする 

ウオッチのミュージックをバックアップするには、次の手順に従います。 

Windows 

1. ウオッチをコンピュータに接続します。 

2. Windows ロゴキー  と E キーを同時に押します。 

3. ［リムーバブル記憶域があるデバイスのリスト］で、ウオッチをダブルクリックします。ウオッチ

はミュージックとしてリストされています。 

注：ウオッチにラベルも名前もなく、ドライブ文字しかない場合もあります。 
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4. SportsConnect フォルダをダブルクリックします。 

5. ミュージックのフォルダを右クリックして、［コピー］を選択します。 

6. バックアップを保存したいコンピュータ上の場所を選択し、右クリックして［貼り付け］を選択し

ます。 

ミュージックをウオッチに復元するには、次の手順に従います。 

1. 通知エリアの Sports Connect アイコンをクリックし、［終了］をクリックします。 

2. ウオッチをコンピュータに接続します。 

3. Windows ロゴキーを押します。 

4. バックアップとして保存した Music フォルダを、ウオッチの Sports Connect フォルダにコピ

ーします。 

5. ［すべてのプログラム］ > ［TomTom］から Sports Connect を再起動します。 

 

Mac 

1. ウオッチをコンピュータに接続します。 

2. Finder を開きます。 

3. Finder サイドバーでウオッチを選択します。ウオッチはミュージックとしてリストされています

。 

4. SportsConnect フォルダをダブルクリックします。 

5. ミュージックフォルダを Ctrl キーを押しながらクリック（右クリック）し、［"ミュージック"を

コピー］を選択します。 

6. バックアップを保存したい Mac 上の場所を選択し、右クリックして［項目をペースト］を選択し

ます。 

ミュージックをウオッチに復元するには、次の手順に従います。 

1. ウオッチをコンピュータに接続します。 

2. Finder を開きます。 

3. 状態バーの Sports connect アイコンをクリックし、［終了］をクリックします。 

4. バックアップとして保存した Music フォルダを、ウオッチの Sports Connect フォルダにコピ

ーします。 

5. Launchpad またはアプリケーションフォルダから Sports Connect を再起動します。 
 

ボイスコーチについて 

ミュージックの再生中は、トレーニングの重要なステージをボイスコーチが案内します。 

ボイスコーチはデフォルトでオンになっており、ビープ音またはブザー音が鳴るごとに注意を促すメ

ッセージが流れます。ミュージックを聴いているときは、ウオッチのブザーが聴こえないため、ミュ

ージックを遮って短いメッセージが流れます。  

全般的な通知： 

 ウオッチの準備完了、デモモード、スイムアクティビティ実行中は Bluetooth® が機能しま

せん。 

トレーニング パートナーの通知： 

 ゾーン：ゾーン内、ゾーンより上、ゾーンより下 

 ゴール：ゴールの 50 ％、90 ％、100 ％、110 ％ 
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 レース：先行、遅れ、負け、勝ち 

注：ボイスコーチをオフにするには、下を押して［設定］メニューを開いた後、［プロフィール］

を選択し、右を押して［プロフィール］メニューを開きます。［ボイス］を押して［なし］を選択

します。 

［プロフィール］で同じ［ボイス］オプションを使用して、ボイスコーチの言語を変更することも

できます。 
 

ヘッドホンのトラブルシューティング 

一部の TomTom GPS ウオッチにはミュージックを聴くためのヘッドホンが付属しています。 

ミュージックが途切れたりカチカチという音がしたりする場合は、ウオッチとヘッドセットコントロ

ール間の Bluetooth 信号が身体で遮られている可能性があります。  

受信感度と音質を向上させるために、反対の腕に装着してみてください。ウオッチの最適な装着部位

は右腕です。 
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センサについて 

センサとは、ウオッチとリンクしてアクティビティに関する情報を提供する外付けデバイスです。こ

のウオッチでは次の 2 つのタイプのセンサを使用できます。 

 外付けの心拍数センサ：トレーニング中の心拍数を計測します。外付け用の TomTom 心拍数セ

ンサは、一部の製品には同梱されており、それ以外の製品ではアクセサリとして購入できます。 

 ケイデンス＆スピードセンサ：バイクアクティビティでのケイデンスとスピードを計測します。

TomTom のケイデンス＆スピードセンサは、一部の製品には同梱されており、それ以外の製品

ではアクセサリとして購入できます。 

ケイデンス 

ケイデンスは、毎分のペダル回転数（rpm）を計測するものです。低速ギアでは、ケイデンスは非常

に高くなりますが、スピードは低下します。高速ギアでは、ケイデンスは低くなりますが、スピード

は高まります。バイクアクティビティでは、できるだけ効率的に運動できるように訓練を積むことで

、ケイデンスとスピードのバランスがとれるようになります。 
 

外付けの心拍数センサ 

TomTom の外付けの心拍数センサをウオッチで使用するには、次の手順に従います。 

1. モニターをストラップに取り付けます。 

 

2. ストラップを胸の周りに装着し、モニターが胸骨の付け根の真上にくるようにします。 

モニターの向きが正しいことを確認してください。正面から見て、「TomTom」の文字が逆さま

になっていない状態が正しい向きです。 

 

センサの追加 
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ヒント：モニターを胸の周りに装着する前に、ストラップ内側のセンサと接触する部分を湿らせ

てください。こうすることでセンサが心拍を捕捉しやすくなります。 

3. ウオッチの時計画面の状態で下を押します。 

4. ［センサ］を選択し、右を押します。 

5. ［心拍数］を選択し、右を押してオンにします。 

6. アクティビティを始めるとき、ウオッチがセンサに接続されると、画面下部にハートのアイコン

が表示されます。 

 

ウオッチがセンサに接続しようとすると、ハートが点滅します。 

ウオッチとセンサの初回接続時に複数のセンサが検出されると、ウオッチはどのセンサと接続す

るかを判断できません。ウオッチの検知範囲内に他のセンサがない場所に移動してください。 

一度センサと接続すると、以降ウオッチは常に同じセンサに再接続します。 

トレーニング中、心拍数を表示するよう選択できます。 

トレーニングプログラムを使用して、目標の心拍数ゾーンに向けてトレーニングすることもできます

。 

また外付けの心拍数センサをその他の Bluetooth® Smart Ready デバイスおよびアプリと一緒に使

用することもできます。詳細は、製品またはアプリに付属の説明書を参照してください。 

センサの CR2032 電池を交換するには、硬貨を使ってセンサ裏側を開けます。使用済み電池は、お

住まいの地域の法規制に従ってリサイクルするか廃棄してください。 
 

ケイデンス＆スピードセンサ 

TomTom のケイデンス＆スピードセンサは次のパーツで構成されています。 

 

1. スポークマグネット 

2. クランクアームマグネット 

3. チェーンステイセンサ 

4. ケーブルタイ 

TomTom のケイデンス＆スピードセンサをウオッチで使用するには、次の手順に従います。 

1. 付属のケーブルタイの 3 本を使って、チェーンステイセンサをバイクのチェーンステイに取り付

けます。2 本のタイをセンサ本体に、1 本をセンサの小さい方のパーツに使用します。後でセン

サの位置調整が必要になる場合がありますので、この時点ではタイを完全に締め付けないでくだ

さい。 
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重要：センサの小さい方のパーツがクランクアームに向くようにします。チェーンステイの上部

に取り付けないでください。バイクの構造によっては、センサ本体をホイール方向に傾ける必要

があります。この調整は、スポークマグネットを取り付けてから行ってください。 

 

2. バイクのスポークの 1 つにスポークマグネットを取り付けます。このマグネットは、チェーンス

テイセンサを取り付けたチェーンステイに向けてください。 

 

3. スポークマグネットとチェーンステイセンサの位置を調整して、ホイールが回転するときに、ス

ポークマグネットがチェーンステイセンサ本体の先端を通過するようにします。 

重要：チェーンステイセンサとスポークマグネットがすれ違う際の間隔が 2 mm を超えないよ

うにしてください。バイクによっては、センサ本体をホイール方向に傾ける必要があります。  
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4. バイクのクランクアームの 1 つにクランクアームマグネットを取り付けます。このマグネットは

、チェーンステイセンサを取り付けたチェーンステイに向けてください。 

 

ヒント：ケイデンス＆スピードセンサの各パーツがバイク上に正しく配置されていることを確認

します。スポークマグネットがチェーンステイセンサ本体を通過し、クランクアームマグネット

がセンサ先端を通過する必要があります。 

 

センサを正しい位置に調整したら、ケーブルタイを締めてしっかりと固定します。 

5. ウオッチでホイールサイズを設定すると、センサの測定値の精度が高まります。ホイールサイズ

はタイヤの外周をミリメートル（mm）単位で表したものです。 

6. バイクまたはクランクアームを動かして、マグネットの少なくとも 1 つがセンサを通過するよう

にします。これによってセンサのスイッチが入ります。 

7. 時計画面の状態で下を押します。 

8. ［センサ］を選択し、右を押します。 

9. ［バイク］を選択し、右を押してオンにします。 

10. ワークアウトを始めるとき、ウオッチがセンサに接続されると、画面下部にチェーンリングのア

イコンが表示されます。 

 

ウオッチがケイデンス＆スピードセンサへの接続を試みている間は、チェーンリングアイコンが

点滅します。 
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ウオッチとセンサの初回接続時に複数のセンサが検出されると、ウオッチはどのセンサと接続す

るかを判断できません。ウオッチの検知範囲内に他のセンサがない場所に移動してください。 

一度センサと接続すると、以降ウオッチは常に同じセンサに再接続します。 

ウオッチでスピードとケイデンスを計測する準備が完了すると、チェーンリングアイコンの点滅

が止まります。GPS の位置特定が完了していなくてもサイクリングを始めることはできますが、

適切な GPS トラッキングを行うためには、GPS アイコンの点滅が止まるまで待ってください。 

ヒント：ケイデンス＆スピードセンサを使用してサイクリングアクティビティを行っている場合、

センサからスピードデータが受信されないと警告が通知されます。 

トレーニング中に、進行中のケイデンスを表示することも、画面を変更して自分のケイデンスを見る

こともできます。 

トレーニングプログラムを使用して、目標のケイデンスゾーンに向けてトレーニングすることができ

ます。 

またケイデンス＆スピードセンサをその他の Bluetooth® Smart Ready デバイスおよびアプリと一

緒に使用することもできます。詳細は、製品またはアプリに付属の説明書を参照してください。 

センサの CR2032 電池を交換するには、硬貨を使ってセンサ裏側を開けます。使用済み電池は、お

住まいの地域の法規制に従って適切にリサイクルするか廃棄してください。 
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設定について 

時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。ここでの設定によって、ウオッチの全般

的な動作が決定します。それぞれのアクティビティには、そのアクティビティに関連した設定もあり

ます。 

このウオッチでは次の設定を使用できます。 

 時計 

 トラッカー 

 プレイリスト 

 電話 

 センサ 

 機内モード（旧モデルのみ） 

 オプション 

 プロフィール 

 標準 

次のようなアクティビティ固有の設定があります。 

 ランの設定 

 アウトドアサイクリングの設定 

 スイムの設定 

 トレッドミルの設定 

 ジムの設定 

 インドアサイクリングの設定 
 

時計 

時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開き、［時計］を選択して右を押し、［時計］メニ

ューを開きます。 

アラーム 

［アラーム］を選択すると、アラームのオン／オフが切り替わり、アラーム時刻を設定できます。 

アラームが鳴ったときは、止めるかスヌーズするかを選べます。アラームをスヌーズにした場合、9 

分後にまた鳴り始めます。 

時刻 

［時刻］を選択すると、ウオッチに時刻を設定できます。24HR の設定に応じて、12 時間形式または 

24 時間形式で時刻を設定します。 

設定 
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ヒント：ウオッチでは、アクティビティの常時記録に UTC（協定世界時）のタイムスタンプが使用

されます。出荷工場、Sports モバイルアプリ、Sports Connect または GPS により自動的に設定

されます。ウオッチは UTC に基づいて日付を認識します。この時間を変更しなければ、日付は変

更できません。  

24時間 

［24 時間］を選択すると、時刻の表示と設定に 12 時間形式と 24 時間形式のどちらを使用するかを

切り替えられます。右を押して［オン］と［オフ］を切り替えます。 
 

トラッカー 

アクティビティ・トラッキングのスイッチオフ 

ウオッチの時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開き、［トラッカー］を選択します。ア

クティビティ追跡はデフォルトでオンになっているため、オフにする場合は［オフ］を選択します。  

ゴール 

ウオッチの時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開き、［t トラッカー］を選択します。右

を押し、［ゴール］を選択します。  

詳細は、「1 日のアクティビティのゴールの設定」を参照してください。 

睡眠 

ウオッチの時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開き、［トラッカー］を選択します。右

を押し、［睡眠］を選択し、もう一度右を押して睡眠時間の記録のオンとオフを切り替えます。 

注：スリープのゴールは設定できません。 
 

プレイリスト 

アクティビティ開始時のプレイリスト選択 

1. 時計画面の状態で画面、右を押します。 

2. いずれかのアクティビティを選択し、右を押します。 

3. ［お待ち下さい］または［Get going］が表示されたら下を押します。 

4. ［PLAYLISTS］を選択します。 

5. プレイリストを選びます。 

アクティビティを行っていないときのプレイリスト選択 

ウオッチの時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開き、［PLAYLISTS］を選択します。プ

レイリストを選びます。 
 

センサ 

時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開き、［センサ］を選択して右を押し、［センサ］

メニューを開きます。 

2 つのタイプのセンサのオン／オフを切り替えられます。 

 HEART：内蔵または外付けの心拍数センサ 
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 BIKE：ケイデンス＆スピードセンサ 

コンパスも調整できます。  

 コンパス - この内蔵コンパスは精度を維持するために最初に使用する前と、定期的に調整する必

要があります。 

ヒント：使用していないセンサをオフにすると、バッテリーが最大 20 ％長持ちします。センサを

使用していないときも、ウオッチはセンサを検索し続けます。 

アクティビティを開始する必要がないのに心拍数センサが作動していないかを確認できます。「心拍

数センサのテスト」を参照してください。  
 

心拍数センサのテスト 

アクティビティを開始する必要がないのに心拍数センサが作動していないかを確認できます。次の手

順に従います。 

1. 時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。 

2. ［センサ］を選択し、右を押して［センサ］メニューを開きます。 

3. ［心拍数］を選択し、右を押します。 

［オン］、［オフ］、［外部接続］のいずれかが表示されます。［オン］または［外部接続］が設

定されている場合、1 分当たりの心拍数を計測することを示す［毎分心拍数］が表示されます。  

すぐに心拍数が表示される場合と、ウオッチが心拍数センサを検索していることを表すダッシュ

記号が点滅する場合があります。  

ヒント：心拍数が検知されると、すぐにアクティビティを開始できるようにモニターが 30 秒間

アクティブのままになります。 

 
 

スマートフォン 

ウォッチとスマートフォンまたはモバイルデバイスとのペアリングによる利点については TomTom 

Sports アプリ をご覧ください。 

ウオッチとスマートフォンまたはモバイルデバイスをペアリングさせる方法については、モバイルデ

バイスとペアリングを参照してください。 

モバイルデバイスからのアラート制御 

重要：アラートオプションは同期がオンになっている場合にのみ使用できます。 

ウオッチに表示される着信通知を制御することができます。電話やテキストの着信通知を受け取るか

、着信通知をオフにするかの選択が可能です。 

ウオッチの時計画面の状態で下を押し、［設定］画面を開き、［電話］を選択して右を押します。［

管理］、［アラート］の順で選択します。 

［オン］を選択するとモバイルデバイスからのアラートをウオッチで受け取るようになります。［オ

フ］にすると通知機能がオフになります。アラートがオフの場合、時計画面に「起こさないでくださ

い」アイコン（電話マークに ZZZ が付いている）がウオッチに表示されます。  
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アクティビティの同期を制御 

この設定を使用すると TomTom Sports アカウントにアクティビティをアップロードするタイミン

グや方法を変更することができます。 

ウオッチの時計画面の状態で下を押し、［設定］画面を開き、［電話］を選択して右を押します。［

管理］、［同期］の順で選択します。次のオプションのいずれかを選択します。 

 オン - ウオッチとモバイルデバイスがペアリングしていれば、Sports アプリを開いたときに 

Sports アカウントへのアクティビティの自動同期が発生します。アプリが閉じられると、同期は

バックグラウンドで行われます。 

 オフ（旧「機内モード」） - ウオッチのペアリングを切断することなく節電します。手動でも自

動でも同期は発生しません。アラートも受け取りません。 

 手動 - 手動に設定した場合は、ウオッチを起動する際にウオッチのボタンを押す必要があります

。Sports アプリを開いたときに同期が発生します。このオプションはバッテリー消費の制御にも

有効です。アラートは受け取りません。 
 

機内モード 

注：旧モデルのみのモードです。TomTom GPS ウオッチは航空システムを妨害するような放射線

を発生させたことはなく、また今後も発生させることはないため、新しいモデルではこのモードが

削除されています。 

ウオッチの時計画面の状態で下を押し、［設定］画面を開き、［機内モード］を選択して右を押しま

す。 

 

上または下を押して機内モードのオンとオフを切り替えます。 

機内モードがオンになっていると、時計画面に飛行機アイコンが表示され、すべての Bluetooth 接続

が無効になります。 

機内モードをオフにするには、もう一度、上または下を押します。 
 

オプション 

時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開き、［オプション］を選択して右を押し、［オプ

ション］メニューを開きます。 
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単位 

［単位］を選択すると、ウオッチで使用する距離と体重の単位を設定できます。マイルとキロメート

ル、ポンドとキログラムのどのような組み合わせでも選択できます。 

クリック音 

［クリック音］を選択すると、メニュー操作でのウオッチの反応を設定できます。クリック音を出す

ことができ、音のオン／オフを変更できます。 

デモモード 

［デモ］を選択すると、デモモードのオン／オフを切り替えることができます。デモモードでは、ウ

オッチが GPS 位置情報を特定してトレーニングを実行中であるかのように動作します。デモモード

で完了したアクティビティはアクティビティ履歴には追加されません。 

ナイトモード 

［ナイトモード］を選択すると、夜間モードのオン／オフを切り替えることができます。夜間モード

をオンにすると、アクティビティ進行中はバックライトが点灯したままになります。アクティビティ

を停止すると、ライトが消えます。 

注：トレーニング中に夜間モードを使用すると、バッテリーが通常よりも早く消費されます。 

ロック 

［ロック］を選択すると、アクティビティロック機能のオン／オフを切り替えることができます。ロ

ック機能により、間違って左を押してしまっても現在のアクティビティが一時停止または停止されな

いようにします。 
 

プロフィール 

ウオッチの時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開き、［プロフィール］を選択して右を

押し、［プロフィール］メニューを開きます。 

次のオプションを選択して、自分の情報を設定します。 

 言語 

 ボイス 

 体重 

 身長 

 年令 

 性別 

プロフィールの情報は、以下に使用されます。 

 アクティビティ中に消費するカロリーの算出。 

 心拍数トレーニングゾーンでの心拍数の目標の設定。このゾーンは TomTom Sports アカウント

で算出されます。 

 トレッドミルでのトレーニング時の歩幅の算出。 

言語 

［言語］を選択して、ウオッチのメニューとメッセージに使用する言語を設定します。 
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ボイス 

［ボイス］を選択すると、ボイスコーチの言語を変更するか、オフにできます。 
 

認証 

ウオッチの認証情報を確認するには、時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。  

［認証］を選択し、右を押して認証情報をスクロールします。 
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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。 

以下の図で示すとおり、アクティビティは TomTom Sports Connect または TomTom Sports アプ

リのいずれかを使用すると 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。通ったルートと、アクティビティに関連するすべての測定値を表示

できます。 

コンピュータで TomTom Sports Connect を使用すると、他のスポーツ web サイトのアカウント

へのアクティビティ転送を行うこともできます。 

注：CSV、FIT、TCX などのエクスポートファイル形式を使用している場合は、他のスポーツ web 

サイトへのアクティビティの転送に TomTom Sports モバイルアプリを使用しないでください。

ただし、RunKeeper などの自動アップロードは機能します。  
 

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。 

 ウオッチの設定のサポート。 

 ウオッチのソフトウェアに新バージョンが提供されたときのアップデート。 

 TomTom Sports アカウントまたは選択した別のスポーツ web サイトへのアクティビティ情報

の転送。現時点で、Endomondo、Strava、MapMyFitness、RunKeeper、Jawbone、Nike+ へ

のアクティビティ情報の転送が可能です。  

TomTom Sports Connect はアクティビティ情報を複数のファイル形式でコンピュータに転送す

ることもできます。 

参照：他の Web サイトやファイルタイプにアクティビティをエクスポートする 

 TomTom Sports で行った設定をウオッチに転送。 

 ウオッチの QuickGPSfix 情報をアップデートする。 

TomTom Sports Connect のインストール 

TomTom Sports Connect は、tomtom.com/123/ より無料でダウンロードできます。 

インストールしたら、デスクドックを使ってウオッチをコンピュータに接続します。 
 

TomTom Sports Connect 

http://www.tomtom.com/123/
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重要：TomTom web サイトの TomTom Sports アプリユーザーマニュアルを参照してください。 

TomTom Sports モバイルアプリには次の機能があります。 

 スマートフォンが圏内であればアクティビティ情報を TomTom Sports アカウントに自動的に転

送します。参照：他の Web サイトやファイルタイプにアクティビティをエクスポートする 

 TomTom Sports で行った設定をウオッチに転送。 

 ウオッチのパーソナルワークアウト、トレイルおよび QuickGPSfix 情報を更新します。 

 TomTom Sports Connect の代わりとなり、Sports アカウントへのアクティビティ情報の転送や 

QuickGPSfix の更新を行います。 

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、iOS 8 以降が稼働しているすべての Apple iPhone、iPod Touch および 

iPad に対応しています。 

Android 

TomTom Sports アプリはウオッチとの通信の際、Bluetooth Smart （または Bluetooth LE）および 

Android 4.4 以降を必要とします。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。ご使用のスマートフォンと Sports アプリとの互換

性については Google Play ストアをご覧ください。 

注：Android 5.0 （Lollipop）以降を搭載した数種類のデバイスでは、ウオッチとペアリングしてアク

ティビティをアップロードできます。互換性については、Google Play ストアにアクセスしてくださ

い。  

重要：Android をご使用の場合は Sports モバイルアプリのバージョンを 1.3.0 以降に更新する必要

があります。iOS をご使用の場合は 1.0.9 以降に更新してください。アップデートした後で、ウオッ

チとスマートフォンを再度ペアリングしてください。 

TomTom Sports アプリを使用する前に 

TomTom Sports アプリは通常のアプリストアまたは tomtom.com/app から無料でダウンロードで

きます。 

TomTom Sports モバイルアプリ 

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

重要! ご使用前にお読みください！ 

これらの警告および指示のすべてまたは一部分に従わないと、死亡事故や深刻な人的被害が生じる恐

れがあります。このデバイスを適切に設定、使用および管理しないと、深刻な人的被害や死亡事故ま

たはデバイス損傷の生じる危険性が高まる恐れがあります。これらの警告および指示は、別途明記さ

れていない限り、すべての TomTom Sports 製品に適用されます。 

使用上の注意および精度 

心拍数を監視し、体組成を追跡し（一部のモデルのみ）、歩数、消費カロリー、歩行距離、活動時間

および睡眠時間をカウントします。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。提供される情報は、ご自身の実際の活動に近い見積り情報です。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、正確にデータを分析できない場合があります。

毎日同じ時間、同じ条件で測定して、同梱の取扱説明書やオンライン FAQ の指示に従ってください

。  

全地球測位システム（GPS） 

全地球測位システム（GPS）は、地球上における位置およびタイミング情報を提供する衛星ベースの

システムです。GPS はアメリカ合衆国の政府が運営・制御し、その可用性と精度はアメリカ政府が

単独責任を負っています。GPS の可用性と精度、または環境条件の変化によっては、本デバイスの

作動に影響が及ぶことがあります。TomTom は、GPS の可用性と精度についていかなる責任も負い

ません。 

警告 - これは医療用デバイスではありません。 

これは医療用デバイスではありません。提供される情報は、医師の忠告ではなく、病気を治療または

予防するものではありません。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。   

大音量に関する警告 - TomTom ワイヤレスイヤホン 

付属のヘッドフォンで長時間にわたり大音量で音を聴かないでください。大音量で長時間音を聴くと

、難聴を引き起こす恐れがあります。    

警告 - 体組成機能付きのデバイス 

妊娠中の方やペースメーカーまたは他の体内埋込型医療機器をご使用中の方は、このデバイスを使用

しないでください。このデバイスには、医療機器からの信号を妨害する恐れのある電極が含まれてい

ます。 

警告 - 心拍計 

ペースメーカーや他の体内埋込型電子デバイスを使用している場合には、このデバイスのご使用前に

医師またはデバイスの製造元にご相談ください。このデバイスには信号の妨げとなる可能性のあるセ

ンサー／磁石が含まれています。    

付録 
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窒息の危険性 

これは玩具ではありません。このデバイスとアクセサリには小型部品が含まれており、飲み込むと窒

息する危険があります。お子様の手の届かない所に保管してください。飲み込んでしまった場合には

、すぐに医師の手当てを受けてください。    

防滴 - フィットネストラッカー 

防沫／防水規格（IPX7）に準拠しています（正しく装着して使用した場合）。水泳、サーフィンまた

は入浴といった、デバイスが水に浸かる環境では使用しないでください。 

GPS 付ウオッチの防水性 

防水限度である 40m（5 ATM）は、水圧、塩分、水深、汚染、温度および他の環境要素により変化し

ます。40m（5 ATM）での急速な動きは、デバイスに損傷を与える恐れがあります。  

警告 - オフロードナビゲーション 

お使いのデバイスは、道路から外れた経路を示す場合があります。これらの経路は、補助的な使用を

前提に提示されるものであるため、ご自身で最善と思われる判断を下し、周辺の状況と気象条件に注

意してください。新たな経路や困難な経路を進む際場合には、事前に適切な装備を備え、正しいトレ

ーニングを受けるようにしてください。ご自身や他の人を危険にさらしたり、法律に触れたりする可

能性のある経路には決して従わないようにしてください。 

スポーツデバイスのお手入れ 

週に一度はお使いのデバイスを掃除することをお薦めします。湿らせた布でデバイスを拭きます。油

分や汚れを落とすには、低刺激の石鹸を使用します。ガソリン、洗浄溶剤、アセトン、アルコール、

日焼け止めまたは防虫剤といった強力な化学薬品がデバイスに付着しないようにしてください。化学

薬品が付着すると、デバイスの密閉性、ケースおよび仕上げが損なわれる恐れがあります。デバイス

に心拍計が備わっている場合には、心拍数センサー領域に傷が付かないよう損傷から保護してくださ

い。水に浸した後（防水機能のあるデバイスのみ）、モジュールをストラップから取り外し、モジュ

ールとストラップの両方をきれいな水ですすぎ、柔らかい布で水気を取ります。充電ポートとケーブ

ルは、接続する前に清潔で乾燥した状態であることを確認してください。 

身体年齢（一部のモデルのみ） 

この製品は、Firstbeat 提供の高度な心拍数分析機能を搭載しています。 

デバイスとバッテリーに関する安全上の注意 

お使いのデバイス  

分解、破壊、折曲げ、変形、穿孔、粉砕をしないでください。湿気のある、濡れた場所や腐食しやす

い場所、高温の場所、熱源の近く、直射日光の当たる場所、電子レンジ内や加圧容器内にデバイスを

置いたり、放置したりしないででください。デバイスは落とさないように注意してください。デバイ

スを落とし壊れた疑いのある場合には、カスタマサポートへお問い合わせください。デバイスには付

属のケーブルのみご使用ください。TomTom 認定の交換品については、tomtom.com にアクセスし

てください。  

デバイスのバッテリー（交換不能） 

本製品には、交換不能なリチウムポリマーバッテリーが含まれています。バッテリーに穴を開けたり

異物を入れたりすることや、バッテリーのふたを開けたりバッテリーを分解したりすることはお止め

ください。水、液体、火、爆発または他の危険な環境にさらさないでください。バッテリーをショー

トさせたり、端子に導電性のあるものを接触させたりしないでください。バッテリーが交換可能な場

合でなければ、バッテリーを交換したり、取り外したりせず、資格のある専門家にご相談ください。  
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警告：不適切な種類のバッテリーと交換すると、爆発する恐れがあります。バッテリーに不具合が発

生した場合には、カスタマサポートにお問い合わせください。  

記載されているバッテリー持続時間は、平均使用プロファイルに基づく最長可能バッテリー持続時間

であり、特定の大気条件でのみ可能な時間です。詳細はオンライン FAQ.をご覧ください。 

これらのガイドラインに従わないと、バッテリーの液漏れ、発熱、爆発または発火により人的被害／

製品損傷が生じる恐れがあります。漏出したバッテリー液に触れてしまった場合には、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。32°F／0°C 未満または 113°F／45°C 超の温度では充

電できません。  

使用済み電池の廃棄  

この製品には、地域の法律および規制に従ってリサイクルまたは処分する必要のあるバッテリーが含

まれています。環境を保護するため、家庭廃棄物とは分別してください。 

 

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バツ印の

付いた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。  

EU / EEA 圏外では、バツ印の付いた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。  

 

動作温度 

動作温度：-20°C（-4°F）～60°C（140°F）動作温度を超える温度にさらさないでください。 

CE および無線機器指令への準拠 

 

このデバイスはすべての欧州連合加盟国で使用できます。このデバイスが使用する Bluetooth の周波

数帯域は 2402 MHz～2480 MHz で、高周波放射出力は 5.5 dBm です。TomTom は本書において、

無線機器型の TomTom Sports デバイスが指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言します。EU 

適合宣言書の全文は、http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/ に掲載され

ています。 

 

米国連邦通信委員会の電波干渉に関する宣言 

本機器は、FCC 規則パート 15 に準拠しています。操作は、次の 2 つの条件に従うものとします。

（1）本機器が有害な障害を生じないこと、（2）本機器の動作に望ましくない影響が及ぶような干渉

を含め、本機器が受信したあらゆる干渉を受け入れること。 

https://telematics.tomtom.com/webfleet/legal/doc/
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本機器は、FCC 規則のパート 15 に従い、クラス B デジタルデバイスの制限を満たすことが試験で

証明されています。これらの制限は、住宅地での使用において、有害な干渉が生じないように適切に

保護する目的で設けられています。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用し、また放出する

可能性があります。このため、指示に従って使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉を生じるお

それがあります。ただし、特定の設置状況において、干渉が発生しないことを保証するものではあり

ません。本機器がラジオまたはテレビの受信障害を発生させているかどうかは、本機器の電源をいっ

たん切って再投入することで確認できます。干渉がある場合、以下のいずれかの方法により干渉を解

消するようにしてください。 

- 受信アンテナの方向または設置場所を変更する。 

- 本機器と受信機の距離を離す。 

- 本機器を受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに接続する。 

- 販売店または経験のあるラジオ／テレビ技術者に相談する。 

FCC ID フィットネストラッカー：S4L1AT00 

FCC ID GPS 付ウオッチ：S4L4REM, S4L4RFM 

FCC ID Bluetooth スポーツヘッドセット：S4L4R01 

IC ID フィットネストラッカー：5767A-1AT00 

IC ID GPS 付ウオッチ：5767A-4REM, 5767A-4RFM 

IC ID Bluetooth スポーツヘッドセット：5767A-4R01 

FCC の警告 

準拠の責任を負う当事者の明示的な承認がない限り、変更または改造を行うことはできません。そう

した変更または改造を行った場合、本機器の運用に関するお客様の権限は無効となる場合があります

。 

本機器のトランスミッタは、他のアンテナまたはトランスミッタと同じ場所に配置したり、併用して

操作したりすることはできません。 

被ばくに関する宣言 

本製品は、管理されていない環境のために規定されている FCC ポータブル無線周波数（RF）の暴露

限度に準拠しており、本書で説明している所定の操作を行っても安全です。本製品を利用者の身体か

らできるだけ遠ざけるか、本デバイスの出力を下げる（そのような機能がある場合）ことで、RF 放射

被ばくをより低くすることができます。 

北米地域における有責当事者 

TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803、電話： 866 486-6866 option 1 

(1-866-4-TomTom) 

カナダ：放出に関する情報 

操作は、次の 2 つの条件に従うものとします。 

 本機器が有害な干渉を生じないこと。 

 本機器の動作に望ましくない影響が及ぶような干渉を含め、本機器があらゆる干渉を受け入

れること。 
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操作は、本機器が有害な干渉を生じないという条件に従うものとします。このクラス B デジタル装

置は、カナダの CES-003 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).に適合しています。米国およびカナダで販売さ

れている製品では、国コード選択機能は無効化されています。本機器は、RSS-247 の 2.4GHz 要件

の認証を取得しています。 

カナダ産業省規格適合性ステートメント 

本機器は ISED の免許免除 RSS に準拠しています。操作は、次の 2 つの条件に従うものとします

。（1）本機器が有害な障害を生じないこと、（2）本機器の動作に望ましくない影響が及ぶような干

渉を含め、本機器が受信したあらゆる干渉を受け入れること。 

被ばくに関する宣言： 

本製品は、管理されていない環境のために規定されているカナダポータブル無線周波数（RF）の暴露

限度に準拠しており、本書で説明している所定の操作を行っても安全です。本製品を利用者の身体か

らできるだけ遠ざける、または本機器の出力を下げる（そのような機能がある場合）ことによって、

RF 放射被ばくをさらに低減させることができます。 

オーストラリアの認証 

  

本品は、オーストラリアの関連規制への準拠を示すために、規制準拠マーク（Regulatory Compliance 

Mark：RCM）を表示しています。 

ニュージーランドの認証 

本品は、ニュージーランドの関連規制への準拠を示すために、R-NZ を示しています。 

オーストラリアおよびニュージーランド担当カスタマサポート連絡先 

オーストラリア：1300 135 604 ニュージーランド：0800 450 973 

モデル番号 

TomTom GPS ウオッチ：4REM 

TomTom GPS Cardio ウオッチ：4RFM 

TomTom GPS ウオッチケーブル：4R00 

TomTom フィットネストラッカー：1AT00 

TomTom GPS スポーツウオッチ：4R01 

TomTom Sports アプリ 

この製品には、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。 

これらのデバイスに付属のアクセサリ 

USB 充電ケーブル、一部のモデルに付属のイヤホン、ユーザーガイド 

利用条件：保証および EULA 

弊社の限定保証およびこの製品に適用されるエンドユーザーライセンス契約条件を含む弊社の利用条

件tomtom.com/legal.にアクセスしてください。 

http://www.tomtom.com/legal
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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、tomtom.com/privacy.をご覧ください。 
 

証明書情報（ユーザー用） 

ウオッチの認証情報を確認するには、時計画面の状態で下を押し、［設定］メニューを開きます。［

標準］を選択して右を押し、認証情報までスクロールします。 

ヘッドセットについては、イヤホンを接続するケーブルに付いているラベルをご覧ください。 

トラッカーについては、このマニュアルをご覧ください。 

注：本付録に記載されている認証情報は、お使いの製品に適用されない場合があります。特定のセ

クションが製品固有のものである場合、適用される製品は明示的に指定されます。 
 

原産国 

このデバイスは、中国製です。 
 

製造年 

製造年：2017 
 

TRIMAN ロゴ 

 

 

BF 型機器 

 

 

メーカーの問い合わせ先 

TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands, Tel: +31 

(0)20 757 5000 
 

中国の認証 

CMIIT ID TomTom フィットネストラッカー (1AT00)：2016DJ4417 

CMIIT ID TomTom GPS 付ウォッチ (4REM)：2015DJ4909 

CMIIT ID TomTom GPS 付ウォッチ心拍計内蔵 (4RFM)：2015DJ4910 

CMIIT ID TomTom Bluetooth スポーツヘッドセット (4R01)：2016DJ498 

 

http://www.tomtom.com/privacy
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中国版 RoHS 

 TomTom フィットネストラッカー：1AT00 / TomTom Bluetooth スポーツヘッドセット：

4R01 / TomTom GPS 付ウォッチケーブル：4R00 

TomTom GPS 付ウォッチ：4REM / TomTom GPS 付ウォッチ：4RFM 

 
 

台湾への輸入業者 

建達國際股份有限公司 

新北市新店區中正路 531 號 5 樓 

Tel: (02) 2219-1600 
 

台湾の認証 

NCC ID TomTom フィットネストラッカー：CCAI17LP0430T1 

NCC ID TomTom GPS 付ウォッチ：CCAI15LP1840T6 
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NCC ID TomTom Bluetooth スポーツヘッドセット：CCAJ16LP6280T1 

 

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定： 

第十二條 

經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得 

擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 

第十四條 

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現 

象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。 

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之 

干擾。 
 

シンガポールの認証 

 

 

インドの認証 

認証 ID（1AT00）：NR-ETA/4696 Fitness Tracker 

Certificate ID (4REM)：NR-ETA/3393 TomTom GPS 付ウォッチ 

Certificate ID (4RFM): NR-ETA/3405 TomTom GPS 付心拍計内蔵ウォッチ 

Certificate ID (4R01): ETA-3123/16-RL0 TomTom Bluetooth スポーツヘッドセット 
 

南アフリカ共和国の認証 

これらの製品は ICASA のロゴを表示し、関連するすべての南アフリカの無線機器認証に準拠してい

ることを示しています。 

TomTom フィットネストラッカー: 
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TomTom GPS 付ウオッチ: 

 

TomTom Bluetooth Sports ヘッドセット： 

 

 

ブラジルの認証 

次の ANATEL 506 適合性ステートメントは、この法的付録が適用され、2017 年 8 月 27 日までに

認証されたすべての装置に適用されます。  

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra 

interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a 

sistemas operando em caráter primário." 

次の ANATEL 680 適合性ステートメントは、この法的付録が適用され、2017 年 8 月 27 日以降に

認証されたすべての装置に適用されます。  

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados".これは非公式に「このデバイスは有害な干渉か

ら保護される必要があり、許可されたシステムに干渉を引き起こしてはならない」と翻訳されていま

す。 

TomTom フィットネストラッカー: 

 

TomTom GPS 付ウオッチ: 
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TomTom Bluetooth Sports ヘッドセット： 

 

 

アラブ首長国連邦の認証 

 

 

日本の認証 

TOMTOM フィットネストラッカー：R-201-160580 

TomTom GPS スポーツウオッチ：R-201-152769 

TomTom GPS スポーツウオッチ：R-204-620243 

   
 

韓国の認証 

TOMTOM フィットネストラッカー：MSIP-CRM-NSW-1AT00 

TomTom GPS スポーツウオッチ：MSIP-CMM-NSW-4RFM 

 

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음  

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음 

B급 기기 

(가정용 방송통신기자재) 

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 

지역에서 사용할 수 있습니다. 
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©1992 - 2017TomTom.All rights reserved.TomTom および 2 つの手をかたどった「ツーハンズ」ロ

ゴは、TomTom N.V. またはその関連会社の登録商標です。 

オープンソース 

この製品に含まれるソフトウェアには、GPL に基づきライセンスされた著作権保護対象のソフトウェ

アが含まれています。そのライセンスのコピーは、ライセンスセクションで見ることができます。こ

の製品の最終出荷から 3 年後まで、完全な対応するソースコードを入手することができます。詳細

については、tomtom.com/gpl にアクセスするか、tomtom.com/support にアクセスしてお近くの 

TomTom カスタマーサポートチームにお問い合わせください。ご要望があれば、対応するソースコ

ードを保存した CD を送付します。 

フォント 

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 Earth、および「Get it on Google Play」バッジ 

Android、Google Earth、Google Play、および Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。  

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、iTunes、iPad、iPad mini、iPod touch、Mac および「App Store からダウンロー

ド」バッジ 

Apple、iPhone、iTunes、iPad、iPad mini、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 
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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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