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1. スタンダードパッケージに含まれるもの

iGS20E 本体 x1

Micro USB ケーブル x1

ユーザーマニュアル x1

スタンダードバイクマウント x2

バイクマウント用パッド x2

取付用リングバンド x4

2. ボタン操作について

電源 入（ON）
ボタンを押す

記録/一時停止
ボタンを押し、記録(record)/一時停止(Pause)を選択

電源 切（OFF）
ボタンを 2 秒以上長押し

強制終了
ボタンを 10 秒以上長押し

表示切替
ボタンを押し、データのページ切り替え

タイムゾーンの設定
ボタンを 2 秒以上長押し



3. ステータスアイコンについて

電池残量 (満)

電池残量 (中)

電池残量 (少)

電池残量なし（しばらくすると自動的に電源が OFF になります）

記録中（点滅）/一時停止（点灯）

GPS シグナルなし

GPS シグナルの強さ(中)

GPS シグナルの強さ(強)

4. バイクへの取り付け方法



5. GPS シグナルの受信 および 時刻設定について

iGS20E による GPS シグナルの受信は、必ず屋外、晴天のもとでおこなってください。

受信には、おおよそ 5 秒から 120 秒程度の時間を要します。

シグナル受信中は iGS20E 本体を動かさないでください。

日付および時刻は GPS シグナルの受信後、自動的に調整されます。

6. スマートバックライト機能

iGS20E は、GPS の位置情報をもとに自動的に日の出および日の入り時刻を算出し、

自動的に日の入り前に点灯、日の出後に消灯します。

バックライト消灯時でも、いずれかのボタンを押すと 15 秒間バックライトは点灯し

ます。

7. バッテリーについて

警告： iGS20E を火気の近くに置かないでください

バッテリーの種類 充電式,ビルトインリチウムイオンバッテリー

バッテリーの持続時間 約 25 時間(標準的な使用)

使用可能温度環境 -10 ºC から 50 ºC (14 ºF から 122 ºF )

充電可能温度環境 -10 ºC から 50 ºC (14 ºF から 122 ºF )

入力 DC5V, 500mA

所要充電時間 2.5 時間

メモ：

1) 充電には DC 5V 電源アダアプターをご使用ください。

2) 低温環境でのご使用では、バッテリーの持続時間は上記より短くなります。

3) iGS20E を使用しながらでも充電ができます。

4) USB プラグを過度の力で引っ張らないでください。防水および防塵機能が損なわれる

恐れがあります。



8. タイムゾーンの設定

＜タイムゾーンのデフォルト設定： UTC/GMT+08:00.＞

手順：

1) 右ボタンを 2 秒以上長押しし、設定モードへ切り替える。

2) 左/右のボタンを使い、タイムゾーンを変更する。

3) 右ボタンを 2 秒以上長押しし、設定を保存する。

メモ：

10 秒以上無操作の状態が続くと、設定は自動的に保存されます。

9. パソコンとウェブサイトへのデータのアップロード方法

手順：

1) iGS20E 本体の電源を切る。

2) USB ケーブルを使い iGS20E とパソコンを接続する。.

3) 左ボタンを押して接続モードにする。バッテリーのアイコンが点灯する。

4) パソコンが iGS20E を新しいディスクとして認識したら、下記フォルダ内の.fit フ

ァイルをパソコンにコピーする。:\iGPSPORT\Activities\***.fit

5) http://i.igpsport.com にログインし、.fit ファイルをアップロードする。

メモ：

1）iGS20E は約 90 時間分のデータを保管することが可能です。メモリーの空き容量

が不足した場合には、自動的に古いデータから順に削除されます。データのアップロ

ード、バックアップ、削除は、定期的に行ってください。

2）データは www.strava.com および、.fit ファイル対応のその他のウェブサイトにも

アップロードが可能です。

http://i.igpsport.com
http://www.strava.com


10.工場出荷状態へのリセット方法（FACTORY RESETの方法）

手順：

1) iGS20E 本体の電源を切る。

2) iGS20E を、USB ケーブルを使ってパワーアダプターへ接続する。

3) 本体の左と右ボタンを同時に 5 秒以上長押しする。（画面に“FA”と表示される

まで）

4) iGS20E をパワーアダプターから外す。

メモ：

工場出荷状態へのリセット（Factory reset）を行うと、本体内すべてのデータが削除

されます。リセット操作を行う前には、必ずデータのバックアップを行ってください。

11.製品の仕様

GPS 高感度 GPS

スクリーン 3.0x3.8cm, 高輝度，高コントラスト，反射防止

使用環境温度 -10°C ~50°C (14 ºF to 122 ºF )

重量 約 59g

外寸 46×71×22mm

防水 IPX6

表示データ

スタンダードデータ:

Speed、Average Speed、Max Speed、Time、Trip Time、Date、Distance、

Calorie、Odometer、Gradient、Temperature、Altitude

メモリー 約 90 時間分 (メモリーの使用状況による)

電池持続時間 約 25 時間（標準的な使用）

インターフェース Micro USB

パッケージ内容

iGS20E 本体 x1、Micro USB ケーブル x1、ユーザーマニュアル x1、

スタンダードバイクマウント x2、バイクマウント用パッド x2、

取付用リングバンド x4



12.略語

AV Average 平均

CAL Calories カロリー

TEM Temperature 温度

MX Maximum 最大

ODO Odometer (Total distance) 総距離

ALT Altitude 高度

DST Distance 距離

GRA Gradient 傾斜

SPD Speed 速度

13.お問い合わせ先

公式ウェブサイト : www.igpsport.com

製造メーカー : Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

所在地 : Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China.

電話番号 :（86）27-87835568

メールアドレス : info@igpsport.com, service@igpsport.com

Declaration:

The user manual is only for users’ reference, if any differences between it and device, please

subject to device. We reserves the right to change or improve our products and to make changes

in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such

changes or improvements. All rights reserved by Wuhan Qiwu Technology Company, Ltd.

ユーザーマニュアルは、デバイスのご使用にあたっての参照としてご使用ください。万が一、

ユーザーマニュアルとデバイスとの間に異なる箇所がある場合には、デバイスに従ってご使用

ください。当社は、いかなる個人、または団体への予告なく、当社製品における変更または改

善、ならびに、ユーザーマニュアルの記載内容の変更を行う権限を有します。

すべての権限は、Wuhan Qiwu Technology Company, Ltd.が有します。

http://www.igpsport.com
mailto:info@igpsport.com
mailto:service@igpsport.com

