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本書について
このユーザーマニュアルは、これからお使いになる TomTom Touch Fitness Tracker 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、アクティビティと体組成をトラッキングします。体組成はあなたのフィットネス
の優れた指標になります。多くの人はエクササイズをするときに体脂肪率を下げ、筋肉量を増やした
いと考えます。TomTom Touch では、歩数だけでなく、体の組成もトラッキングします。
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、体組成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 Fitness Tracker 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。
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フィットネストラッカー
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、フィットネストラッカーをしっかりと
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：


スポーツモード



体組成



心拍数

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：画面をタッチ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
。
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5. ボタン - ボタンを使用してデバイスをウェイクアップし、体組成の測定をしたり、スポーツモー
ドを開始／停止したりします。
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のパフォーマンスと組成の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。
正確な心拍数の読み取りや体組成の測定に問題がある場合、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
TomTom Touch を頻繁に使用する場合は、週に一度のクリーニングをお勧めします。


必要に応じて、湿らせた布で TomTom Touch 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、防虫剤などの強力な化学薬品を TomTom Touch
に付着させないようにしてください。化学薬品によって、密閉性、ケース、仕上げが損傷を受け
る場合があります。
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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
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 MySports 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。

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。
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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、MySports 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 MySports Connect または MYSPORTS 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 MySports 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。

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


着信通知をオフにする。



一日の心拍数モニタリング機能をオフにする。



TomTom Touch をペアリングしたモバイルデバイスの Bluetooth 範囲内に置く。

リセットの実行
ソフトリセット
TomTom Touch Fitness Tracker 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、MySports 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。
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工場出荷時状態へのリセット
重要：MySports 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。
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 MySports Connect の設定。

注：MySports モバイルアプリを使用している場合は、スマートフォンと TomTom Touch の関連付け
を解除して、次のようにペアリングする必要がある場合があります。


Android - Bluetooth 設定メニューで TomTom Touch のペアリングを解除します。



iOS - 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、MySports 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。MySports 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、MySports Connect がアップデートを完了するまで
待ちます。
2. MySports 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. MySports 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。
MySports 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. MySports 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. MySports 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 Fitness Tracker 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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クイックスタート
MySports Connect をダウンロードする
1. お使いのコンピュータに TomTom Touch を接続するには、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。

2. USB ケーブルを使用して、TomTom Touch をお使いのコンピュータに接続します。

3. TomTom Touch 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見ま
す。
ヒント：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 時間がかかります
。
4. TomTom MySports Connect を tomtom.com/123/ から ダウンロードし、お使いのコンピュータ
にインストールします。
インストールが完了したあと、MySports Connect が開きます。画面に表示される手順に従って開
始します。
次：サインアップと登録
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サインアップと登録
MySports Connect で設定中に、MySports 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。
MySports ウェブサイトでアクティビティ、データ、アクティビティログを表示できるようになります
。
重要：TomTom Touch をお使いのコンピュータに頻繁に接続して充電し、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：MYSPORTS モバイルアプリの取得

オプション：MYSPORTS モバイルアプリの取得
重要: MYSPORTS モバイルアプリなしで TomTom Touch Fitness Tracker 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。
MYSPORTS モバイルアプリは、アクティビティのアプロードと分析を実行したり、外出先でデータを
見たりすることができます。
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 ストア
Apple アプリストア
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ヒント：TomTom Touch は Bluetooth Low Energy（BLE）を使用して、TomTom MySports モバイ
ルアプリと通信します。
次： フィットネストラッカーを使用する

フィットネストラッカーを使用する
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。
時計の文字盤の下に画面をスワイプして、アクティビティデータや消費カロリー、歩行距離、アクテ
ィビティ時間、睡眠時間を表示します。
時計の文字盤の上に画面をスワイプして、アクティビティを開始し、体組成測定を実行したり、エク
ササイズ中の心拍数を表示したりします。

MYSPORTS モバイルアプリや MySports でゴールを設定することもできます。ゴールの進捗状況や 1
日の心拍数、体組成、全体の進捗状況をモバイルアプリと MySports ウェブサイトで見ることができ
ます。
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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。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。
MySports または MySports 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 がないので、距離をトラッキングできません。その代わりに歩数から
計算することができます。
重要：TomTom Touch はスイムには使用できません。
1. スポーツモードでアクティビティを開始するには、時計の上にあるエクササイズアイコンが表示
される画面に向かってスワイプします。

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、スワイプしてア
クティビティ時間やカロリー、心拍数を表示します。ちゅ
4. アクティビティの記録を停止するには、ボタンを 1 度押して画面をウェイクアップしたあと、振
動が出るまでもう 1 度押します。
ヒント：エクササイズのあとは、アクティビティをソーシャルメディアで共有できます。

体組成を測定する
TomTom Touch は体組成を測定することができます。体組成とは、体に占める体脂肪と筋肉量の割合
のことで、フィットネスの主な指標となっています。
体組成の読み取りを実行する際は、フィットネストラッカーがウォーミングアップできるように 15
分間以上装着してください。
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重要：正確な結果を得るには、毎日同じ時刻に体組成を測定してください。

フィットネストラッカーの時計画面の上にある 2 つの画面に向かってスワイプすると、パーセンテー
ジが表示されます。ボタンを押してホールドすると、画面にチェックマークが表示されます。次にモ
バイルアプリで体組成の測定値を表示するには、［アクティビティログ］メニューに進み、グラフボ
タン（右上）をタップして、［体］を選択します。

体組成測定のヒント


身体の側面に腕を触れず、両手首や両手を合わさないようにしてください。測定が不正確になる
ことがあります。
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人差し指をボタンに置いて、トラッカーの画面に対して直線を作ります。ボタン全体を指で覆い
ます。



チェックマークではなくバツ印が表示された場合、指を湿らせて、電極の下の手首の肌を湿らせ
てください。
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モバイルデバイスとペアリング
iOS デバイスとペアリング
TomTom MySports モバイルアプリでは、アクティビティデータを TomTom Touch フィットネストラ
ッカーから TomTom MySports にアップロードすることができます。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。
MySports アプリの新しいバージョンが入手可能な場合、アプリ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、MySports Connect デス
クトップ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。お使いのコンピュータに接続する場合、MySports
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. MYSPORTS 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、MySports 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。



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。
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3. MYSPORTS 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 MYSPORTS モバイルアプリを開始します。de
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
TomTom MySports モバイルアプリでは、アクティビティデータを TomTom Touch フィットネストラ
ッカーから TomTom MySports にアップロードすることができます。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
MySports 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。MySports 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、MySports Connect デスクトップを使用してダウンロードできます。
お使いの Android 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. お使いの Android デバイスが TomTom MySports 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をインターネット接続で使用し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。お使いのコンピュータに接続する場合、MySports
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 MYSPORTS モバイルアプリを開始します。
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. MYSPORTS 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. MySports 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。
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これでフィットネストラッカーと MySports 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。
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 MySports 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
お使いのフィットネストラッカーを MySports 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. MYSPORTS 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 MYSPORTS モバイルアプリを開始します。
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けます。
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フィットネスの記録
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 MySports Web サイトと TomTom MySports
モバイルアプリにアップロードする。

MySports でのアクティビティの確認
1 日のアクティビティ・トラッキングのゴールのアクティビティログを、MYSPORTS モバイルアプリ
および MySports Web サイトの両方で確認できます。ダッシュボードは常に更新されていて、お使い
の TomTom Touch から最後に同期したデータを反映しています。
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タイプに［アクティビティ・トラッキング］を選択すると［アクティビティログ］セクションでより
詳細な情報を確認できますます。また、［ゴール］をクリックしても確認できます。グラフの下のラ
ベルをクリックして測定値を変更できます。また、経過時間を 1 日、1 週間、1 ヵ月、または 1 年
に変更できます。

TomTom Touch で記録される情報
TomTom Touch Fitness Tracker 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、MySports Web サイトと MySports アプリで統計情報を確認できます。
アプリと Web サイトで、ワークアウトに特化した統計、およびすべてのアクティビティログと設定
したゴールに対するアクティビティログを確認できます。
ヒント：MySports 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 Fitness Tracker 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。
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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

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：MySports アプリまたは MySports Web サイトで、ゴールのセット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。
MySports モバイルアプリでの心拍数の確認
注：1 日の心拍数情報は日ごとの表示にのみ対応しています。
1. ［アクティビティ］画面で［今日］をタップします。
2. 日付の下で左へスワイプします。
3. ［平均心拍数］をタップします。
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。
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MySports 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。
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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。
MySports モバイルアプリでの歩数の確認
1. ［アクティビティ］画面で［今日］をタップします。
2. 日付の下で左へスワイプします。
3. ［歩数］をタップします。
また、その週、その月、その年の歩数を確認できます。
MySports 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。
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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。
MySports モバイルアプリでの燃焼カロリーの確認
1. ［アクティビティ］画面で［今日］をタップします。
2. 日付の下で左へスワイプします。
3. ［エネルギー］をタップします。
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。
MySports Web サイト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。
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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。
MySports モバイルアプリでのアクティビティ時間の確認
1. ［アクティビティ］画面で［今日］をタップします。
2. 日付の下で左へスワイプします。
3. ［アクティビティ時間］をタップします。
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。
MySports 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］を選択します。
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。
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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。
MySports モバイルアプリでの距離の確認
1. ［アクティビティ］画面で［今日］をタップします。
2. 日付の下で左へスワイプします。
3. ［距離］をタップします。
また、その週、その月、その年の距離を確認できます。
MySports Web サイトでの距離の確認
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［距離］を選択します。
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。

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。



睡眠時間追跡の測定値を TomTom MySports Web サイトと TomTom MySports 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、その時点から新しい「夜」のカウントが始まります。
27

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。
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。
睡眠時間の追跡のオン/オフを切り替えるには［スリープ追跡］を表示します。
モバイルアプリでのスリープアクティビティの表示
1. お使いのスマートフォンまたはタブレットで、［アクティビティログ］をタップします。
2. ［スリープ］パネルをタップします。
3. 画面をスワイプして、今日の睡眠時間のグラフと昨日の睡眠時間のグラフを切り替えます。
4. ［日］、［週］、［月］、［年］のいずれかをタップして、該当する期間の睡眠グラフを表示しま
す。
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スポーツモード
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。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。
MySports または MySports 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 がないので、距離をトラッキングできません。その代わりに歩数から
計算することができます。
重要：TomTom Touch はスイムには使用できません。
1. スポーツモードでアクティビティを開始するには、時計の上にあるエクササイズアイコンが表示
される画面に向かってスワイプします。

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、スワイプしてア
クティビティ時間やカロリー、心拍数を表示します。ちゅ
4. アクティビティの記録を停止するには、ボタンを 1 度押して画面をウェイクアップしたあと、振
動が出るまでもう 1 度押します。
ヒント：エクササイズのあとは、アクティビティをソーシャルメディアで共有できます。

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。
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［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 Fitness Tracker 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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ゴールの設定
ゴールについて
MYSPORTS モバイルアプリまたは MySports Web サイトを使って、1 日のゴール、スポーツゴール、
体のゴールをセットできます。MySports アプリの一部分については以下で説明しますが、MySports
Web サイトと同様の機能がたくさんあります。
重要：新しいゴールや既存のゴールへのチャレンジは、次に TomTom Touch を MySports アプリまた
は MySports Connect に接続するときに同期されます。

1. モバイルデバイスのステータス - このアイコンは TomTom Touch と同期したときに青色になり
ます。
2. 1 週間のゴールアイコン - 1 週間のゴールアイコン上または内側をタップすると、1 週間のアク
ティビティログのグラフが表示されます。
3. 1 週間のゴール測定値 - すぐ下にゴールの測定値を表示します。
4. 体組成ゴール - 最後の体組成の読み取り値から、ゴールに関連させて現在の体脂肪を表示します
。
5. 前回のアクティビティ - 前回のアクティビティを距離と経過時間で表示します。
6. 1 日のゴール測定値アイコン - 1 日のゴールアイコン上または内側をタップすると、1 日のアク
ティビティログのグラフが表示されます。また、すぐ下にゴール測定値のリストも表示されます
。
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7. 紫色の線 - ゴールを超えていることを示します。ゴールを超えると紫色の線は緑色の線と重なり
ます。
8. 緑色の線 - ゴールの一部を超えていることを示します。
9. メニュー - ドロップダウンのメインメニューを表示する場合にタップします。

アクティビティ・トラッキングのゴールの設定
注意：TomTom Touch で直接ゴールを設定できません。MySports アプリまたは MySports 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・トラッキングのゴールを変更またはセットするには、MySports 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。
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：MySports 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：新しいゴールや既存のゴールへのチャレンジは、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
注意：TomTom Touch で直接ゴールを設定できません。MySports アプリまたは MySports 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。
スポーツのゴールを設定するには、MySports 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. 下にスクロールし、プラス記号をタップしてスポーツのゴールを追加します。
3. ［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。
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4. 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。



経過時間 - 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セットします。

5. 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：MySports Web サイトでも目標を設定できます。
重要：新しいゴールや既存のゴールへのチャレンジは、次に TomTom Touch を接続するときに同期
されます。
スポーツモードの概要および安静時の心拍数グラフの例

体型目標の設定
注意：TomTom Touch で直接ゴールを設定できません。MySports アプリまたは MySports Web サ
イトを使用してください。
進捗状況を追跡するために、MySports を使用して体型目標を設定できます。体脂肪と筋肉の割合の目
標、または体重の目標を設定できます。
体型目標を設定するには、MySports アプリで次の手順に従います。
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. 下にスクロールし、プラス記号をタップして体型目標を追加します。
33

3. ［体重］、［体脂肪］、［筋肉］から測定値を選択します。この例では、［体重］を選択していま
す。

4. 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、MySports アプリまたは Web サイトの［プロフィール］で変更できます
。
5. 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：MySports Web サイトでも目標を設定できます。
重要：新しいゴールや既存のゴールへのチャレンジは、次に TomTom Touch を接続するときに同期
されます。
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体組成
体組成について
体組成測定のしくみ
体組成機能を作用させるには、体に無害な微弱電流を送ります。脂肪よりも筋肉の方が電流を通しや
すいため、さまざまな周波数で流れる電流を測定することで、体脂肪と筋肉の割合の推定値を算出で
きます。水分や骨など、体を構成するその他の物質はすべて、「その他」カテゴリに分類されます。
体組成は、体脂肪、筋肉および「その他」を合計して 100 ％ になります。
体組成測定は TomTom Touch で保存されてから MySports アプリおよび MySports Web サイトに転
送され、そこで歩数、カロリー、距離、およびアクティビティ時間の各測定値と並んで表示されます
。つまり、努力と結果を 1 か所で追跡できます。
なぜ体組成を測定するのでしょうか。
体が何で構成されているかを測定することで、単に体重を測定したり BMI（ボディマス指数）を算出
したりするよりも、適切な結果が得られるためです。筋肉は脂肪よりも重いため、筋力トレーニング
を行うと体重は増えますが、より細く見えるようになります。長期にわたって体組成を測定すること
で、筋肉と脂肪の割合が上下しているかどうかを確認でき、体がどのように変化しているかをより正
確に把握できます。
測定の正確性
体組成測定で重要なことは、長期にわたる傾向です。エクササイズ、食事、水和レベルなど数多くの
要素が測定値に影響を及ぼすため、値は日々変動します。筋肉と脂肪の割合が長期にわたってどのよ
うに変化しているかを、MySports アプリおよび MySports Web サイトで確認できます。
体組成は毎日同じ時間に測定することをお勧めします。また、「体組成を測定する」の手順に従って
ください。

体組成を測定する
重要：体組成測定を行う際、測定は TomTom Touch で行いますが、結果はお使いのスマートフォン
の MYSPORTS モバイルアプリまたは MySports Web サイトにのみ表示されます。
正確な測定値を得るには、以下の手順に従います。
1. フィットネストラッカーを 15 分以上装着してから、測定を実施します。
ヒント：15 分で手首の電極が皮膚温になり、正確な測定が可能になります。
重要：正確な結果を得るには、毎日同じ時間に体組成測定を行います。
2. ボタンを押して TomTom Touch をウェイクアップさせます。
3. フィットネストラッカーの時計画面の上にある 2 つの画面に向かってスワイプすると、パーセン
テージが表示されます。
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4. 腕を体側につけたり、手や手首同士を接触させたりしないでください。ショートして結果が不正
確になることがあります。

5. 画面にチェックマークが表示されるまで、ボタンを人差し指の先で 10 秒程押します。
6. 指先でボタン全体を覆ってください。また、指がフィットネストラッカーのディスプレイに対し
て真っすぐになるようにしてください。

ヒント：画面にチェックマークではなく十文字が表示される場合は、手首の電極のすぐ下と人差
し指の先に少量の水をつけてみてください。
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7. MYSPORTS モバイルアプリを開き、体組成測定および目標に対する進捗状況を確認します。

メニューアイコンをタップし、［アクティビティ］で［アクティビティログ］>［フィルター］ボ
タン >［体］を選択するか、［体脂肪］目標をクリックして選択します。体脂肪と筋肉の割合およ
び長期にわたる傾向を確認できます。
体組成測定のヒント


毎回同じ時間に測定すると、測定値の全体的な傾向はより正確なものになります。



測定を行う理想的な時間は、朝、お手洗いに行った後、食べたり飲んだり、シャワーを浴びたり
エクササイズをする前です。



女性の場合、一般に生理期間中は体液バランスが影響を受けるため、測定値がやや不正確になり
ます。



妊娠中、または手術などによって体に大きい金属インプラントを入れた場合は、体組成を正確に
測定できません。

理想的な体組成
理想的な体組成は人によって大きく異なるため、正確な推定値を示すことはできません。
TomTom Touch Fitness Tracker は、長期にわたって健康と体がどのように変化したかを適切に把握
できるように設計されています。そのために、選択した期間における体組成の数値の変化をグラフで
示すことができます。このグラフは、MySports Web サイトおよび MYSPORTS モバイルアプリの［ア
クティビティログ］タブに表示されます。
37

Web サイトまたはアプリで目標を選択して、体重または脂肪率などの体型目標を設定することもでき
ます。目標を設定すると、この目標に対する進捗状況が他のアクティビティデータと並んで表示され
ます。
体組成に関する個人的なアドバイスが必要な場合は、免許を持つパーソナルトレーナーまたは医療専
門家に相談することをお勧めします。
体組成について詳しくは、アメリカスポーツ医学会の(記事 - 体組成の測定および評価)およびその他
のオンラインリソースをご覧ください。

安全性および体組成
TomTom Touch Fitness Tracker で体組成測定を実施する際に体に送られる電流は、完全に無害です
。ただし、妊娠中の方やペースメーカーまたはその他の体内埋め込み型医療機器をご利用の方は、使
用する前に必ず医師に相談してください。
重要：妊娠中、または手術などによって体に大きい金属インプラントを入れた場合は、体組成を正確
に測定できません。

記事 - 体組成の測定および評価
次の記事は全文、以下の Web サイトにあるアメリカスポーツ医学会の記事からの写しです。
http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-com
position

体組成の測定および評価
2012 年 1 月 11 日

医学博士 Tiffany Esmat 著
体重計の数値が本当に意味していることは何でしょうか。健康全般について考えた場合、体重の数字
はその体重の構成要素ほど重要ではありません。より重要なのは、体重を追跡することではなく、体
組成を意識することです。体重計に乗ってわかることは、体のすべての組織の合計体重でしかありま
せん。この体重は、時間、水分補給状態、または着用している衣服によって、1 日の中でも変動しま
す。これとは対照的に、体組成は体に占める体脂肪量と除脂肪量の相対的な割合を表します。体脂肪
量は、必須脂肪と非必須脂肪の 2 つのタイプの脂肪で構成されます。体組成の 2 つめの要素である
除脂肪量は、骨、組織、臓器および筋肉を指します。
必須脂肪とは、正常な生理的機能に必要な最低脂肪量です。男性と女性の必須脂肪の値は一般に、そ
れぞれ 3 ％と 12 ％であるとされています。最低量を超える脂肪は、非必須脂肪と呼ばれます。健康
を保つのに十分な値の範囲は一般に、男性で 10-22 ％、女性で 20-32 ％であるとされています。
体組成が推奨される範囲内にあるということは、糖尿病、高血圧などの肥満関連疾患および一部のが
んを発症するリスクが少ないことを示しています。さらに、体組成が高すぎる場合はリスクにさらさ
れますが、体組成が低すぎる場合も別のリスクにさらされます。必須脂肪の最低推奨レベルを下回る
と、臓器へのビタミン供給、生殖機能および健康全般に悪影響を及ぼします。
体組成はどのように算出できますか。体組成は、電卓または巻き尺のみ必要な現場での検査から、訓
練された技術者によって臨床の場または研究室で実施される高度な検査まで、さまざまな方法で推定
できます。肥満レベルを調べる一般的な方法として、ボディマス指数（BMI）、胴囲、皮下脂肪、生体
電気インピーダンス法、BOD POD などがあります。
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体脂肪率を評価しない有用な方法として、BMI と胴囲があります。BMI は身長に対する体重の割合を
評価するために使用され、体重（kg）を身長（m）の二乗で割って算出します（kg／m2）。BMI が 25
以上の場合は過体重と分類され、BMI が 30 以上の場合は肥満と分類されます。BMI では、肥満に関
連する健康障害のリスクの上昇は把握できますが、体重の構成要素は区別できません。胴囲の測定で
は、脂肪過多の場所によって、肥満関連疾病のリスクの上昇を把握できます。胴囲は、リラックスし
て立った状態で、胴の最も細い部分の周りに布の巻尺をあてて測定します。胴囲は、男性で 40 イン
チ（101.6 cm）、女性で 35 インチ（88.9 cm）以下でなければなりません。胴部に肉が付きすぎた男
性型肥満の場合、高血圧、メタボリックシンドローム、2 型糖尿病、高コレステロール、冠動脈疾患
および早死のリスクが高くなります。
体脂肪率は多くの方法によって推定でき、単純な方法もあれば複雑な方法もあります。この記事では
、皮下脂肪測定、BOD POD 測定、生体電気インピーダンス法（BIA）という 3 つの一般的な方法につ
いて説明します。体脂肪率は、ノギスを使用してさまざまな身体部位の皮下脂肪厚を測定することで
推定できます。さまざまな部位の皮下脂肪の合計から皮下脂肪率を算出します。この方法は速やかに
実施でき、正確です。ただし、測定を実施するには、訓練された技術者を見つけることが重要です。
測定が正しく行われなかった場合、または不適切なやり方が適用された場合、誤った値が算出されま
す。体組成を評価する新しいハイテクのアプローチとして BOD POD があります。このファイバーグ
ラスユニットは、ボディ体重とボディ体積（ボディのトータルサイズ）を測定するように設計されて
います。脂肪は除脂肪組織よりも密度が低いため、体重と体積の比率を使用して体脂肪率を予測でき
ます。フィットネス施設でよく使用されるもう 1 つの方法は、BIA です。この方法の背後にある原理
は、脂肪に含まれる水分は少なく、体のほとんどの水分は除脂肪部分に含まれるというものです。こ
のため、電流が脂肪に遭遇すると、より多くの抵抗が生まれます。電流が体をどの程度たやすく通る
かを測定することで、体脂肪を推定できます。
これらの方法で体脂肪率を算出する際は、訓練されたヘルス＆フィットネスの専門家によって行うと
最適な結果が得られます。こうした専門家は、正確な評価を実施できるだけでなく、結果をユーザー
に説明することができます。お近くのフィットネス施設を調べて、どの評価方法を利用できるかを確
認してください。
結果を使用してできることは何ですか。体組成評価の結果を使用して、リスクを特定し、エクササイ
ズプログラムをカスタマイズし、現在のエクササイズおよび栄養プログラムの効果を評価できます。
健康的な範囲にいることが判明した場合は、今のエクササイズと食事を続けます。体組成に改善の余
地があることが判明した場合は、現在のアクティビティおよび食事レベルを積極的に改善するために
何ができるかを詳しく調べます。体組成を評価する際は、体重計だけでなくそれ以上のものを使用し
てください。体重計の数値は一定のままでも、脂肪量と除脂肪量が変化している可能性があることを
忘れないでください。体組成を変えるには長い時間および献身的な努力が必要ですが、健康および生
活の質が改善されるため、努力する価値はあります。エクササイズや運動への定期的な参加およびバ
ランスの取れた健康に良い食事は、健康的な体組成を実現し維持するための鍵となります。

ACE の体組成比率表
これは米国運動協議会（ACE）の体脂肪率表です。
注：この表は、一般的な推定値とガイドラインを示しています。ご自分に合ったガイドラインにつ
いては、医師に相談してください。
理想的な体脂肪率表（米国運動協議会）
説明

男性

女性

必須脂肪

2-5 ％

10-13 ％

アスリート

6-13 ％

14-20 ％
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フィットネス

14-17 ％

21-24 ％

平均

18-24 ％

25-31 ％

肥満

25 ％ +

32 ％ +
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着信通知
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。

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。
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設定
設定について
TomTom Touch の設定はすべて、MYSPORTS モバイルアプリを使用して、または MySports 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 MySports アプリを開きます。
2. ［デバイス］をタップします。
3. ［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 MySports アプリを開きます。
2. ［デバイス］をタップします。
3. ［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、MySports アプリを使用して、または MySports Web サイトで設定します。プロフ
ィールは、MySports 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



身長



体重
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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。



体組成では、性別、身長、体重および年令を考慮する必要があります。

重要：TomTom Touch はプロフィールにリンクされています。誰か他の人があなたのデバイスで体組
成測定を行った場合、結果はあなたのプロフィール詳細（性別、身長、体重、年令）を使用して計算
されるため、エラーまたは不正確な結果が表示されるおそれがあります。

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。
MySports 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。
MySports 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



体重の単位



距離の単位



エネルギーの単位

心拍ゾーン
MySports 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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TomTom MySports アカウント
注：MySports 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。MySports 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 MySports 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 MySports 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。
次の図からわかるように、TomTom MySports Connect または TomTom MySports アプリを使用して
、アクティビティを MySports アカウントに転送できます。
アクティビティを自分の TomTom MySports 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。
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TomTom MySports Connect
TomTom MySports Connect には次の機能があります。


TomTom Touch を MySports 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 MySports アカウントにアップロードする。
注：TomTom MySports Connect アプリケーションは MySports 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 MySports Connect のインストール
手順については、「MySports 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 MySports 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）
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TomTom MySports モバイルアプリ
MYSPORTS モバイルアプリは、アクティビティのアプロードと分析を実行したり、外出先でデータを
見たりすることができます。
TomTom MySports 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 MySports アカウントに自動
的に転送する。



TomTom MySports Connect の代替手段として、アクティビティ情報を MySports 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 MySports 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 MySports 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 4.4 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、MySports 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
MySports アプリとの互換性は、Google Play ストアでご確認ください。
重要：中国では Google Play ストア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 MySports アプリのインストール
関連項目：MYSPORTS モバイルアプリの取得
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アクティビティをシェアする
MySports のアクティビティは、MySports アカウントのソーシャルサイトの共有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. MySports にログインします。
2. MySports 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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付録
使用上の警告および指示
使用の適応
TomTom Touch Fitness Tracker は、体組成（体脂肪量と筋肉量）をトラッキングし、心拍数、歩数、
燃焼カロリー、歩行距離、活動時間、および睡眠時間をモニターします。これらの測定値は、アクテ
ィブなライフスタイル維持に役立ちます。
警告
TomTom Touch Fitness Tracker 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
。妊娠中の方やペースメーカーまたはその他の体内埋め込み型医療機器をご利用の方は、TomTom
Touch Fitness Tracker を使用しないでください。
妊娠中の方や体内に金属を埋め込まれている方が本製品を使用した場合、またはエクササイズ、シャ
ワー、入浴、水泳の直後に本製品を使用した場合、生体電気インピーダンスを正確に計測できません
。バンドの電極は、電気に近づけないでください。
表示されるデータは、体組成のかなり正確な推定値ですが、多少の上下が発生することがあります。
毎日同じ時間、同じ条件で測定して、同梱の取扱説明書や FAQ の指示に従ってください。
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。この心拍数センサ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 Touch Fitness Tracker 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。
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
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電池および環境情報
本品に搭載されているリチウムポリマー電池は、お客様が交換することはできません。電池ケースを
開いたり、電池を取り外したり（または取り外そうとしたり）しないでください。本品および／また
は電池には、不適切な方法で廃棄された場合に環境または健康を害する可能性がある物質が含まれて
います。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。

電気電子機器廃棄物（WEEE）指令
本品または本品の包装に記載されているキャスター付きごみ箱の絵表示は、本品を家庭ごみとして処
分してはならないことを示しています。電気電子機器廃棄物（WEEE）に関する欧州指令 2012/19/EU
では、本電子製品を未分別の一般ごみとして廃棄することを禁止しています。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。こうすることで環
境保全に役立ちます。

電池の動作温度
動作温度：-20°C（-4°F）～45°C（113°F）

R＆TTE 指令
TomTom は本書において、TomTom 製品およびアクセサリが欧州指令 1999/5/EC の必須要求事項お
よびその他の関連規定に準拠していることを宣言します。この準拠に関する宣言については、
tomtom.com/legal をご参照ください。

FCC 情報（ユーザー用）

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。
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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。
- 受信機の接続先の電気回路とは別の電気回路のコンセントに
機器を接続する。
- 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： S4L1AT00
IC：5767A-1AT00
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、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。

北米地域における有責当事者
TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington MA 01803
電話：+1-866 486-6866 オプション 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。

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 デジタルデバイスは、カナダの ICES-003 に準拠しています。CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
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 2.4-GHz 要件の認証を取得しています。
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カナダ規格適合声明（Industry Canada statement）（英語版およびフランス語版）
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。
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de
licence.L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y
compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
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。
Déclaration d'exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis
et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel.La réduction aux
expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps
de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle
fonction est disponible.

規制準拠マーク

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。
ニュージーランドに関する告知
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。
カスタマサポート連絡先（オーストラリア、ニュージーランド）
オーストラリア：1300 135 604
ニュージーランド：0800 450 973
モデル名
TomTom Touch Fitness Tracker: TomTom Touch Fitness Tracker: 1AT00
中国の認証
CMIIT ID／2016DJ4417
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IDA 標準（シンガポール）

TRIMAN ロゴ

BF 型機器

日本の認証

R-201-160508

日本のリサイクル情報
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韓国の認証
MSIP-CMM-NSW-1AT00

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
B 급 기기
(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든
지역에서 사용할 수 있습니다.
告知（トルコ）
メーカーの問い合わせ先（トルコ）
TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands, Tel: +31
(0)20 757 5000
使用、メンテナンス、および修理に関する情報（トルコ）
本機器の使用法に関する詳細情報については、オンラインのユーザーマニュアルを参照してください
（tomtom.com/support）。
トラッカーを頻繁に使用する場合は、週に一度のクリーニングをお勧めします。


必要に応じて、湿らせた布でトラッカーを拭きます。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、防虫剤などの強力な化学薬品をトラッカーに
付着させないようにしてください。化学薬品によって、密閉性、ケース、仕上げが損傷を受
ける場合があります。



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
。

苦情の申立て（トルコ）
本機器に関する苦情については、カスタマサポートまでお電話ください（212 356 9707）。または、以
下のサイトをご覧ください（http://tr.support.tomtom.com/app/contact）。
苦情や抗議については、消費者裁判所（Tüketici Mahkemesi）および消費者問題仲裁委員会（Tüketici
Sorunları Hakem Heyeti）に申し出る権利も認められています。
製品の耐用年数（トルコ）
製品の最小耐用年数は 5 年です（2014 年 6 月 13 日制定のアフターサービス法および 29029 番に定
めるとおり）。
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選択の権利（トルコ）
「消費者保護法」（Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun）第 11 条に規定されるとおり、消費者の
選択権は保護されています。
安全に関する告知（トルコ）
本補遺の警告の項をご覧ください。
省エネルギー（トルコ）
本トラッカーのバッテリーは、コンセントや PC のマイクロ USB ケーブルに接続して充電できます
。バッテリー残量が低下すると、警告を発します。心拍数測定、体組成測定、着信通知数などのトラ
ッカー機能の使用状況により、バッテリー寿命が短縮することがあります。
配送および取り扱いに関する情報（トルコ）
TomTom フィットネストラッカーは、配送時には慎重に取り扱う必要があります。配送用クレートや
パレットには、出荷ラベルと警告ラベルをすべて貼り付けるよう、注意が必要です。本トラッカーは
出荷時のパッケージで配送され、再梱包されることはありません。機器の移動時には必要に応じて吊
り上げ機器を使用し、手作業による取り扱いトレーニングに準じて慎重に取り扱うものとします。ト
ラッカーを落とさないよう、注意してください。保管時にトラッカーを極端な温度や湿気に曝さない
でください。

TomTom フィットネストラッカーの技術仕様（トルコ）

バッテリー持続時間

アクティビティの記録
：最大 5 日

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 140～206 mm（L サイズ）
ズ）

認定サービスステーション（トルコ）
重要：お使いの機器をサービスステーションに送る前に、カスタマサポートに連絡して、RMA 番号と
指示を入手する必要があります。
Regenersis
Tatlısu Mahallesi.
Şenol Güneş Bulvarı.
Mira Tower.No:2 Zemin Kat D:2
P.K 34774
Ümraniye / İstanbul
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適合宣言書（1）

適合宣言書

TomTom International BV

De Ruijterkade 154

1011 DK Amsterdam

The Netherlands

次の製品は、当社の単独の責任において宣言するものです。
製品名：

TomTom Touch フィットネストラッカー

商標：

TomTom

モデルタイプ：

1TA00

アクセサリ（USB ケ
ーブル）：

4AT00

この宣言が関連している製品は以下の該当する標準規格に準拠しています。
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12+2011+A2:2013
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 300 328 V1.9.1:2015
EN 62479: 2010
EMC 指令 2004/108/EC および LV 指令 2006/95/EC の要求事項を満たした R&TTE 指令 1999/5/EC
の規定に基づいています。

製品には次のマークが付けられています

署名：
名前：Clement Magniez
役職：プログラムマネージャ
発行日および場所：アムステルダム、2016 年 8 月 16 日
適合宣言書（2）
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適合宣言書

TomTom International BV

De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands

(米国の所在地：TomTom Inc., 2400 District Avenue,

Burlington, MA-1803 (1-866-4-TomTom))

次の製品は、当社の単独の責任において宣言するものです。
製品名：

TomTom Touch フィットネストラッカー

商標：

TomTom

モデルタイプ：

1TA00

アクセサリ：

USB ケーブル（モデル：4AT00）

この宣言が関連している製品は以下の該当する標準規格に準拠しています。
ANSI C63.4
FCC 47 CFR パート 15、サブパート B
補足情報：
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）本機器が有害な干渉を生じないこと。
2）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。

署名：
名前：Clement Magniez
役職：プログラムマネージャ
発行日および場所：アムステルダム、2016 年 8 月 23 日
適合宣言書（3）

適合宣言書

TomTom International BV

De Ruijterkade 154

1011 AC Amsterdam
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The Netherlands

次の製品と当社のアクセサリとの組み合わせは、当社の単独の責任において宣言するものです。
製品名：

TomTom Touch フィットネストラッカー

商標：

TomTom

モデルタイプ：

1TA00

アクセサリ：

USB ケーブル（モデル：4AT00）

この宣言が関連している本製品とアクセサリの組み合わせが以下の標準規格に準拠していることを宣
言します。
ICES-003
補足情報：
本製品は ICES-003 カナダの規則に準拠しています。操作は、次の 2 つの条件に従うものとします。
1）本機器が有害な干渉を生じないこと。
2）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。

署名：
名前：Clement Magniez
役職：プログラムマネージャ
発行日および場所：アムステルダム、2016 年 8 月 23 日
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著作権について
© 2016 TomTom.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。
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。
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.
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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