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はじめに   
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この度はジャイアントのCONTINUUM SYNC
デジタルワイヤレスコンピューターをお買い上

げいただきまして、ありがとうございます。安

全のため、走行中はまっすぐ前を向き、コンピ

ューターの画面を注視しないよう、注意してご

使用ください。不安定な走行や注意不足の原因

となり、重大な事故に繋がる恐れがあります。 

またコンピューターを使用する前に、ヘッドユ

ニットがスピードセンサーとペアリングされて

いることをご確認ください。 

本製品に関するご不明点がございましたら、 
最寄りのジャイアント正規取扱店までご連絡ください。 

 



パッケージ内容   
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ヘッドユニット     ベースユニット センサーユニット     ストラップ  CONTINUUM SYNCにはヘッドユ

ニットが1つ、アクセサリーが3つ付

属しています 
  (410000051 及び 410000052 にのみ付属)   

    

  
1. ヘッドユニット 

2. ヘッドユニット用バッテリー 

3. ハンドルバー/ステムマウント 

4. マウントベースパッド 

5. スピード/ケイデンスセンサー 

6. スピードセンサー用バッテリー 

7. ケイデンスセンサー用マグネット 

8. スピードセンサー用マグネット 

9. ケイデンスセンサー用マグネットパッド 

10. ラバーストラップ 

11. 結束バンド 



取り付け方法   
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バッテリーの挿入   本体の取り付け   各部品の位置    ・ヘッドユニット裏面にバッテリーを入れま

す。カバーの開閉にはコインをご使用くださ

い。 

・ヘッドユニットはステム、ハンドルバー、

ハンドルバーエクステンション(別売)の異な

る箇所に取り付け可能です。 

・スピードセンサー/ケイデンスセンサーをバ

イクのチェーンステーに結束バンドで取り

付けます。スピードセンサー用マグネットを

スポークに、ケイデンスセンサー用マグネッ

トを左クランクアームに取り付けます。各マ

グネットがスピードセンサー、ケイデンスセ

ンサーに対し、それぞれ5mm以内を通るよう

位置を調整します。 

注:マグネットとセンサー間の距離が5mm以

上離れていると、スピード/ケイデンスセンサ

ーは機能しません。 

    

 
 

 

 



画面とボタン   
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画面とボタン   
 

 

 
 

1.速度の種類 AVE (平均速度) 
MAX (最高速度)  12.メンテナンスのお知

らせ表示 

予め設定されているメンテナンス

走行距離に到達すると表示されま

す 
2.現在の速度 現在の速度  13.単位 km/kg または mi/lb 

3.バックライト  

予め設定されている時刻(午後

5時〜午前5時)の間は、Rまた

はLキーを押してバックライ

トをオンにしてください 

 
14.機能選択  

RTM 走行時間 
4.心拍数 心拍数  DST 走行距離 
5.ケイデンス ケイデンス  ODO 総走行距離 
6.着信 着信、不在着信  KCAL 消費カロリー 

7.バッテリー残量

表示 

バッテリーの電圧が2.4V以下

になると表示されます。お早

めにバッテリーを交換してく

ださい。 

 15.時計/アラーム 時計:12/24 時間表示形式 
アラーム:設定時刻に点滅します 

8.フォンモード 
フォンモードとセンサーモー

ドを切り替えるには、L キーを

2 秒間長押ししてください 
 16.選択機能の数値 14 の項目にある通りの、選択中の

機能の数値が表示されます 

9.Bluetooth スマートフォンとペアリン

グされた際に表示されます  
ファンクションキー 
L または R:一度だけ押

してください 
L2 または R2:2 秒間長

押しした後離してくだ

さい 

L:4.5.6の機能選択 
L2:モードの切り替え、数値の加算 
R:機能の選択 
R2:リセット 
L+R:ペアリングのやり直し 

10.デュアルバイ

ク表示 
選択されたバイク(1 または 2)
を表示します  

11.ペースアロー 

↑ = 現在の速度が平均速度以

上である 
↓ = 現在の速度が平均速度以

下である 

 

Set/AC 
SまたはAC: 
一度だけ押してくださ

い 
S2:2秒間長押しした後

離してください 

S:設定メニューを表示するには

Set/ACキーを押します。 
AC:初期設定にコンピューターを

リセットします。 
S2:デュアルバイク切り替え 



画面とボタン   
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走行ログのリセット   走行ログをリセットするに

は、R を 3 秒間長押ししてく

ださい。 

 初期化   コンピューターが正常に作動しない、またはバ

ッテリーを挿入したのに画面に何も表示され

ない場合は、ヘッドユニット裏面の S キーを押

しリセットするか、AC キーを押しコンピュー

ターをオールクリアしてください。 

   

 

 

 



時計表示形式と時刻の設定   
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時計表示形式の設定   時刻の設定   ・S キーを押し、時計表示モードをスター

トします。12 時間表示/24 時間表示を切り

替えるには L キーを押してください。R キ

ーを押して確定すると、時刻設定モードに

進みます。 
・L キーを押して時間値を上げます（L キ

ーを 2 秒間長押しすると、数値を素早く上

げることができます）。R キーを押して確

定します。L キーを押して分値を上げます。

R キーを押して確定します。 

 

 

アラーム

の設定 



アラームの設定   
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アラームのオン/オフ    
 
 

 

・アラーム設定モードになったら、L キー

を押してアラームのオンまたはオフを選

択します。R キーを押して確定し、アラ

ーム時刻設定モードに進みます。 
・L キーを押して時間値を上げます。R キ

ーを押して確定します。L キーを押して分

値を上げます。R キーを押して確定する

と、バイク/タイヤサイズの設定に進みま

す。 
 
* アラーム設定時刻になると、ディスプレ

イが点滅します。 
バイク/タイヤサイズの設定 



バイクとタイヤ周長の設定   
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バイクの設定モードになったら、L キーを押してバイク 1 または 2 を選択します。R キーを押して確定すると、タイヤ

周長の設定モードに進みます。 
 
L キーを押し、予めプログラムされているタイヤサイズ 10 種類から選択し、R キーを押して確定します。 
該当するサイズが無い場合、カスタムタイヤ周長設定に進みます。 
L キーを押して一桁目の数値を上げます。R キーを押して確定し、次の桁へと進みます。 
全桁の数値が設定できたら、R キーを押して確定し、単位/走行距離計の設定モードに進みます。 
 
バイクの設定   タイヤサイズの設定   
 

 

* バイク 2 の設定も同様です 
タイヤ周長 

 
簡単な測定方法とタイヤ周長の目安表 

タイヤのサイズ a.の距離(mm) 
700x20C 2086 
700x23C 2096 
700x25C 2105 
700x28C 2136 
700x32C 2155 
700x35C 2168 
700x38C 2180 
600x23C 1930 
26x1.5 2010 
26x1.90 2045 
26x1.95 2050 
26x2.0 2055 
26x2.1 2068 
26x2.2 2075 

27.5x1.50 2079 
27.5x1.95 2090 
27.5x2.1 2148 
27.5x2.25 2182 

29x2.1 2288 
29x2.2 2298 
29x2.3 2326 
カスタム 0-3999 

単位の設定 



単位の設定と総走行距離計   
 

 

9 

 
 
 
単位の設定   総走行距離計の設定   ・単位設定モードになったら、L キー

を押して速度の表示単位 km/h (1 時間

あたりのキロメートル) またはm/h (1
時間あたりのマイル)を選択します。R
キーを押して確定し、総走行距離計の

設定モードに進みます。 
 
・L キーを押して、一桁目の数値を上

げます。R キーを押して確定し、次の

桁へと進みます。全桁の数値が設定で

きたら、R キーを押して確定し、性別

/体重の設定モードに進みます。 

 

 

 

性別/体重の設定 



性別と体重の設定   
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性別の設定   体重の設定    
 

 

・性別の設定モードになったら、L キーを

押して男性または女性を選択します。R キ

ーを押して確定し、体重の設定モードに進

みます。 
 
・L キーを押して、体重の数値を上げます。 
R キーを押して確定し、バックライト/メ
ンテナンスのお知らせ表示設定へと進み

ます。 



バックライトの設定とメンテナンスのお知らせ表示   
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バックライトの設定   メンテナンスのお知らせ表示の設定   ・バックライトの設定モードになったら、L

キーを押してスマートバックライトをオン

にする時刻を選択し、Rキーを押して確定

します。次に、Lキーを押してスマートバッ

クライトをオフにする時刻を選択します。

Rキーを押して確定し、メンテナンスのお

知らせ表示設定モードへと進みます。 

・Lキーを押してご希望の距離(300〜700 
kmまたは180〜430 mi)にメンテナンスの

お知らせ表示が出るよう設定します。Rキ

ーを押して確定し、センサーの選択/ペアリ

ングモードへと進みます。 

・500kmに設定すると、総走行距離が500km
に到達する毎にコンピューター画面に マ

ークが表示されます。走行距離と合計距離

は別々に記録されています。お知らせマー

クを消すには、Rを2秒間長押しするか、

50km走行してください。 

 

 センサーの選択 



センサーの選択とペアリング   
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センサーの選択 
 
センサーの選択モードになったら、Lキーを押してセンサ

ー、フォン、または終了を選択します。終了を選択すると、

設定モードを終了します。センサーまたはフォンを選択す

ると、該当のセンサーに応じたペアリングモードに進みま

す。 
 
センサーモード:ハートレートベルトをペアリングするに

は、胸にベルトを装着します。スピード/ケイデンスセンサ

ーをペアリングするには、クランクを回してセンサーを作

動させます。Rキーを押して、30秒間端末をペアリングさ

せます。30秒後に走行画面が表示されます。 
 
フォンモード:お手持ちスマートフォンのBluetoothペアリ

ングをオンにします。 
1分以内にコンピューターに表示されている認証コードを

スマートフォンに入力し、ペアリングを開始します。ペア

リングが成功すると走行画面が表示されます。ペアリング

に失敗した場合は、 FAILと表示されます。 
 
*RideSyncアプリとの連携に関しては、P15をご覧くださ

い。 

センサーの選択   センサーモード   

フォンモード   

ペアリング

成功 

ペアリング失敗 



センサーモード   
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 センサーモード    センサー及び  フォンモード    フォンモード   
走行画面上では、Lキーを長押してフォンモ

ードとセンサーモードの切り替えを行いま

す。 
 
・センサーのみでペアリングした場合: 
コンピューターとのペアリングがセンサー

のみの場合、フォンモードに切り替えるとコ

ンピューターは作動しません。 
・センサーとスマートフォン両方でペアリン

グした場合: 
センサーとスマートフォン両方でコンピュ

ーターとペアリングしている場合、センサー

モードとフォンモードを切り替えることが

でき、コンピューターも正常に作動します。 
・スマートフォンのみでペアリングした場

合: 
コンピューターとのペアリングがスマート

フォンのみの場合、センサーモードに切り替

えるとコンピューターは作動しません。 

 

 

 



センサーモードでの走行   
 

 

14 

センサーモードでは、Lキーを押してケイデンスまたは心拍数を選択します。 
Rキーを押して走行時間、走行距離、総走行距離、消費カロリー、心拍数、時刻、平均または最高速度を選

択します。 

* 平均および最高速度はバイクが走行中でない場合に表示できます。 
* 心拍数は、ハートレートベルトと正常にペアリングされた後に表示されます。 
* センサーモードでは、LとRキーの両方を3秒間長押しすると、 ANT+ペアリングモードに進みます。 

走行中でない場合の表示切り替わり   



フォンモードでの走行   
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Lキーを押して、ケイデンス、心拍数またはフォンモード使用中の着信を切り替えます。 

Rキーを押して走行時間、走行距離、総走行距離、消費カロリー、心拍数、時刻、平均または最高速度を選

択します。 

*平均および最高速度はバイクが走行中でない場合に表

示できます。 
* フォンモードでは、LとRキーの両方を3秒間長

押しすると、 Bluetoothペアリングモードに進

みます。(P15をご覧ください。) *心拍数は、ハートレートベルトと正常にペアリングされ

た後に表示されます。 

走行中でない場合の表示切り替わり   



アプリとの連携    
 

 

16 iPhone 4s/iOS 7以降に対応して

います 
Android 4.3/Bluetooth 4.0 以

降に対応しています 

 お手持ちのスマートフォンにジャイアントのアプリ RideSync をダウンロード

し、インストールしてください。 

初期設定

 



アプリとの連携   
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初めて走行する時   2回目に走行する時   

  



コンピューターファームウェアのアップデート   
 

 

18 

手動アップデート   

 

自動アップデート   

 



コンピューターファームウェアのアップデート   
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手動アップデート   

 



走行ログをアプリにインポートする   
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* センサーモードで記録したCONTINUUM SYNCメモリ

ー内の走行ログを、RideSyncアプリにインポートする

ことができます。 

走行データをインポートする前に、 CONTINUUM 
SYNCがお手持ちのスマートフォンとペアリングされ

ていることを必ずご確認ください。また、コンピュー

ターがセンサーモードの場合にのみインポート機能の

操作を行ってください。 

 

注意：コンピューターがフォンモードの時にインポー

ト機能の操作を行うと、走行データが消去されます。 



こんなときは   
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問題 考えられる原因 解決法 

画面に何も表

示されない 

バッテリーが入っていない バッテリーを入れてください 

バッテリーが切れている バッテリーを交換してください 

バッテリーが逆に入っている 
+極が外向きになるよう、正しくバッ

テリーを入れ直してください 

スピードが表

示されない 

1. センサーバッテリーが切れてい

る（センサーモード） 

2. センサーとマグネットの距離が

離れすぎている 

3. Bluetoothの接続が切れている（電

話モード） 

 

1. センサーのバッテリーを交換し

てください 

2. 間の距離が5mm未満になるよう、

センサーまたはマグネットを調

整してください 

3. コンピューターを Bluetooth電話

端末と再度ペアリングしてくだ

さい 

心拍数が表示

されない 

1. ハートレートベルトのバッテリ

ーが切れている 

2. Bluetoothの接続が切れている 

1. バッテリーを交換してください 

2. ハートレートベルトをコンピュ

ーターまたはスマートフォンと

再度ペアリングしてください 

 

問題 考えられる原因 解決法 

ケイデンスが

表示されない 

ケイデンスセンサーとマグネット

との距離が開きすぎている 

Bluetoothの接続が切れている 

センサーとマグネットの間の距離が

5mm未満になるよう調整してください 

コンピューターをスマートフォンと再

度ペアリングしてください 

異常な数値が

表示される 

センサーとマグネットの距離が開

きすぎている 
センサーとマグネットの間の距離が

5mm未満になるよう調整してください 

センサー用バッテリーの残量が少

なくなっている 
センサー用バッテリーを交換してくだ

さい 

電磁波が干渉するようなものが近

くにある。例:コンピューター、送信

局、レーダー局、トンネル、高架橋

等。 

電波の干渉が起きる場所から離れてく

ださい 



仕様   
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現在の速度 0 〜99.9km/mi 走行時間 0:00:00〜99:59:59 

平均速度 0 〜99.9km/mi 時刻(12/24) 12:00 / 00:00 

最高速度 0 〜99.9km/mi 消費カロリー 0 〜9999Kcal 

走行距離 0 〜999.9km/mi 合計消費カロリー 0 〜99999Kcal 

合計走行距離 0 〜999.9km/mi 心拍数 30〜240bpm 

走行距離計 0 〜99999km/mi カロリー 9999kcal 

走行時間 0:00:00〜9:59:59 ケイデンス 30〜240rpm 

 
 

体重 
20〜199Kg 

44〜331Lb 

電池残量が少なくな

った際のお知らせ表

示 

2.4V 

バックライト 12:00 / 00:00 
バッテリー寿命 1日

あたり1時間 
8ヶ月 

単位 Km / mi, Kg / Lb 動作温度 
-10 〜 + 50 °C 

-14 〜122 °F 

自動休止 25分 保管温度 
-20 〜 + 60 °C 

-4 〜 140 °F 

オートスタート 

センサーの電波を受信す

ると自動的に電源がオン

になります 

（ベースに取り付けられ

ている必要があります） 

対応電波方式 
ANT+とBluetooth 

smart 

メンテナンスのお

知らせ表示 
300-700 km、180-430 mi 画面システム 7セグメント 

バッテリー型式 CR2032 言語 英語 




