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この度は、Bontrager NODEコンピューターを
お買い上げいただき、ありがとうございます。
このコンピューターをお使いいただくことに
より、ライディングをさらに楽しんでいただく
ことができます。

このマニュアルをよくお読みください。このマニュアルの中で理解できない内容がある場
合、または、このマニュアルに記載されていない内容についてご質問がある場合は、お近
くのトレック正規販売店へお問い合わせください。

ようこそ



走行時の安全性
走行中は、長時間にわたりコンピューターを覗きこまないようにしてください

（図1）。道路から目を離すと、障害物にぶつかってコントロールを失い、転倒
する危険性があります。

用語説明
押し続ける

押す

リセット（設定を消去）
する

トリップメーターを
リスタートする

スクロールする

切り替える

およそ3秒間ボタンを押したままにします

ボタンを軽く1回だけ押します

メモリに保存されている値をすべて0（ゼロ）にし、
すべての設定内容を消去します

メモリに保存されている走行距離データ（のみ）を
0（ゼロ）に戻します

数値のリストや画面の表示内容を変更するために、
何度か押します

2つある数値や画面の表示内容の間を行ったり
来たりします

図 1. 長時間にわたりコンピューターを覗きこまないようにしてください



画面の表示内容と略語
NODEコンピューターには次の2タイプがあります。

 · NODE 1
 · NODE 2

どちらのモデルも、ホイールサイズの異なる2台のバイクに取り付けることができ、
すべてのデータを正確に計算できます。走行前に、バイクのホイールサイズを入力し、
そのバイクに合った設定を選択する必要があります。

アクティブセンサーインジケーター
 ·速度
 ·ケイデンス
 ·パワー
 ·心拍数

モードインジケーター
  ·ライディング
  ·設定

補助機能の選択
  ·現在
  ·平均
  ·最高

補助機能ディスプレイ

速度
(メインディスプレイ)

時計 アラーム 気温

速度機能の選択
  ·現在
  ·平均
  ·最高

ペースメーカー

電池

バイクの選択
  ·bike1
  ·bike2

図 2. 画面の表示内容



トリップデータ 
（総走行距離に関係なく、0からリスタートすることができます）

• 平均ケイデンス (AVG)、最高ケイデンス (MAX)
• 走行距離 (TRP)
• 平均心拍数 (AVG)、最低心拍数 (MIN)、最高心拍数 (MAX)。さらに、ゾーン（1～5）
• 平均パワー (AVG)、最低パワー (MIN)、最高パワー (MAX)
• 平均速度 (AVG)、最高速度 (MAX)
• 高度 (ALT) 、 、および、平均勾配 (AVG) と最高勾配 (MAX) (%)

略語

ALT

AVG

BIKES

CAL

CLOCK

CUR

DV

F

FT

HR

INT

M

MAX

MIN

MT

 
画面の略語と用語 
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現在、または今

2つの補助機能を同時に表示するデュアルビュー
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モード

NODEコンピューターには、ライディングと設定の2つのモードがあります。

· ライディング
· 設定 (SETTING)

ライディング
バイクに乗っているときに使用するモードです（図3）。ライディングモードでは、各種
機能と、コンピューターが収集した情報が表示されます。たとえば、現在のデータ（現在
の速度、現在の気温、または他の機能で収集されたデータ）のほか、機能によっては
ライダーのデータの平均、合計、または最低/最大の値が表示されます。各機能につい
ては、それぞれを説明しているセクションを参照してください。

設定 (SETTING)
ライディングで初めてコンピューターを使用する場合や、より詳細な機能を設定する
場合に使用します（図4）。設定モードでは、使用する単位（キロメートルまたはマイル
など）を選択する、正しい時間や高度を入力する、あらかじめ設定した最低または最高
の心拍数を超えたときに警告するようアラームを設定するなど、コンピューターをプロ
グラムすることができます。
コンピューターを設定モードのままにしておくと、自動的にライディングモードに戻り
ます。

モードの変更
ライディングモードと設定モードを切り替えるには、 を3秒間押し続けます（図5）。

スリープ（スタンバイ）
20分間センサーから信号が送信されないと、NODEコンピューターは電池の容量を
節約するためにスタンバイの状態になります。さらに10分間センサーから信号が送信
されないと、NODEの電源がオフになります。

図 4. 設定モード

図 3. ライディングモード

図 5. ボタン

(3 秒)



センサー

NODEは、次の4つのセンサーからの情報を計算します。

· ケイデンス
· 速度
· 心拍数
· パワー

すべてのNODEコンピューターにすべてのセンサーが備えられているわけではありま
せん。バイクの装備に合わせて、速度/ケイデンスを組み合わせたセンサーを購入し、
取り付けてください。また、別のBontrager NODEセンサーやお好みのパワーセンサ
ーシステムを購入することによって、コンピューターをカスタマイズすることもできます。
これらの機器はBontragerの販売店で購入できます。

センサーの機能
センサーは、スポークまたはクランクアームに取り付けられた磁石の通過（磁界の
変動）によって生じるインパルス、心臓の鼓動によって生じる電気インパルス、または
パワーメーターからのインパルスを感知します。センサーはインパルスを感知すると、
NODEコンピューターに無線信号を送信します。信号の届く範囲はおよそ1.9メートル

（5フィート）です。

センサーの電源
センサーには電源が必要です。各センサーの電源はそれぞれの電池から供給され
ます。電池の容量が減ると、センサーからコンピューターにシグナルが送信されなく
なります。



初めて乗る前に

ペアリング (Pair) プロセス
NODEがデータを収集して表示するには、各センサー（図6）から送信される無線信号
を認識する必要があります。このプロセスを「ペアリング」(Pair) と呼びます（およそ1分
かかります）。ペアリングが確立すると、NODEが信号を記憶するため、通常、ペアリング
は最初のセットアップ時に1回行われるだけです。

センサーが信号を送信できるようにするは、次のようにセンサーをアクティブ化する
必要があります。
• 速度センサーをアクティブ化するには、ホイールを回転させます
• ケイデンスセンサーまたはパワーセンサーをアクティブ化するには、クランクアー
  ム を回転させます
• 心拍センサーをアクティブ化するには、チェストストラップを装着します

ペアリングのプロセスの間、速度0の表示が点滅します。このプロセスが完了するには
最大で60秒かかります。ペアリングが確立すると、接続されたセンサーのアイコンが
画面下部に表示されます。センサーのアイコンが表示されない場合は、そのセンサー
のペアリングが確立されなかったことを表します。

ペアリングの実行
NODEがペアリングを行う必要があるのは1回だけです。ペアリングが失敗した場合、
または後で別のセンサーを取り付けた場合、次の方法でペアリングを実行することが
できます。
ライディングモードで、センサーがシグナルを送信できるように、  と  を3秒間
押し続けます。

図 6. センサーからの無線信号の自動追跡

(3 秒) (3 秒)注



接続 (Connect) のプロセス
電源が入るたびに、NODEはペアリングのプロセスで記憶した信号への接続（自動追
跡）を自動的に試みます。ペアリングのプロセスのときと同様に、NODEが信号に接続
できるようにするには、センサーをアクティブ化する（センサーが信号を送信できるよ
うにする）必要があります。
接続のプロセスの間、速度0の表示が点滅します。速度センサーへの接続後、
0の表示の点滅は止まりますが、接続のプロセスがすべて完了するまで、残りのペアリ
ングされたセンサーのアイコンは引き続き点滅します。このプロセスが完了するには
最大で60秒かかります。接続が確立すると、接続されたセンサーのアイコンが画面下
部に表示されます（図7）。

接続の実行
電源が入っていても接続に失敗したセンサーに対応する機能の画面上のエリアに、
- - が表示されます。さらに、そのセンサーを表すアイコンが画面から消えます。接続の
プロセス中にNODEが信号を受信しない場合に、以上のことが起きます。次の方法で
接続を実行することができます。
ライディングモードで、センサーがシグナルを送信できるように、  を3秒間押し
続けます。

図 7. アイコンが、センサーが接続したこと

(3 秒)



設定モードに変更するには、  を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、SENSが表示されるまで  をスクロールします。

 を押します。

1.

2.

3.

センサーのオン (ON) とオフ (OFF) の切り替え

ケイデンスのオン (ON) とオフ (OFF) を切り替えるには、  または  を押し
ます。

 を押して選択します。

4.

5.

4.

1. 2. 3.

パワーのオン (ON) とオフ (OFF) を切り替えるには、  または  を押します。

 を押して選択します。

5.

(3 秒)

(または)

(または)



心拍数のオン (ON) とオフ (OFF) を切り替えるには、  または  を押します。

 を押して選択します。

6.

6.

 を押して、保存して終了します。

ライディングモードに戻るには、  を3秒間押し続けます。

7.

7.

(または)



初めてNODEの電源を入れたとき（あるいは、電池を交換した、またはリセットを行った
とき）、自動的にペアリングと接続のプロセスが開始され、1台のバイクの単位が設定
されます。

このプロセスが開始される前に、NODEとすべてのセンサーとの距離が1.5m（5フィー
ト）以下であり、ペアリングのセクションで説明したとおりにセンサーをアクティブ化
する準備ができていることを確認してください。

コンピューターの電源を入れるには、   を3秒間押し続けます（図8）。
NODEが自動的に設定モードに切り替わり、bike1またはbike2のいずれかが強調
表示されます（図9）。強調表示されない場合は、コンピューターの裏にあるリセット

（設定の消去）ボタンを押してください。

bike1とbike2を切り替えるには、  または  を押します。 を押して選択
します。
いずれを選択した場合でも、元に戻るには を押します。

ホイールサイズを変更するには、  または  を押します。 を押して選択
します。

カスタムホイールサイズを設定することもできます。

ODOが表示され、続いてライディングの総計（0の場合があります）が表示され
ます。1桁目に下線が引かれています。

1.

2.

3.

自動セットアップ

注

注

4.

3.

1. 2.

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

4.

(3 秒)

(または)

(または)

(または)



下線が引かれる桁を他の桁に変更するには、手順4を繰り返します。

変更を終えたら、 を押します。

MPHとKMHを切り替えるには、  または  を押します。

を押して選択します。

5.

6.

5. 6.

°Cと°Fを切り替えるには、  または  を押します。

を押して選択します。

7.

7.

8.

12hrと24hrを切り替えるには、  または  を押します。

を押して選択します。

8.

(または)

(または)

(または)



下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します 。

下線が引かれる桁を他の桁に変更するには、手順9を繰り返します。
時計で12hrを選択した場合は、AM (AM) またはPM (PM) のいずれかを
選択する必要もあります。

9.

9.

10.

PAIRが表示されたら、センサーから信号が送信されるようにします（ホイールを
回転させる、クランクを回転させるなど）。
コンピューターがペアリングのプロセスを行っている旨の内容が表示されます。

10.

図 8.  速度が表示されているライディングモード

モードが、速度が表示されるライディングモードに変わったら（図8）、NODEを
使用できます。

ペアリングプロセスの終了後、アイコンが表示されない場合は、次のいずれかの
操作を行います。

• ペアリングを実行する
• リセット（設定の消去）ボタンを押して、最初からやり直す
• 「トラブルシューティング」のセクションを参照する

(または)

(または)



設定モードに変更するには、 を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、 を押します。

bike1とbike2を切り替えるには、  または  を押します。

1.

2.

3.

このセクションでは、2台目のバイクのセットアップやカスタムホイールサイズの設定
を行う方法について説明します。

2台目のバイクをセットアップするには

その他のセットアップ

5.

 4.

1. 2. 3.

を押して選択します。

ホイールサイズを変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

4.

を押して、保存して終了します。

ライディングモードに戻るには、 を3秒間押し続けます。

5.

(3 秒)

(または)

(または)



タイヤのロールアウトを測るには
タイヤのロールアウトを測ります。

ロールアウトとは、ホイールがちょうど1回転したときにバイクが進む距離です。
バイクの片方のホイールが大きい場合は、磁石が取り付けられているホイールの
ロールアウトを測定します。

ホイールのバルブステムが地面のすぐ上にくるように配置し（図9）、
自転車に乗ります。

アシスタントにバルブステムが位置する地面に印を付けてもらいます。

ホイールが1回転するまで自転車を押し、バルブステムが再び地面の
すぐ上にくるようにします。

このとき、再びバルブステムが位置する地面に印を付けます。

2つの印の間の距離を測定します。必要に応じて、ミリ単位に変換します。
測定された数値が、お客様のカスタムホイールサイズとなります。

1.

2.

3.

4.

5.

注

1. 2. 3.

設定モードに変更するには、 を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、 を押します。

bike1とbike2を切り替えるには、  または  を押します。

1.

2.

3.

(または)

(3 秒)

? 

図 9. ロールアウト



を押して選択します。

 または  をスクロールして、CUSTOM（図11）が表示されたら 
を押します。

4.

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

他の桁の数字についても手順6を繰り返します。

5.

を押して、保存して終了します。

ライディングモードに戻るには、 を3秒間押し続けます。

6.

6.

5.

 4.

(または)

(または)



ライディングモードで、  を3秒間押し続けます。

トリップデータには以下の情報が含まれます。
• 平均ケイデンス (AVG)、最高ケイデンス (MAX)
• 走行距離 (TRP)
• 平均心拍数 (AVG)、最低心拍数 (MIN)、最高心拍数 (MAX)。
   さらに、ゾーン（1～5）
• 平均パワー (AVG)、最低パワー (MIN)、最高パワー (MAX)
• 平均速度 (AVG)、最高速度 (MAX)
• 高度 (AVG) 、 、および、平均勾配 (AVG)と最高勾配 (MAX) 
  (%)ライディングモードで、  を3秒間押し続けます。

任意のボタンを押すか、クランクアームやホイールを回転させてNODEに速度データや
ケイデンスデータが送信されるようにすると、NODEの電源が「オン」になります。すぐに
接続のプロセスが開始します。

リスタートする（トリップデータをゼロに戻す）には

初めて乗った後のライディング

注

バイクを選択するには
NODEは、2台のバイクのデータを計算することができます。それぞれのホイールの
サイズが異なる場合でも同様です。2台目のバイクの設定を行っていない場合は、
「その他のセットアップ」を参照してください。

設定モードに切り替えるには、（図13）を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、 を押します。

bike1とbike2を切り替えるには、  または  を押します。

を押して選択します。

ライディングモードに戻るには、 を3秒間押し続けます。

1.

2.

3.

4

4.

1. 2. 3.

1.

(3 秒)

(3 秒)

(または)



速度
速度は、バイクがどのくらい速く移動しているかを表す測定値です。 

速度センサー
速度センサーは、バイクのフォークまたはチェーンステーに取り付けられています。
センサーが速度を感知するには、速度測定用磁石がスポークに正しく取り付けられて
おり、ホイールが回転する必要があります。

速度機能
ライディングモードでは、速度は常に表示されます（図10）。また、現在の速度 (CUR)、
平均速度 (AVG)、および最高速度 (MAX) を表示することもできます。
NODEは2台のバイク、bike1およびbike2について、上記の数値を表示します。正しい
速度が表示されるようにするには、走行前に正しいバイクを選択し、ホイールサイズを
正しく設定する必要があります。

現在の速度 (CUR)、平均速度 (AVG)、最高速度 (MAX) の表示      

図 10. 速度画面注

ライディングモード（図3）で、 をスクロールします。

CUR→AVG→MAXの順に表示が切り替わります。

1.

2.

1. 2.

NODEの機能



ケイデンス (CAD)
ケイデンスは、ペダリングの速さを示すもので、クランクセットの1分あたりの回転数 
(RPM) で表されます。

ケイデンスセンサー
ケイデンスのセンサーは、バイクの左側のチェーンステーに取り付けられています。
ケイデンス測定用磁石をクランクアームに正しく取り付ける必要があります。センサー
の電源をオン (ON) にして、信号を送信できるようにします。

ケイデンス機能a
ケイデンス機能が表示されているときは、画面の下部にCADが表示されます（図16）。
また、現在のケイデンス (CUR)、平均ケイデンス (AVG)、
および最高ケイデンス (MAX) を表示することもできます。

現在のケイデンス (CUR)、平均ケイデンス (AVG)、
最高ケイデンス (MAX) の表示

注

ライディングモードで  をスクロールしてCADを表示します。

をスクロールします。

CUR→AVG→MAXの順に表示が切り替わります。

1.

2.

3.

図 11. ケイデンス機能.

1. 2. 3.



パワー  (PWR)
パワーは運動量または馬力を測定したものです。馬力をメートル法で表したものが
ジュールです。

パワーセンサー 
NODEは、ANT+プロトコルに対応するさまざまなパワーメーター（センサー）から送ら
れる信号を受信することができます。ただし、Bontragerからはパワーメーターは提供
されていません。センサーの電源をオン (ON) にして、クランクを回転させ、信号を送信
できるようにします。

パワー機能
NODEにパワーデータが送信されているときは、画面の下部にPWRが表示されます

（図17）。また、現在のパワー (CUR)、平均パワー (AVG)、および最高パワー (MAX) 
を表示することもできます。

現在のパワー (CUR)、平均パワー (AVG)、
最高パワー (MAX) の表示
CUR = 現在値
AVG = 平均値
MAX = 最大値

注

ライディングモードで  をスクロールしてPWRを表示します。

をスクロールします。

CUR→AVG→MAXの順に表示が切り替わります。

1.

2.

3.

図 12.  パワー機能

1. 2. 3.



パワーの調整
より正確なデータを得るために、常に走行前にパワー機能を調整することをお勧め
します。

注

ライディングモードで  をスクロールしてPWRを表示します。

を押します。

CALIB?（調整しますか?）が表示されます。

1.

2.

を押して調整します。

NODEが調整している間、速度0（ゼロ）の表示が円を描くように各セグメントで
点滅します。

DONE（終了）が表示された1秒後に、NODEはパワー (PWR) 機能に戻ります。

3.

調整が失敗した場合はCALIB? が表示され、調整のプロセスの画面に戻ります。
手順の2と3を繰り返すか、「トラブルシューティング」のセクションを参照してく
ださい。

PWRに戻るには、 を押します。4.

4.

3.

1. 2.



心拍数  (HR)
心拍数は、1分あたりの心臓の鼓動の回数を測定したものです。

心拍センサー
心拍を感知するセンサーは、NODEチェストストラップです。チェストストラップは胸の
正しい位置（図14）に取り付け、直接皮膚に触れるようにする必要があります。また、
使用前にチェストストラップを若干湿らせている方が、より正確に作動します。チェスト
ストラップはしっかりと固定します。バックルをずらして、ストラップの長さを調整します。
センサーの電源をオン (ON) にして、信号を送信できるようにします。

心拍数の機能
NODEに心拍数のデータが送信されているときは、画面の下部にHRが表示されます

（図13）。また、現在の心拍数 (CUR)、平均心拍数 (AVG)、および最高心拍数 (MAX) 
を表示することもできます。
さらに、5つのゾーンを設定することができます。各ゾーンに、上限と下限を設けた、
目標となる心拍数を設定します。NODEは、心拍数がそれぞれのゾーンに該当した
時間を計算します。

注 図 13. 心拍数の機能

図 14. チェストストラップの位置



ゾーンの表示
NODEは、心拍数がそれぞれのゾーンに該当した時間を計算します。このデータを
収集できるようにするには、まずゾーンを設定する必要があります。

ライディングモードで  をスクロールしてHRを表示します。

を押します。

CALが表示されたら、再度         を押します。

1.

2.

3.

ゾーン 最大心拍数との割合 (%)

1

2

3

4

5

50̶60

60̶70

70̶80

80̶90

90̶100

ZONE = ゾーン
CAL = カロリー

1. 2. 3.

1. 2. 3.

現在の心拍数 (CUR)、平均心拍数 (AVG)、
最高心拍数 (MAX) の表示

ライディングモードで  をスクロールしてHRを表示します。

をスクロールします。

CUR→AVG→MAXの順に表示が切り替わります。
心拍数のゾーンを設定した場合は、現在の心拍数 (CUR) の横に数字が表示
されます。この数字は、現在の心拍数のゾーンを示します。

1.

2.

3.



Zone 1 が表示され、前回トリップメーターをリスタートしてから心拍数が
Zone 1 に該当した時間が表示されます。

をスクロールして、ゾーン1～5を表示します。

HRに戻るには、 を押します。

4.

5.

心拍数のゾーンの設定
MIN = 最低
MAX = 最高

4. 5.

1. 2. 3.

4. 5.

設定モードに切り替えるには、 を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、HRが表示されるまで  または 
をスクロールします。

を押します。

1.

2.

3.

最低心拍数 (MIN) を変更するには、 を押します。
最高心拍数 (MAX) を設定する場合は、  を押して、手順6に進みます。

P下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

他の桁の数字についても手順5を繰り返します。

4.

5.

(3 秒)

(または)

(または)



最高心拍数 (MAX) を設定する場合は  を押します。

最高心拍数 (MAX) を変更するには、 を押します。

6.

7.

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

他の桁の数字についても手順8を繰り返します。

8.

8.

6. 7.

を押して、保存して終了します。

ライディングモードに戻るには、 を3秒間押し続けます。

9.

9.

(または)



カロリー出力  (CAL)
この機能は、運動量と体重に基づいて、消費したカロリーを推測します（図20）。CALは
心拍数に基づいて算出されるため、心拍センサーの電源をオン (ON) にして、信号を
送信できるようにしてください。

図 15. カロリー出力の機能

カロリー出力を表示するには

ライディングモードで  をスクロールしてHRを表示します。

を押します。

HRに戻るには、 をスクロールします。

1.

2.

3.

1. 2. 3.



カロリー出力の設定
M = 男性
F = 女性
WGT = 体重
kg = キログラム
lb = ポンド

設定モードに切り替えるには、 を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、CALが表示されるまで  をスクロールします。

を押します。

1.

2.

3.

男性 (M) と女性 (F) を切り替えるには、  または  を押します。

を押して選択します。

体重 (WGT) の単位であるkgまたはlbを切り替えるには、  または  を押します。

4.

5.

6.

を押して選択します。

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

他の桁の数字についても手順6を繰り返します。

を押して、保存なしで終了します。

ラインディングモードに戻るには戻るには、 を３秒押し続けます。

7.

8.

9.

4. 5. 6.

1. 2. 3.

7. 8.

(3 秒)

(または)

(または)

(または)

(または)



インターバル  (INT)
インターバルとは、あらかじめ設定した時間の長さを、あらかじめ設定した時間の長さ
で区切ったものです。

インターバル時計
インターバル時計は時計機能とは別に作動するため、インターバル時計を停止しなく
ても、ストップウォッチ機能や標準の機能をスクロールすることができます。

INT画面では、ボックスの上に2つの時計が表示されます（図16）。左側の時計が作動し
ている場合は、インターバルの残りの時間をカウントダウンしています。右側の時計が
作動している場合は、休息時間の残りの時間をカウントダウンしています。ボックス内
の数字は、繰り返し総数のうち、残りのインターバルの回数を表し、インターバル時計と
休息時計の相対的な経過状況を表すバーがボックス内を移動します。

インターバル時計を表示するには

図 16.インターバル機能

1.

ライディングモードで  をスクロールしてINTを表示します1.



インターバル時計をスタートする、または0からリスタートするには

ライディングモードで  または  をスクロールしてINTを表示します。

現在の状態から時計をスタートするには、 を押します。

1.

2.

3.

1. 2.

00:00から時計をリスタートするには、 を3秒間押し続けます。3. 

インターバル時計を停止するには

ライディングモードで  または  をスクロールしてINTを表示します。

を押します。

1.

2.

1. 2.

(または)



インターバルを設定するには
インターバルの設定には、次の4つのセクションがあります。

· ON/OFF（オン/オフ）
· TIME（インターバルの時間の長さ）
· REST（インターバルとインターバルの間の時間の長さ）
· REPS（繰り返しの数）

設定モードに切り替えるには、 を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、INTが表示されるまで  または 
をスクロールします。

を押します。

1.

2.

3.

オン (ON) とオフ (OFF) を切り替えるには、  または  を押します。

を押して選択します。

インターバルの時間を変更するには、 を押します。
休息の時間 (REST) を設定する場合は、  を押して、手順9に進みます。

4.

5.

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

他の桁の数字についても手順6を繰り返します。

休息の時間 (REST) を設定する場合は  を押します。

6.

7.

4.  5.

1. 2. 3.

6.  7.

(3 秒)

(または)

(または)

(または)



繰り返しの数 (REPS) を設定する場合は  を押します。

繰り返しの数を変更するには、 を押します。

10.

11.

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

他の桁の数字についても手順14を繰り返します。

を押して、保存して終了します。

ライディングモードに戻るには、 を3秒間押し続けます。

12.

13.

休息の時間を変更するには、 を押します。
繰り返しの数 (REPS) を設定する場合は、  を押して、手順13に
進みます。

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。
を押して選択します。

他の桁の数字についても手順8を繰り返します。

8.

9.

10. 11.

8. 9.

12.  13.

(または)

(または)



走行距離  (TRP)
走行距離は、前回トリップメーターをリスタートしてからの走行距離を表します。
オドメーターは、前回リセット（設定の消去）してからの走行距離を表します。NODE

は、bike1の走行距離の数値とオドメーターの数値を、bike2の走行距離とオドメータ
ーに加算します。

走行距離データのセンサー
速度センサーは、走行距離データから距離のデータを取得します。磁石の通過を感知
するために、速度センサーを正しい位置に取り付ける必要があります。

走行距離機能
走行距離機能では、画面の下部にTRPが表示されます（図17）。オドメーターが表示
されている場合は、文字は表示されません。

注 図 17. 走行距離機能

1. 2.  トリップメーター時 3.  オドメーター時（数字のみ表示)

走行距離 (TRP) とオドメーターの表示

ライディングモードで  をスクロールしてTRPを表示します。

を押して切り替えます。

表示がTRPからオドメーター（画面用の略語はありません）
に表示が切り替わります。

1.

2.



オドメーターの設定
SYSTEM = = システム

ODOが表示されたら、 を押します。

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

他の桁の数字についても手順5を繰り返します。

ライディングモードに戻るには、 を3秒間押し続けます。

4.

5.

設定モードに切り替えるには、 を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、SYSTEMが表示されるまで  をスクロールします。

を押します。

1.

2.

3.

4. 5.

1. 2. 3.

(3 秒)

(または)



高度 (ALT)
NODE 2は高度 (ALT) を算出できます。高度とは、海抜（標高）のことです。NODE

は、bike1の高度の数値を、bike2の高度の数値に加算します。

高度機能
高度機能では、ライディング中の高度の変化が計算され、高度の減少分、増加分、
および最終的な標高差を表示させることができます（図18）。高度機能では、現在およ
び最大の勾配、つまり走行距離に対して登坂した割合も計算されます。

勾配 (%)、走行距離 (TRP)、標高差合計 (TTL) を表示するには
MT = メートル
FT = フィート

ライディングモードで  をスクロールしてALTを表示します。

をスクロールします。

勾配 (%)、走行高度 (TRP )、標高差合計 (TTL ) の順に表示されます。

1.

2.

図 18. 高度機能

1. 2.



4.

3.

% が表示されたら、 を押して、現在の勾配 (CUR) と最高勾配 (MAX) の表示
を切り替えます。

4.

設定モードに切り替えるには、 を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、SYSTEMが表示されるまで 
 または  をスクロールします。

を押します。

1.

2.

3.

走行高度または標高差合計の増加分 (+) あるいは減少分 (-) を表示するには、
該当する機能が表示されるまでスクロールし、 を押して表示を切り替えます。

3.

現在の高度の設定
高度は、気圧と気温を基に測定されます。気圧は天候と共に変化するため、正確な高度
を表示するには、初めて使用する前に現在の高度を設定し、高度が表示されている場所
の近くを訪れた際に、高度を設定し直すことをお勧めします。

1. 2. 3.

(3 秒)

(または)



4. 5. 6.

 7.

ODOが表示されたら、ALTが表示されるまで  をスクロールします。

を押します。

フィート (FT) とメートル (MT) を切り替えるには、  または  を押します。

4.

5.

6.

を押して選択します。

 と  を切り替えるには、  または  を押します。

を押して選択します。

7.

8.

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

他の桁の数字についても手順8を繰り返します。

を押して、保存して終了します。

ライディングモードに戻るには、 を3秒間押し続けます。

8.

9.

(または)

(または)

(または)



デュアルビュー  (DV)
デュアルビューでは、画面の下部が2つに分かれ、2つの補助機能が同時に表示され
ます（図19）。ライディングモードでは、主要な機能である速度は常に表示されます。
デュアルビューでは、速度の表示に加え、パワーや心拍数などが表示されます 

デュアルビューで表示できる4つの機能は次のとおりです。

· 心拍数 (HR)
· 走行距離 (TRP)
· ケイデンス (CAD)
· パワー (PWR)

デュアルビューでこれらの機能を表示するには、それぞれのセンサーの電源がオンに
なっていて、ペアリングと接続が確立している必要があります（上記の「ペアリングの
プロセス」、「接続のプロセス」、および「センサーのオンとオフの切り替え」のセクション
を参照してください）。

デュアルビュー機能をオンにし、ディスプレイを構成するには

設定モードに切り替えるには、 を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、DVが表示されるまで  または 
をスクロールします。

を押します。

1.

2.

3.

図 19. デュアルビュー機能

1. 2. 3.

(3 秒)

(または)



4.  5.

6. 7.

右側に表示される機能を変更するには、  をスクロールします。

を押して、保存して終了します。

ライディングモードに戻るには、 を3秒間押し続けます。

6. 

7.

オン (ON) とオフ (OFF) を切り替えるには、  または  を押します。

を押して選択します。

左側に表示される機能を変更するには、  をスクロールします。

4.

5.

デュアルビュー (DV) を表示するには

ライディングモードで  をスクロールしてDVを表示します。1.

1.

(または)



時間
NODEの時間機能には次の2つがあります。

· 時刻（時計) 
HH:MM; の形式で時間と分を表示

· 走行時間（ストップウォッチ) 
HH:MM:SS; の形式で時間、分、秒を表示

ライディングモードでは、時間機能は常に表示されます（図20）。

走行時間のデータはトリップメーターをリスタートすることにより消去されますが、
時計の設定は消去されません。走行時間が9:59:59を過ぎると、これまで時間を示し
ていた部分にHが表示され、それに続いて時間と分が表示されます(H:00:00).

時計と走行時間の表示

ライディングモードで、 を3秒間押し続けると、
時計と走行時間が切り替わります。

1.

図 20. 時間機能

1.



時間の設定
12hr = 12時間
24hr = 24時間

ODOが表示されたら、CLOCKが表示されるまで  をスクロールします。

を押して変更します。

4.

5.

12hrと24hrを切り替えるには、  または  を押します。

を押して選択します。

6.

設定モードに切り替えるには、 を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、SYSTEMが表示されるまで  または 
をスクロールします。

を押します。

1.

2.

3.

1. 2. 3.

4. 5.

6.

(3 秒)

(または)

(または)



を押して、保存して終了します。

ライディングモードに戻るには、 を3秒間押し続けます。

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

他の桁の数字についても手順7を繰り返します。

時計で12hrを選択した場合は、AM (AM) またはPM (PM) 
のいずれかを選択する必要もあります。

7.

7.

8.

8.

(または)



コンディションタイマー
コンディションアラームでは、あらかじめ設定された間隔で、食事を摂ることを促すため
にアラームベル（図21）が表示されます。この間隔は、時計ではなく走行時間に基づいて
いるため、コンディションタイマーではHH:MMの形式で時間と分が表示されます。

コンディションアラームの設定
ON = オン
OFF = オフ

設定モードに切り替えるには、 を3秒間押し続けます。

BIKESが表示されたら、NUTRIが表示されるまで  をスクロールします。

を押します。

1.

2.

図 21. コンディションタイマーアラーム

1. 2.

(3 秒)



オン (ON) とオフ (OFF) を切り替えるには、  または  を押します。

を押して選択します。

再度、 を押します。

下線が引かれた桁を変更するには、  または  を押します。

を押して選択します。

他の桁の数字についても手順6を繰り返します。

ライディングモードに戻るには、 を3秒間押し続けます。

5.

3.

4.

3.  4. 

5.

(または)

(または)



バックライト
NODE 2の画面にはバックライトが備えられています。バックライトは画面の裏に光源が
あるため、数字がより見えやすくなっています。

バックライトの電源をオン (ON) にするには

ライディングモードで、 を3秒間押し続けます。

電池の消費量を節約するために、バックライトは5秒後に自動的にオフになります。
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取り付け

このセクションでは、コンピューターをハンドルバーに取り付ける方法、およびセンサー
と磁石を正しい位置に取り付ける方法について説明します。ワイヤーは使用しません。

必要な工具

• 小さいマイナスのスクリュードライバー
• 小さいプラスのスクリュードライバー
• 2.5mm六角レンチ
  （SpeedTrapセンサーまたはDuoTrapセンサーを取り付ける場合)

コンピューターをハンドルバーに取り付けるには
ハンドルバーの直径（25.4mm、26.0mm、または31.8mm）を確認します。

コンピューターベースに適切な締め具を差し込みます（図22）。

締め具の上部をコンピューターベースの細長い穴の端にスライドさせて取り付
けます。

Bと書いてあるゴム製パッドをコンピューターベースの裏に差し込みます
（図23）。

ハンドルバーの周りに締め具を巻きます。

コンピューターの前面からネジを差し込み、締めます（図24）。

コンピューターの上部をコンピューターベースにスライドさせて取り付けます
（図25）。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

図 22. コンピューターベースの裏の締め具

図 24. ネジを締める

図 23. コンピューターベースに差し込まれたパッド

図 25. コンピューターをベースにスライドさせて取り付ける



コンピューターをステムに取り付けるには
Bと書いてあるゴム製パッドをコンピューターベースの裏に差し込みます。

ステムにベースを取り付ける位置を決めます。

ジップタイを使用してベースをステムに固定します。

コンピューターの上部をコンピューターベースにスライドさせて取り付けます
（図25）。
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センサーを取り付けるには
Bラベルの反対側とホイールが接するようにして（図26）
、スポークの周りを磁石で巻きます。

スポークが磁石の中を通るようにして、磁石を閉じます（図27）。
締め具がしっかりと留まるまで、磁石を締めます。

センサーと並ぶように、スポーク上の磁石を上下にスライドさせます（図28）。

磁石の後ろにある締め具を締めて（図29）、磁石の位置を固定します。

1.

2.

3.

4.

図 26. ネジを締める.

図 28. 磁石の位置合わせ

図 27. スポークスロットと締め具

図 29. 締め具を締める



ケイデンス測定用磁石を取り付けるには
左側のペダルを外します。

ケイデンス測定用磁石（図30）を、磁石が内側にくるようにクランクアームに
スライドさせて取り付けます。

ペダルを取り付けます。

磁石とケイデンスセンサーの位置を合わせます。
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図 30.クランクアームに取り付けたケイデンス測定用磁石

図 32. チェーンステーに取り付けたDuoTrapセンサー 図 33. ジップタイ

センサーを取り付けるには
トレックおよびゲイリーフィッシャーのロードバイクの一部には特別にデザインさ
れたポケットが装備されており、フォークレッグにSpeedTrapセンサーを直接取り付
けたり、チェーンステーにDuoTrapセンサー（図32）を直接取り付けることができま
す。SpeedTrapセンサーまたはDuoTrapセンサー（どちらも個別に販売されています）
を取り付ける場合は、センサーに付属の取り扱い説明書をご覧ください。

SpeedTrapまたはDuoTrapに対応していないバイクの場合

センサーが磁石に対して適切な位置にくるように（図33）、センサーをフォーク
レッグ（図36）またはチェーンステーに取り付ける位置を決めます。
必要に応じて、磁石を移動します。

磁石とセンサーの位置合わせが済んだら、ジップタイをセンサーに通し、フォーク
ブレードまたはチェーンステーの周りに巻きます（図38）。

2つ目のジップタイを取り付けます。

センサーの位置を再度確認してから、両方のジップタイを締めます。

ジップタイの余った部分をハサミで切り取ります。
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図 31. フォークに取り付けた速度センサー



電池はコンピューターおよびセンサーで使用されます。毎日、1時間NODEを使用した
場合、電池はおよそ10か月もちます。

センサーの電池
センサーの電池の交換は10か月ごと、またはコンピューターが特定のセンサーとの
ペアリングや接続のプロセスを実行できないときに行ってください (図 34) 。

コンピューターの電池
コンピューターの電池は、バッテリーインジケーターが10%に達したとき
（インジケーターにバーが表示されなくなったとき）に交換してください。

コンピューターの電池を取り外す前に、走行距離および総走行距離の数値を書き留
めておいてください。電池を取り外すと、自動的にリセット（設定の消去）が行われ、
すべての測定値がゼロ (0) になります。これらの数値は、 (図 35)
新しい電池を取り付けたあと、手動で設定できます。

電池のタイプ
コンピューターとセンサーには同じCR2032の3Vリチウム電池が使われています。
販売店で電池を購入するときに、古い電池を持っていくようにしてください。

電池のメンテナンス リセット

すべての設定とプログラムを消去する場合は、リセットボタン（図36）を押します。

NODEの自動セットアップのプロセスが開始します。

Figure 36. リセットボタン図 34.電池カバーの取り外し 図 35. 電池の交換



データが正しく表示されない 磁石の位置が間違っているか、離れ過ぎています 磁石とセンサーの位置を調整してください

 センサーの電池の残量が低過ぎます 電池を交換してください

現在の速度が 表示されない 磁石の位置が間違っているか、離れ過ぎています 磁石とセンサーの位置を調整してください

 センサーの電源がオフ (OFF) になっています センサーの電源をオン (ON) にしてください

 コンピューターとセンサー信号が接続されていません 接続を実行してください

速度が正しく表示されない ホイールサイズが間違っています コンピューターをリセット（設定の消去）してください.

 センサーが磁石を正しく読み取っていません 磁石とセンサーの位置を調整してください

 センサーの電池の残量が低過ぎます 電池を交換してください

ケイデンスが表示されない センサーが磁石を正しく読み取っていません 磁石とセンサーの位置を調整してください

 コンピューターとセンサー信号が接続されていません 接続を実行してください

 センサーの電池の残量が低過ぎます 電池を交換してください

 センサーの電源がオフ (OFF) になっています センサーの電源をオン (ON) にしてください

心拍数が表示されない センサーが心拍数を正しく読み取っていません 心拍ストラップの位置を調整するか、ストラップを湿らせてください

 コンピューターとセンサー信号が接続されていません 接続を実行してください

 センサーの電池の残量が低過ぎます 電池を交換してください

 センサーの電源がオフ (OFF) になっています センサーの電源をオン (ON) にしてください

パワーを調整できない コンピューターとセンサー信号が接続されていません 接続を実行してください

 センサーの電池の残量が低過ぎます 電池を交換してください

 センサーの電源がオフ (OFF) になっています センサーの電源をオン (ON) にしてください

 センサーが信号を送信していません パワーメーターのオーナーズマニュアルを参照してください  

画面に何も表示されない コンピューターが出荷モードになっています ボタンを3秒間押し続けてください

 電池が切れているか、電池の取り付け方法が間違っています 新品または残量が十分ある電池に交換してください

‒ ‒が表示される  センサーの信号が接続されていません センサーをアクティブ化して、接続を実行してください

トラブルシューティング
コンピューターに問題がある場合は、このガイドを参照して、解決してください。それでも問題が解決しない
場合は、コンピューターをバイクに取り付けたままの状態で、販売店までお持ちください。

症状 考えられる原因        解決策
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