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詳しいご使用方法は、オンラインマニュアルをご覧ください。

警告 （生命への危害、事故の防止）
・ 走行中の操作は危険です。画面に気を取られないように
安全走行を心がけてください。

・ ブラケットはしっかりと自転車に取付け、緩みがないこ
とを定期的に点検してください。

・ 本体やパーツ類の分解や改造を絶対に行わないでください。
本製品は電波法に基づく認証を受けた無線設備を内蔵して
いるため、法律により罰せられる場合があります。

注意 （傷害、故障、物的損害の防止）
・ 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
・ ライトと併用する際は、計測に影響を与える場合があり
ますので、できるだけ離して取付けてください。

・ 本製品は JIS C0920に基づく IPX7の保護構造です。
ただし、故障の原因になるので、水に浸けて操作しないで
ください。

・ 強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
異常がみられた場合は使用をやめてください。

・ 指定の電圧、極性以外での使用やショートをしないでく
ださい。

・ 炎天下に長時間放置しないでください。
・ 火中に投入したり、加熱しないでください。
・ 本体やパーツ類が泥などで汚れたときは、薄い中性洗剤
を湿らせた柔らかい布で拭いた後、乾拭きしてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めるので
使わないでください。

製品保証について
2年間保証：エアー GPS本体（付属品および電池の消耗は除く）
正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交
換いたします。お送りいただく前にEメール・お電話などで弊社カスタマーサー
ビスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故
障状況などを明記の上、ご購入日が確認できるレシートなどを添えて、当社宛に
直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から
起算させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などに
よる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因
では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負
担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、
ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。
https://www.cateye.com/jp/support/regist/

※ 当製品は、自転車での使用を前提に開発されています。
※ 仕様および外観は、改良のために予告なく変更することがあります。

［宛先］  カスタマーサービス
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
TEL : (06)6719-6863 ダイヤルイン
FAX : (06)6719-6060
Eメール : support@cateye.co.jp
URL : www.cateye.com

スマートフォンとの連携について
スマートフォン用アプリ「Cateye Cycling™」では、エアー GPS
の設定変更や本体に保存されたトリップデータの確認と削除、
インポートが行えます。
※ アプリケーションのダウンロードおよび利用には、通信
料が発生するためWi-Fi の活用をお勧めします。

充電池の取扱い
初めて使用するときや長期間使用しなかったとき：
充電池は長期間放置しておくと自己放電により電圧が低下
します。ご使用の前に充電を行ってください。

充電時・使用時の注意：
・ USBケーブルのプラグにゴミなどの異物が付着して
いないことを確認してから充電を行ってください。

・ 充電中は振動を与えないでください。
・ パソコンがスリープ状態では充電できません。
・ 充電完了後は必ずUSBケーブルを抜いて、ラバーカ
バーをしっかりとはめてください。

・ 標準充電時間および連続使用時間は目安であり、使用
時の環境により変化する場合があります。

・ 高温状態での充電・放電・保管は充電池の劣化を早めます。
車の中や暖房機の近くには置かないでください。また充電
は周囲温度が5～40℃の範囲で行ってください。

・ 正しく充電を行っても使用時間の著しい低下がみられ
る場合は、充電池の劣化による寿命です。

保管時の注意：
・ 長期間使用しない場合は、高温多湿を避けて保管して
ください。

・ 半年に1回30分程度充電してください。

廃棄時の注意：
リチウムイオン充電池はリサイクル可能な
資源です。充電池は取り出さずにそのまま
回収BOXが備え付けられている公共施設
や小売店に出すなど、地域で定められた方
法で処理してください。

https://itunes.apple.com/app/cateye-cycling/id882677606?mt=8

オンラインマニュアル

数値表示 グラフ表示

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateye.cycling

エアー GPSのセットアップは、スマートフォン（Cateye Cycling™）とペアリングして行います。セットアップ

計測する

走行記録（トリップ）を見る

・スピード ・ケイデンス

・スピード / ケイデンス ・心拍数

使用できるセンサー

Cateye Cycling™

iOS:
 （その他） > オンラインマニュアル > エアー GPS

Android:
 ( メニュー ) > オンラインマニュアル > エアー GPS
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GPS信号なし GPS信号受信

オプションセンサー

(SPD-30) (CDC-30)

 ・ ご使用になる前にこのガイドとオンラインマニュアルをよく
お読みいただき本器の機能を十分にご理解の上、安全に正しく
ご使用ください。

 ・ エアーGPSは「    セットアップ」を行わなくてもGPSを
受信してすぐに計測を行えます。

※ 「　 セットアップ」を行わないと、「　 走行記録（トリップ）
を見る」は使用できません。

※ Cateye Cycling™の動作を推奨するスマートフォン
の最新情報については、以下のURLまたはQRコード
から「Cateye Cycling™推奨機種」をご覧ください。
https://www.cateye.com/data/resources/cc_phone_mail.pdf
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電源オン 計測中 計測終了／
電源オフ

一時停止中

スマートフォンと接続し、トリップデータ
を転送することで走行記録などを見ること
ができます。

計測データの切替

※ 計測中は一時停止 /
再開が可能です。

スタート
フィニッシュ

Cateye Cycling™を起動します。オンラインマニュアル
を開き、「セットアップ」に従って初期設定を行います
※ 初回起動時は、GPS、Bluetooth®の使用を許可し、計測単位
（km/hまたは mph）を選択してください。

Cateye Cycling™をインストールします

梱包内容

MICRO USB
ポート

ブラケット
バンド

ブラケット
ゴムパッド

ブラケット

ダイヤル

エアー GPS

AC

各部名称

ラバーカバードット部

ドット部

Click

POWER

待機状態

1604520
マグネットレス 
スピードセンサー

1604530
マグネットレス 
ケイデンスセンサー 

センサーオンライン
マニュアル

1603970
スピード / ケイデンスセンサー 

1603980
心拍センサー

MODE

マップ表示

「セットアップ」をタップ

※ 本マニュアルは iPhone を用いて説明しています。お使いの機器やOSのバージョンによって画面が異なる場合があります。

MODEの押し方

ブラケット装着時

iOS:

Android:
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※ トリップデータが
保存され、電源オフ
になります。

※ 「　 セットアップ」を行わないと、この機能は使用できません。1

※ 「　 セットアップ」を行わなくてもGPSを受信してすぐに計測を行えます。1


