
Wireless Cycle Computer

取扱説明書
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わかりやすい説明動画を配信中！
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・ 時速/時刻/距離/走行時間/気温/平均速度/相対速度/
   最大速度/トータル走行距離/トータル走行時間/
   スキャンモードの切り替えができます。

・ ボタン長押しで、走行距離/走行時間/平均速度/
   最大速度のリセットができます（走行時以外）

・ 5秒間バックライトが光ります。
　　

・ 時刻表示中に長押しすると、
   時刻設定に移行します（走行時以外）
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・ ロックの解除方法
モードボタン（　   ）を押した後にセットボタン（　  ）
を押すと、ロックが解除されます。
　　

　　  で「12時間表示/24時間表示」を選択します。
　設定が完了したら　   を押してください。
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電池交換などで再設定をする場合、
前回のトータル走行距離を
入力することができます。
　   で1の位の数値を変更します。
　   を押すと10の位に移行します。
同じように設定をしていき、
全ての位の設定が完了したら
　   を押してください。
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　   を押して
時間から分へ
切り替えます

　　  で「時」の数値を変更します。
　　   を押すと「分」に移行します。
　　  で「分」の数値を変更します。
      設定が完了したら　   を押してください。
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電池交換をした場合や、　  　と　  を２秒間同時に
押した場合 " KM/H " が点滅し 、 設定モードに移行します。
初めて使用する場合や、データをリセットする場合
こちらを行ってください。
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　   でKM/H(キロメートル) M/H(マイル)の
 切り替えができます。
 設定が完了したら　   を押してください。
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　  で1の位の数値を変更します。
　  を押すと10の位に移行します。
同じように設定をしていき、全ての位の
設定が完了したら 　  を押してください。
タイヤサイズに関して詳細は
③のタイヤサイズについての表をご
確認ください。

　   を押して
次の数字へ移ります
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16X1.75X2 
20X1.75X2
24X1    3/8   A
24X1.75X2
26X1

47-305
47-406
37-540
47-507
23-571

1272
1590
1948
1907
1973

ＥＴＲＴＯ タイヤサイズ
Ｌ

(ｍｍ)

ＥＴＲＴＯやタイヤサイズは
タイヤの側面に記載されています。
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タイヤサイズの求め方には、以下の２つの方法があります。
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タイヤの空気圧を適正にし、体重をかけた状態で、
バルブなどの目印になるものを基準にして
タイヤを 1回転させ、路面の寸法を測ります。

タイヤサイズ
始点を決めて、タイヤを一周回し
移動した距離を測って下さい。
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電池交換などで再設定をする場合、
前回のトータル走行時間を
入力することができます。
　   で1の位の数値を変更します。
　   を押すと10の位に移行します。
同じように設定をしていき、
全ての位の設定が完了したら
　   を押してください。

700X25C
700X28C

700X32C
700X35C
700X40C

25-622
28-622
32-622

40-622
37-622

2146
2149
2174
2205
2224

28X1  3/8X1  5/8
700X1  8C

700X20C
700X23C

37-622
18-622
20-622
23-622

2205
2102
2114
2133

28X1.5
28X1.75
28X1  1/2

40-622
47-622
40-635

2224
2268
2265

26X1.75X2
26X1.9
26X2.00
26X2.125
26X1  3/8
26X1  3/8X1 1/2
26X3/4
27X1  1/4
27X1  1/4  Fifty

26X1.5
26X1.6

28-630

47-559
50-559
54-559
57-559
37-590
37-584
20-571
32-630

40-559
44-559

2072
2089
2114
2133
2105
2086
1954
2199

2174

2026
2051

ボタンを押すと画面が切り替わります。
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自転車マークはスピードセンサーの信号を
受信できていることを表しています。

▲は平均速度より早いことを、
▼は平均速度より遅いことを示しています。
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3秒間信号を受信しなければ、
走行時間の計測はストップします。
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最大速度（ MXS ）

今までのトータル走行距離（ ODO ）

今までのトータル走行時間（ TTM ）
現在速度

※トータル走行距離とトータル走行時間はリセットしない限り消えません。

平均速度（ AVS ）
速度差（ RES ）

・ 平均速度は自転車に乗り出した時からの平均を算出しています。
・ 速度差は、現在の速度と平均速度の差を表します。
   図では、現在の速度が平均速度より10.0km/h早いことを表しています。
・ 現在速度が平均速度より遅い場合、速度差はマイナスになります。

　   ボタンを押すと摂氏と華氏の
切り替えができます。

気温（ TEMP ）

右上に矢印のマークが出たらスキャンモードです。
5秒毎にそれぞれのモードを自動で切り替えて表示します。

当店専用の保証書です。

購入日はございませんが、当社にてお客様の購入日を保管させて頂いております。

1：無料保証（保証の範囲）

通常のお取り扱いで、お買い上げ後６か月以内に生じた自然故障。

2：保証の対象となる部分

保証の対象部分は、サイクルコンピューター本体、スピードセンサーの自然故障のみとなります。

付属品及び電池の消耗は保証対象に含まれておりません。

次のような場合には、保証期間内でも無料修理いたしかねます。

A）誤ったご使用で、不注意による故障または損傷

B）不当な修理や、改造による故障または損傷

C）天災地変による故障または損傷

D）ご使用中に生じる小キズなどの外観上の変化

E）本保証書に販売店およびお買い上げ年月日の記載がない場合や、字句を書き換えられた場合

F）本保証書のご提示がない場合

3：保証期間経過後は有料にて修理させていただきます。

4：本保証書は日本国内に限ります。

5：本保証書によってお客様の権利を制限するものではありません。

6：本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

● 走行中は、本体を操作しないで下さい。
　 また、本体に気を取られないで、
     安全走行を心がけて下さい。

● マグネット、センサー及びブラケットは
     しっかりと自転車に取り付け、
　 緩みが無い事を定期的に点検して下さい。

● 誤って電池を飲み込んだ場合は、すぐに医者に
     相談して下さい。

● 本体は炎天下に長時間放置しないで下さい。

● 本体は絶対に分解しないでください。

● 本体やセンサーを落下させないで下さい。
　 損傷の原因となります。

● 本体や付属品を拭くとき、シンナー、
　 ベンジン、アルコールなどは表面を傷めるので
　 使用しないで下さい。

● 指定以外の電池を使用すると破損の危険性が
　 あります。

● 液晶画面の特性として、偏光レンズサングラス
　 では表示が見えにくくなります。

使用上の注意 ワイヤレスセンサーについて

● センサーと本体の間隔が離れすぎると
　 受信出来ません。

● 受信距離は、気温低下、電池消耗でも短く
 　なります。

● 本体の底面がセンサー方向を
　 向いていないと受信できません。

・ テレビ、パソコン、ラジオ、モーターなどの近くや
   自動車、鉄道車両内。　

・ 踏切や線路沿い、テレビの送信所、レーダー基地など。　

・他のワイヤレス機器や一部のバッテリーライトと
   併用している場合。　

※ 次のような環境では干渉を受け、
　 誤作動する可能性があります。

センサーの信号は混信を防ぐため受信距離が
最大 80cmに設計されています。
（受信距離はあくまでも目安です）

取扱いには以下の点にご注意下さい。

サイドカバーを
取り外します

反対側のカバーも
取り外してください

くぼみに指を
差し込みます

⑤ 本体の装飾
・ 本体のサイドカバーは自分でカスタマイズできます。
・ 別のカラーに変更する場合は、サイドカバーを取り換えて下さい。

付属のサイドカバーの中からお好みの色を選んで
コンピューターに取り付けて下さい。

サイドカバーを
取り付けます 押す

反対側のケースも
取り付けてください

左右で違う色のサイドカバーを付けても
また違ったデザインを楽しめます。

取り換え方法

⑥ 電池の交換方法

1 、OPEN の方向に蓋を回して中の電池を取り出し、
　   新しいリチウム電池（ CR2032 ）を（＋）側が
　   上面に見えるように挿入します。

※ 交換後は必ず、裏面に記載している
　 「②コンピューターのセットアップ」の手順に従って下さい。

※ 電池交換の前にトータル走行距離やトータル走行時間をメモすると、
 　交換後に手入力して、情報を継続できます。

● 本体の電池について

2 、新しい電池を入れたら蓋を反対の方向に回して
　   元の状態に戻してください。

※ 蓋が回しにくい場合はコインなどを使用して
　 ゆっくり回して下さい。

1 、OPEN の方向に蓋を回して中の古い電池を取り出し、
　   新しいリチウム電池（ CR2032 ）を（＋）側が
　   上面に見えるように挿入します。

2 、新しい電池を入れたら蓋を反対の方向に回して
　   元の状態に戻してください。

電池（ CR2032 ）

● スピードセンサーの電池について

スピードセンサー裏蓋

スピードセンサー本体

電池（ CR2032 ）

※ 正しい調整をしても速度を表示しない場合は電池の交換時期です。

※ 交換する時は、別紙に記載している
　 「③スピードセンサーの取り付け方法」の手順を参考にして下さい。


