
GP101    スポーツ　ガイド　メイト  
　　■本体■

　　①電源スイッチ　　　

          一度押すとＯＮ、再度押すとＯＦＦになります。

　　②液晶画面

　　③下矢印ボタン（以下の説明で▼と表記）

　　　　　・クリック　　　　次ページや次項目へ進む

　　　　　・長押し  　　　 決定

　　④上矢印ボタン（以下の説明で▲と表記）

　　　　　・クリック　　    前ページや前項目へ進む

　　　　　・長押し　　     戻る

　　⑤充電ランプ　　　　充電中に点灯　

                             充電終了すると消灯

　　⑥ＵＳＢ接続コネクタ　　　　

             付属ケーブルでパソコンＵＳＢに接続します。

　　　

    ■電池を装着する■

　１、本体裏面の銀色○を押しながら、本体

　　　裏カバーを電源スイッチ側に３ｍｍ位ス

　　　ライドさせると、裏カバーがはずれます。

　

   ２、電池の電極と本体電極を合わせる様に

　　　　電池を装着します。

　 

   ３、本体裏カバーを元にもどします。

    ■充電■

　　電源を切った状態で、付属ＵＳＢケーブルで

　　パソコンのＵＳＢに接続します。

　　充電中は⑤充電ランプ（青）が点灯します。

　　★注意★パソコンのＵＳＢに接続した状態でＧＰＳの電源を、入り切りしてはいけません。

　 

                                                            －１－                                                  

次の項目は必ず設定操作を行ってください。その他の項目は必要な時にお好みで行ってください。

１、４ページ、方位表示画面のセンサーの設定

２、１０ページ　「ＴｉｍｅＺｏｎｅ」の設定



■画面アイコン■
　

　　注　１　データロギング状態アイコンは、ＧＰＳ衛星捕捉状況が「３Ｄ　ｆｉｘ　信号弱」以上で

　　　　　　表示し、ロギング状態になります。

 　　　　２、スポーツモードのアイコンは、液晶表示８，９ページのカスタム表示ページで、

　　　　　　下矢印ボタン(▼）を長押しして、スポーツモード測定中になると、表示します。

　　　　使用上の注意

　　　　１、車輪のセンサーで測定する自転車専用メータに比べて、精度は良くありません

　　　　２、ＧＰＳデータロガー機能は手動でＯＮ－ＯＦＦ出来ません。ＧＰＳ衛星捕捉状態が良くなると、

　　　　　　自動でロギング開始します。電源ＯＦＦでロギング終了します。

　　　　３、スポーツトリップページの測定値は、記録保存されません。画面に表示するだけです。

　　　　　（ＧＰＳデータをロギングしていますので、パソコン接続でグラフから読み出す事は出来ます）

　　　　４、自転車走行時は、ＧＰ１０１操作、表示確認などは、転倒事故接触事故など起こさない様

　　　　　　注意して行ってください。　　

　　　　５、標高（高度）は、誤差が大きく測定には適していません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－２－



■液晶画面説明■

1、デジタル時計画面
　現在の年、月、日、時、分、秒、ＡＭＰＭ、曜日を表示

　します。

　ＧＰＳ衛星からの時間情報ですので、非常に正確です。

　衛星捕捉中は、±１秒の誤差です。

　衛星信号の無い時は、内蔵水晶の誤差になります。

　  　

（最初に電源を入れた時や、長時間使用しなかった場合、

　電池電圧が下がった場合などは、数字は表示されませ

　ん。その場合は１度、屋外でＧＰＳ衛星信号を受信する

　必要があります）

２、スピードメータ表示
　６０Ｋｍまでのバーグラフと、９９．９Ｋｍまでのデジタル

　数字で現在の移動速度を表示します。

　バーグラフメータは６０Ｋｍで振り切ります。

　デジタル表示は９９．９Ｋｍまでで、それ以上は

　表示できません。

　「ＣｕｓｔｏｍｅｒＰａｇｅ」に「現在速度」を表示させていまますと　

　１００Ｋｍ以上も表示します。

３、ＧＰＳ衛星捕捉状態と、現在位置（緯度、経度）画面

　・　ＧＰＳ衛星捕捉状況をバーの数で表示します。

　　　バーの長さが長いほど信号が強いです。

　・現在位置を 緯度、経度で表示します。

　　

　　　　　　　　－３－

コラム１

約３１ｍ南北に移動すると、緯度１秒分です。

経度は場所によってちがいますが東京では、約２５ｍ

東西に移動すると経度１秒分です。

この画面は自転車走行中は、ほとんど見ませんでした。

ある時なにげなく見た時に 緯度、経度の数値が変って

行くのを発見？して、普段なじみの無い緯度や経度を

実感しました。

それ以来、時々は、見る様になりました。



４、方位表示画面
　内蔵の方位センサーで、方位（北）を表示します。

　初回起動時や、１６０Ｋｍ以上移動した場合に

　設定操作を行う必要があります。

　

　方位センサ設定

　まわりに金属が無い状態で行います。

　ＧＰＳ衛星捕捉状態とは無関係です。

　　１、方位表示画面で、▼を長押しします

　　２、２０秒のカウントダウンが始まります。

　　３、２０秒以内に水平にした状態で２度

　　　　水平に回ります。（７２０度回転）

　　　（右回り左回りはどちらでも良いです）

　　４、２０秒後に表示が元にもどって終了です。

　注意　方位磁石に比べて精度は劣りますが、磁石では

　　　　　ありませんので、まわりの金属を磁化させる事が

　　　　　ありません。

５、マーキングポイント画面
　　５，６，７ページは、設定したポイント（場所）への

　距離と方角を表示します。

　　　　は、家　までの距離と方角

　　　　　

　　　　　は、車　までの距離と方角

　　　　　は、任意に設定した場所までの距離と方角

　を表示します。

　　車までの距離と方角は、巨大遊園地の駐車場などに

　駐車した車を捜す時に便利です。

　マーキングポイント設定方法と表示

　　１、マーキングしたい所に行きます。

　　２、▼を押し、マーキングポイント画面にします。

　　２、ＧＰＳ衛星を捕捉している状態で▼を長押しします。

　　３、右図の様に０ｍ　Ａｒｒｉｖａｌ（到着）表示になり、設定

　　　　完了です。

　　　　一度設定すると、電源ＯＦＦでもマーキングポイントを　

　　　　記憶しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－４－



　　４、離れた場所に行くと右図の様に距離と、方角を

　　　表示します。

　　５、およそ１０ｍ以内に近づくと１０ｍ　Ａｒｒｉｖａｌ表示に

　　　なります。

６、スポーツトリップカスタムページ１，２画面
　　移動時間（ＴｒｉｐＴｉｍｅ）、

　　移動距離（ＴｒｉｐＤｉｓｔａｎｃｅ）、

　　現在日付（ＣｕｒｒｅｎｔＤａｔｅ）、

　　現在時刻（ＣｕｒｒｅｎｔＴｉｍｅ）、

　　進行方向（Ｈｅａｄｉｎｇ）、

　　昇降（Ｅｌｅｖａｔｉｏｎ）、

　　現在速度（ＣｕｒｒｅｎｔＳｐｅｅｄ）、

　　消費カロリー（Ｃａｌｏｒｉｏｓ）、

　　積算距離計（Ｏｄｏｍｅｔｅｒ）、

　　平均速度（ＴｒｉｐＡｖｇＳｐｅｅｄ）

　　最高速度（ＴｒｉｐＭａｘＳｐｅｅｄ）

　の１１項目から、各ページ３項目　２ページ合計で６項目を

　設定して表示します。

　

　　移動距離などはＧＰＳ衛星捕捉時にスポーツトリップ１，２

　のどちらかの画面で▼長押しし、液晶画面に２ページの

　「スポーツモード」アイコンが表示されると、計算開始し

　表示します。

　再度▼長押しすると表示が停止します。

　さらに▼長押しすると表示が０に戻り、計算開始します。

　スタート時（例　自転車走行開始時など）に▼長押しスタートします。

　　これらの測定値は、記録保存されません。

　画面に表示するだけです。

　（ＧＰＳデータをロギングしていますので、パソコン接続で

　グラフから、速度情報等読み出せます。）　　　

　　どの項目を表示するかは　９ページの「Ｇｅｎｅｒａｌの設定」内の

　　「ＣｕｓｔｏｍｅｒＰａ　ｇｅ１」、「ＣｕｓｔｏｍｅｒＰａｇｅ２」で設定します。

    注意　積算距離計（Ｏｄｏｍｅｔｅｒ）は、逐次積算はされません

　　　　　　スポーツモードを終了させた時に移動距離が加算

　　　　　　されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－５－



７、Ｔｉｍｅｒ（タイマー）画面
　　９９時間５９分５９秒までのタイマーです。

　▼長押しで、スタートし、再度 ▼長押しでストップします。

　再スタートは、できません。

　

８、Ｓｅｔｔｉｎｇ画面
　　　Ｇｅｎｅｒａｌでバックライト時間、ログ間隔など全５項目を

　　設定します。

　　　Ｓｙｓｔｅｍで、ログ間隔、タイムゾーンなど全６項目を

　　設定します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－６－



■セッティング■
　　　屋外で電源ＯＮ状態で数分放置し、トップ画面にＧＰＳ捕捉表示、時刻表示が出てから行います。

　　その間捕捉するまで持ち歩いてはいけません。

　　タイムゾーンを日本時間帯に設定するまでは、時刻表示がずれている場合があります。

■Ｇｅｎｅｒａｌの設定（全５項目です）

　　スタート画面から▲を何回か押し「Ｓｅｔｔｉｎｇ」画面の「Ｇｅｎｅｒａｌ」

　にカーソルを　合わせます。

　▼を長押し、「Ｇｅｎｅｒａｌ」画面にします。▼▲で項目を選択し、

　▼長押しで、その項目ページに入ります。

　そのぺージから抜ける時は、▲を長押しします。

１、「ＳｅｔＢａｃｋｌｉｇｈｔ」（バックライトの点灯時間の設定）

　　★電池使用可能時間に影響します.
  　１、カーソルを「ＳｅｔＢａｃｋｌｉｇｈｔ」に合わせ、▼長押しで「ＳｅｔＢａｃｋｌｉｇｈｔ」画面に入ります。

  　２、▼▲でカーソルを希望の秒数に合わせます。

  　３、▼長押しで、画面のチェックが変更されます。

  　４、▲長押しで、「Ｇｅｎｅｒａｌ」画面に戻ります。

                                        ⇒

２、「ＬｏｇＩｎｔｅｒｖａｌ」（ログ間隔の設定）
　　秒数（１秒～６０秒）または、移動距離（２０ｍ～１０００ｍ）のどちらかで、

　　データロギングの間隔を設定します。　

　　　●2-1 　　秒数で設定する場合●

　　１、カーソルを「ＬｏｇＩｎｔｅｒｖａｌ」に合わせ、▼長押しで「秒、距離選択」画面に入ります。

　　２、▼▲でカーソルを「ＢｙＳｅｃｏｎｄ」に合わせます。

　　３、▼長押しで、１秒～６０秒選択画面になります。

　　４、▼▲でカーソルをあわせ、▼長押しで、合わせた所にチェックが付きます。

　　５、▲長押しで「秒、距離選択」画面に戻ります。

　　６、▲長押しで、「Ｇｅｎｅｒａｌ」画面に戻ります。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－７－



　　　●2-2 　　移動距離で設定する場合●

　　１、カーソルを「ＬｏｇＩｎｔｅｒｖａｌ」に合わせ、▼長押しで「秒、距離選択」画面に入ります。

　　２、▼▲でカーソルを「Ｂｙｄｉｓｔａｎｃｅｓ」に合わせます。

　　３、▼長押しで、距離選択画面になります。

　　４、▼▲でカーソルをあわせ、▼長押しで、合わせた所にチェックが付きます。

　　５、▲長押しで「秒、距離選択」画面に戻ります。

　　６、▲長押しで、「Ｇｅｎｅｒａｌ」画面に戻ります。

３、「Ｃａｌｏｒｉｅｓ」　消費カロリー計算時の基礎データ（運動の種類と体重）設定

　　運動の種類　Ｂｉｋｉｎｇ（自転車）、Ｒｕｎｎｉｎｇ（ランニング）、Ｗａｌｋｉｎｇ（徒歩）と

　　Ｗｅｉｇｈｔ（体重）を設定します。

　　　●3-1「ＳｐｏｒｔＭｏｄｅ」（運動の種類）の設定●

　　１、カーソルを「Ｃａｌｏｒｉｅｓ」に合わせ、▼長押しで「Ｃａｌｏｒｉｅｓ」画面に入ります。

　　２、▼▲でカーソルを「ＳｐｏｒｔＭｏｄｅ」に合わせます。

　　３、▼長押しで、運動選択画面になります。

　　４、▼▲でカーソルをあわせ、▼長押しで、合わせた所にチェックが付きます。

　　５、▲長押しで「Ｃａｌｏｒｉｅｓ」画面に戻ります。

　　６、▲長押しで、「Ｇｅｎｅｒａｌ」画面に戻ります。

　　

　　

      ●3-2「Ｗｅｉｇｈｔ」（体重）の設定●

　　１、カーソルを「Ｃａｌｏｒｉｅｓ」に合わせ、▼長押しで「Ｃａｌｏｒｉｅｓ」画面に入ります。

　　２、▼▲でカーソルを「Ｗｅｉｇｈｔ」に合わせます。

　　３、▼長押しで、体重入力画面になります。

　　４、左端の数字から▼▲でカーソルで、一桁づつ数字を入力します。

　　５、一桁入力後、▼長押しで、右の数字に移ります。

　　６、右端の数字入力後、▼長押しで全数字がセットされ、「Ｃａｌｏｒｉｅｓ」画面に

　　　　　　戻ります。

　　７、▲長押しで、「Ｇｅｎｅｒａｌ」画面に戻ります。

　　注意　右端の数字で▼長押ししないと設定されません。　　　　　　　　　　－８－　　　　



４、「ＣｕｓｔｏｍｅｒＰａｇｅ１」、「ＣｕｓｔｏｍｅｒＰａｇｅ２」　

　　 「ＳｐｏｒｔＴｒｏｐ」画面（３種の数字が有る画面）に、表示する項目を設定します。　

　  移動時間（ＴｒｉｐＴｉｍｅ）、　　　　　移動距離（ＴｒｉｐＤｉｓｔａｎｃｅ）、　現在日付（ＣｕｒｒｅｎｔＤａｔｅ）、

　　現在時刻（ＣｕｒｒｅｎｔＴｉｍｅ）、　　進行方向（Ｈｅａｄｉｎｇ）、　　　　　昇降（Ｅｌｅｖａｔｉｏｎ）、

　　現在速度（ＣｕｒｒｅｎｔＳｐｅｅｄ）、　消費カロリー（Ｃａｌｏｒｉｏｓ）、　　　 積算距離計（Ｏｄｏｍｅｔｅｒ）、

　　平均速度（ＴｒｉｐＡｖｇＳｐｅｅｄ）、  最高速度（ＴｒｉｐＭａｘＳｐｅｅｄ）

　　の１１項目から、各ページ３項目　２ページ合計で６項目を選びます。

　　６項目しか表示できませんので、ご使用の用途にあわせて選んでください。

　　　

　 １、カーソルを「ＣｕｓｔｏｍｅｒＰａｇｅ１」に合わせ、▼長押しで「ＣｕｓｔｏｍｅｒＰａｇｅ１」画面に入ります。

　 ２、▼▲で表示項目が替わりますので、ご希望の項目を表示させ、▼長押しで設定します。

　 ３、カーソルが２番目の欄に移動しますので、そこでも▼▲でご希望の項目を表示させ、

       ▼長押しで設定します。

   ４、３番目の欄を設定すると、すべての欄が決定され、「Ｇｅｎｅｒａｌ」画面に戻ります。

   ５、１つの欄だけ変更する場合でも、３番目の欄で▼長押ししてください。

   ６、「ＣｕｓｔｏｍｅｒＰａｇｅ２」も同様に設定します。

　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－９－

コラム２

　　新幹線に乗った時に、窓際の座席でしたので、窓枠の所にＧＰ１０１を置いてロギングしていました。

　　「ＣｕｓｔｏｍｅｒＰａｇｅ」に「現在速度」を表示させていましたので、見ると、なんと２３０Ｋｍを

　　表示していました。新幹線の速度を測定できるのかと、ちょっと感動しました。

　　スピードメータ表示はグラフ、数字とも振り切っていました。　　

　　ぜひお試しください。



■Ｓｙｓｔｅｍの設定（全６項目です。）
　　　スタート画面から▲を何回か押し「Ｓｅｔｔｉｎｇ」画面の「Ｓｙｓｔｅｍ」

　　にカーソルを合わせます。

　　▼を長押し、「Ｓｙｓｔｅｍ」画面にします。▼▲で項目を選択し、

　　▼長押しで、その項目ページに入ります。

　　そのぺージから抜ける時は、▲を長押しします。

１、「Ｄｅｌｅｔｅ　ＡＬＬ　Ｌｏｇ」（ログデータの消去）

　　ログデータがたまったら、ここで消去できます。

　　ログデータは、パソコンソフトでも、消去できます。

　１、カーソルを「Ｄｅｌｅｔｅ　ＡＬＬ　Ｌｏｇ」に合わせ、▼長押しで「ＮＯ」「ＹＥＳ」画面になります。

　２、▼▲で「ＹＥＳ」を選択します。（［ＹＥＳ」を白抜きにします。）

　３、▼長押しで、ログデータが消去され、「ＮＯ」「ＹＥＳ」画面が消えます。

　４、▲長押しで、「Ｓｙｓｔｅｍ」画面に戻ります。

　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（この画面がＹＥＳ選択状態です）　

２、「ＴｉｍｅＺｏｎｅ」（時間ゾーン）　

　　時間ゾーンを日本時間に、始めに１回だけあわせる必要があります。

　　１、カーソルを「ＴｉｍｅＺｏｎｅ」に合わせ、▼長押しで「ＴｉｍｅＺｏｎｅ」画面に入ります。

　　２、▼▲でカーソルを「ＵＴＣ＋９」に合わせます（日本の場合）。　　　

　　３、▼長押しで、画面のチェックが「ＵＣＴ＋９」になります。

　　４、▲長押しで、「Ｓｙｓｔｅｍ」画面に戻ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－１０－



３、「Ｕｎｉｔ」（メートルなどの単位）

　　単位の設定です。　デフォルトで「ｍ／ｋｍ／ｋｇ」になっていますので、通常は操作しません。

　　変更する場合は以下の様に行います。

　　１、カーソルを「Ｕｎｉｔ」に合わせ、▼長押しで「Ｕｎｉｔ」画面に入ります。

　　２、▼▲でカーソルを「ｍ／ｋｍ／ｋｇ」または「ｆｔ／ｍｉ／ｌｂ」に合わせます。

　　　　　通常は「ｍ／ｋｍ／ｋｇ」に合わせます。

　　３、▼長押しで、画面のチェックが「ｍ／ｋｍ／ｋｇ」になります。

　　４、▲長押しで、「Ｓｙｓｔｅｍ」画面に戻ります。

 ４、「Ｏｄｏｍｅｔｅｒ」（積算距離計）

　　「ＳｐｏｒｔＴｒｏｐ」画面にＯｄｏｍｅｔｅｒを表示する様に設定した場合の「ＯＤＯ」表示が　積算距離計です。

　　ここでは、積算距離計を０に戻します。または、任意の値に設定しますので、必要な時に行ってください。

    4-1  「ＣｌｅａｒＯｄｏｍｅｔｅｒ」（積算距離計を０に戻します）

　　１、カーソルを「Ｏｄｏｍｅｔｅｒ」に合わせ、▼長押しで「Ｏｄｏｍｅｔｅｒ」画面に入ります。

　　２、カーソルを「ＣｌｅａｒＯｄｏｍｅｔｅｒ」に合わせ、▼長押ししますと、「ＮＯ」「ＹＥＳ」画面になります。

　　３、▼▲でカーソルを「ＹＥＳ」に合わせます。（白抜き文字が選択された方です。）

　　４、▼長押しで、積算距離計が０に戻り、「ＮＯ」「ＹＥＳ」画面が消えます。

　　５、▲長押しで、「Ｓｙｓｔｅｍ」画面に戻ります。

    

　4-２  「ＳｅｔＯｄｏｍｅｔｅｒ」（積算距離計を任意の値に変更します　最大３２７６７Ｋｍまでです）　

　　１、カーソルを「Ｏｄｏｍｅｔｅｒ」に合わせ、▼長押しで「Ｏｄｏｍｅｔｅｒ」画面に入ります。

　　２、カーソルを「ＳｅｔＯｄｏｍｅｔｅｒ」に合わせ、▼長押ししますと、数字入力画面になります。

　　３、左端の数字から▼▲でカーソルで、一桁づつ数字を入力します。

　　４、一桁入力後、▼長押しで、右の数字に移ります。

　　５、右端の数字入力後、▼長押しで全数字がセットされ、「Ｏｄｏｍｅｔｅｒ」画面に戻ります。

      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－１１－



５、「Ｌａｎｇｕａｇｅ」（使用言語の設定）

　　使用言語は英語、中国語から選べます。（日本語はございません）

　　デフォルトで　英語になっていますので、通常は操作しません。

　　変更する場合は以下の様に行います。

　　１、カーソルを「Ｌａｎｇｕａｇｅ」に合わせ、▼長押しで「Ｌａｎｇｕａｇｅ」画面に入ります。

　　２、▼▲でカーソルを「Ｅｎｇｌｉｓｈ」または「中文」に合わせます。

　　３、▼長押しで、画面のチェックが合わせた所になります。

　　４、▲長押しで、「Ｓｙｓｔｅｍ」画面に戻ります。

　

６、「ＲｅｓｅｔＤｅｆａｕｌｔ」（設定を初期設定に戻します）

　　１、カーソルを「Ｌａｎｇｕａｇｅ」からさらに▼すると、第２画面で現れます。

　　　　カーソルを「ＲｅｓｅｔＤｅｆａｕｌｔ」に合わせ、▼長押しで「ＮＯ」「ＹＥＳ」画面になります。

　　２、▼▲でカーソルを「ＹＥＳ」に合わせます。（白抜き文字が選択された方です。）

　　３、▼長押しで、設定が初期設定に戻に戻り、「ＮＯ」「ＹＥＳ」画面が消えます。

　　４、▲長押しで、「Ｓｙｓｔｅｍ」画面に戻ります。

    　　注意　せっかく設定したものが元にもどりますので、うかつに行ってはいけません。

　　　　　　　　ＧＰ１０１が変な動作をしはじめた時にリセットする事が出来ます。　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－１２－



■使用方法■

■準備

１、本体の充電
　　電源をＯＦＦにして付属ケーブルでパソコンに

　　接続すると充電されます。

　　充電中は本体充電ランプが点灯します。

　　本体充電ランプが消えれば充電終了です。

　　注意　

　　１、パソコン接続状態で電源をＯＦＦから、ＯＮに

　　　　しないでください。ＧＰ１０１以外のものとして

　　　　パソコンに認識される場合があります。　

　　２、１６ページのソフトのインストールを先に

　　　　行ってください。　　　

　　　

２、自転車用取り付け器具の取り付け
　　ねじを取り外してから、自転車ハンドルバーに取り付けます。

　　太さ調整ゴムは必要により、ご使用ください。

　　ねじ側が進行方向です。

                                                                              ⇒前

３、本体ホルダーの装着
　　本体ホルダー（黒いプラスチックのカバー）を装着します

　　凸側が電源スイッチ側、凹側がＵＳＢコネクタ側です。

　　凸側から本体をすべり込ませて装着します。

　　このホルダーで、自転車用取り付け器具に装着します。

　　★自転車で使用しない場合でも、本体保護用として付けると良いです。

４、本体の設定
　　４ページ、方位表示画面のセンサーの設定と１０ページ　「ＴｉｍｅＺｏｎｅ」は初回必ず 1 度行ってください

　　その他は初期設定のままで良い場合があります。必要により本説明書に従い設定してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－１３－



　　■実際の使用

１、自転車への装着
　　本体を前方から手前に引く様にして　自転車用取り付け器具の

　　ミゾにあわせてカチリと音がするまで装着します。

                                                                             電源　ＯＮ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衛星捕捉確認

２、本体電源ＯＮ
　　本説明書 1 ページの「電源スイッチ」を

　　一度押すと、ＯＮになります。再度押すとＯＦＦです。

　

３、衛星捕捉の確認
　　液晶画面左上のデータロギングアイコン

　　（丸の中に三角の旗）が出れば、ＯＫです。

　　（数分かかる場合があります。）

４、スポーツトリップ開始操作とスポーツトリップ終了操作
　１、▼を８回押し「スポーツトリップ画面」にします。　   

　２、▼長押しで、「スポーツモードアイコン」が

　　　表示され、スポーツトリップ計測が開始します。

　　　右図は、バイクモード（自転車）表示時です。

　　終了操作は、「スポーツトリップ画面」で、▼長押しします。

　　「スポーツモードアイコン」が消え、測定終了します。

　　再度▼長押ししますと表示が０にもどり、測定開始します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－１４－



■使用後に

１、自転車からの取り外し
　自転車用取り付け器具のレバーを押しながら、

　本体を前方向にスライドさせて取り外します。

　　

２、パソコン接続とログデータの読み込み、保存
　★あらかじめ、１６ページの「ソフトのインストール」を行ってください。

　１、ＧＰ１０１の電源をＯＮし、付属のＵＳＢケーブルでパソコンＵＳＢポートに接続します。

　　　かならず電源ＯＮ状態で接続してください。

　２、パソコンソフト「ＧＰＳ　Ｓｐｏｒｔ」を起動します

　３、画面左上の「ログ読み込み」アイコンを押します。

　    初回読み込み時にシリアル番号の入力が必要です。ＣＤの袋にシリアル番号がありますので

　　　入力してください。

　操作アイコンの説明

１、　　　　ログの読み込み　　ＧＰＳ本体からログデータを読み出します。

２、　　　　統計　　　　　　　　　月単位、週単位などで、走行距離等をグラフにします。

３、　　　　概要　　　　　　　　　時間、距離、速度、高度などのデータを表示します

４、　　　　再生　　　　　　　　　グーグルマップで、走行した軌跡上を、時間にそって再生します。

５、　　　　グラフ　　　　　　　　 グーグルマップに、走行した軌跡を表示します。速度グラフも表示します

６、　　　　ユーザプロファイル　ユーザーの身長体重などを表示、変更します。

７、　　　　レジスタ設定　　　　ＧＰ１０１本体のログ間隔の設定、ログ消去などをおこないます。

８、　　　　オプション　　　　　　使用単位（メートル）、使用言語の設定をします。　　　　　－１５－



■ソフトのインストール■　ＧＰ１０１用ＧＰＳーＳｐｏｒｔとデバイスドライバをインストールします

１、付属ＣＤの「GPS Sport tracker software」フォルダ

    内の「GPSSport_installer.exe」をダブルクリックで　　　①

    起動します。　　

　　「ＧＰＳ　Ｓｐｏｒｔ　Ｖ１．０セットアップ」画面が

　　開きますので、「次へ」を押します。

２、ライセンス契約書画面が開きますので、

　　「このライセンス契約に同意します（Ａ）」に

　　チェックを入れ、「次へ」を押します。

３、「コンポーネントを選んでください」画面が開きます

　　「ＧＰＳ　Ｓｐｏｒｔ」、「ＧＰＳ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｄｒｉｖｅｒ」の

　　両方にチェックを入れ、「次へ」を押します。

４、「インストール先」画面が開きますので、変更が　　　　②

　　ない場合は、「次へ」を押します。

５、「スタートメニューフォルダ」画面が開きますので

　　変更が無い場合は、「次へ」を押しますと

　　インストールが開始します。　

６、続いてＰＬ２３０３　ＤＲＩＶＥＲのインストールが

　　開始します。　

　　「PL-2303 Driver Installer Program」画面が

　　　開きますので、「次へ」を押します。　

７、「使用許諾契約」画面が開きますので、　

　　「同意します」にチェックを入れ、「次へ」を

　　押すとインストール開始します。　　                     ③

　　　

　

　

　　⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－１６－


