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この度はGymAwareをご購入下さいまして、誠にありがとうございます。

昨今、スポーツ選手のトレーニングや健康体力づくりのためのフィットネス・トレーニングにおいて、ウエイト

を用いたレジスタンストレーニングの効果や重要性が様々な研究や実践において明らかにされています。これらの

研究や実践において指摘されていることは、スポーツや日常生活において望ましいパフォーマンスを得るためには、

筋の発揮する力の絶対的な大きさだけが重要なのではなく、力を発揮する速度もまた極めて重要な要素であるとい

うことです。力の立ち上がる速度、極めて短時間に素早く発揮される筋力、高速で発揮される筋力など、いわゆる

「スピード筋力」とか「パワー」と規定される能力が必要となるのです。従来はこうした筋力の発揮速度やパワー

を測定するためには高額で大掛かりな測定機器を必要としました。そしてアイソキネティックというスポーツや日

常生活ではほとんどあり得ない特殊な筋力発揮特性が課されていました。ジムアウェアは、フリーウエイトやウエ

イトスタックなど普段のトレーニングで使用する重力負荷に対する自然な運動における位置の変化から速度を測定

し、それに基づいて直ちに力、パワー、動作範囲を求めるという画期的な装置です。

トレーニング現場における効果的な使用によって、科学的なトレーニングの効果が上がり、実践に役立つ研究成

果が生まれることでしょう。

◆製品の内容物

・ジムアウェア本体

・バッテリー充電アダプター

・専用ハードケース

・ユーザーズガイド

・メンテナンスキット
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内容物一覧

本体
(パワーツール)

LEDインジケーター

ベルクロストラップ

ケーブル

充電器

ストラップ収納スペース

ミニUSBコネクタ

電源OFF用マグネット

ベルクロストラップ

リセットボタン

ミニUSBコネクタ



安全にお使いいただくために

本体を分解しないで下さい。分解に伴う不具合や故障に関しましては保証の対
象外とさせていただきます。

ケーブルを引く方向にご注意下さい。動作の方向に合わせて、溝の向きを確
認してからトレーニングを行って下さい。

ジムアウェアは精密機器です。強い衝撃を与えたり、水没させたり、落下させた
りすることの無いようにご注意下さい。

ケース外部に付属している部品は、内部の気圧を調整するためのものです。強

い衝撃を加えないように注意してください。

本体裏には非常に強力な磁石が付いています。ご使用中に本体が動かないよう

に金属製のプレートなどに付けてご使用下さい。

本体の向きに注意して収納して下さい。また、ケーブルが伸びた状態での収納は

故障に繋がるおそれがあります。御注意下さい。

引き出したケーブルは手で持ったままゆっくりと収納してください。勢い良く巻き戻さ
れると故障する恐れがあります。
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本体の状態

LEDインジケーターは本体の状態を表しています。LEDの光はグリーン、オレンジ、レッドの三色です。LEDの色と光
り方(点灯・点滅)によってパワーツールの状態がわかります。↓の表を参照してください。



※iOSデバイスの機内モードがオフになっていることを確認して下さい。

※シリアルナンバーが2695以降のデバイスは別途資料P32をご参照ください。

① お手持ちのiPadでアプリ「GymAware」

②「設定」からBluetoothをオンにします。

③ GymAware本体のケーブルを引くと「ピッ」と音が鳴り電源が入ります。ケーブルを
もとに戻し、緑色のランプが点滅していることを確認して下さい。

④ GymAwareのシリアルナンバーがiOSデバイスのBluetoothデバイス一覧画面に表れます。
※シリアルナンバーは本体底面、ケースの取手部分に記載されています。

⑤ 本体のシリアルナンバーを選択すると接続されます。

⑥ ペアリングを要求してくるので「ペアリング」を選択するとピピッと音が鳴ります。

⑦「接続されました」に表示が変わります。これで計測準備が完了です。

本体の同期準備状態

Bluetooth認識画面

ペアリングの要求

ジムアウェアとiOSデバイスを
ペアリングする方法

※電源OFFの方法
本体電源は、以下のいずれかの方法でOFFにすることができます。

・しばらく操作を行わない。

・ペアリングを解除する。

・ケーブルの透明チューブ部の中の円形磁石を本体の「G」と「Y」の字の間

の少し下に当てる(ピピピッと音がします) 6

測定の準備



ペアリングの失敗

ペアリングに失敗した場合

前ページの手順⑥で同期の失敗画面が表示される場合、パワーツー

ル本体かiOSデバイスの接続時間が終了したことを表しています。

(パワーツール本体の電源がOFFになった可能性があります。）iOSデ

バイスの電源を一度OFFにした後、再度起動してください。その後、

手順の②から行って下さい。

一度ペアリングをしたことのあるiOSデバイスの場合、一旦デバイ

スの登録の解除をした後に再び手順を踏むとスムーズにペアリング

が実行されます。 デバイスの登録を解除

～トラブルシューティング～

◆パワーツール(本体)から2度の長いビープ音が鳴り、ケーブルを引いた際に電源が切れる状態
パワーツール(本体)の充電が必要な状態です。充電器を接続すると充電中のLEDが点灯します。

◆パワーツール(本体)のケーブルを引いていない時に赤色のLEDが点滅する状態
バッテリーが切れかけている状態です。充電が必要な状態です。

◆パワーツール(本体)のケーブルを引いていない時に赤色のLEDが点滅し、本体から音が鳴り続ける状態
バッテリーの充電がほぼ無い状態ですぐに電源が切れてしまいます。使用しているパワーツール(本体)をただちに充電して下さい。

◆パワーツール(本体)をiOSデバイスに接続すると1度長いビープ音が鳴り、その後電源が切れる状態
パワーツール(本体)に問題が起き、iOSデバイスとの接続が不可能な状態です。

・上記の「※ペアリングに失敗した場合」をご参照下さい。
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使用準備

ペアリングに成功すると「ピッ
ピー」とビープ音が鳴り、LEDが
緑からオレンジの点灯に変わり
ます。

ホームボタンを押してメ
イン画面に戻ります。

GymAwareアプリを選択します。

8



使用準備

GymAware使用時にはパワーツール(本体)とiPadを同期する必要があります。
アプリを開いた状態で繰り返しテザーを引っ張ると前回同期したiPadと自
動で同期出来ます。
「ピー」というビープ音と共に本体が起動し、LEDの点滅が緑からオレン
ジになります。
「ピッピー」というビープ音で本体と同期し、LEDがオレンジの点灯にな
ります。
一旦接続が確立したら、使用準備のために「ZEROポジション」のセット
アップが表示されます。

テザーを完全に本体に戻し、「I’M AT ZERO」
ボタンをタップします。→図参照
「ピッピー」と音が鳴り、本体のLEDが緑に
変わります。

画面左下のパワーツールアイコンにバッテリーインジケーターが表示されます。
目盛はバッテリーの残量を表しています。

9



ヘルプモード

スライドショーボタンを押すと案内スライドが表示さ
れます。

ヘルプモードでは、各箇所を
タップすると説明文を見るこ
とができます。
黄色の説明文をスクロールす
ると全文を見ることができま
す。

初めてアプリ画面を開いた場合、一連の案内スライドが表示されます。画面中央上部の「?」ボ
タンをタップするとヘルプモードになります。ヘルプモード中は各箇所をタップすることでより
多くの情報を見ることができます。
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各種設定・表示

中央ダイアル

パーセンテージ
ダイアル

リセットボタン

ターゲット範囲

レップ
インジケーター

メーターを回転させると数
値を変更することができま
す。（タップして円を描く
ようにドラッグします。）
又はダブルタップでキー
パッドを表示させて入力す
ることもできます。

ダイアル
インターフェイス
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ダッシュボードの設定ボタンをタップすると
「DASHBOARD SETTINGS」が開きます。KG表示かLBM表
示か等の設定を行うことができます.

サイドのタブを引き出すと「LEADERBOARD(画面右側)」と「グ
ラフオプション(画面左側)」を表示することができます.

タップすることで
棒グラフ、数値グラフ、
折れ線グラフに表示を
変更できます。

グラフオプション

LEADERBOARD

各種設定・表示

バーの軌道を
リアルタイム
で表示できま
す。

12

一般設定は次ページ
をご覧ください。



一般設定

COGアイコンをタップすること

で設定メニューを開きます。

一般設定は中央のダイヤルの右下のCOGアイコン（歯車が2つ斜めに並んでいるマークです）をタップします。

設定できる項目は音声、ビデオカメラ、表示単位などの一般設定、ダイヤル機能のON/OFFです。

・音声機能 ・ビデオカメラ ・一般設定（重量単位の変更など）

ターゲット毎に任意のサ
ウンドを設定できます。

レップごとの測定数値を
読み上げる機能のON/OFF
を切り替えます。

何レップ目かを読み上げ
る機能のON/OFFを切り替
えます。

重さはKGとLBS
距離はメートル
とインチからそ
れぞれ選択する
ことができます。

ダイアル入力
機能のON・OFF
の切替を行う
ことができま

す。

レストタイマー
のON・OFFの切
替を行うことが
できます。



ターゲット(目標値)の設定

ターゲット
モジュール

ターゲット範囲

SQUADターゲット（緑）
アプリ上のチーム全員に適応する目標値です。各エク
ササイズ種目ごとにそれぞれ設定することができます。

Athleteターゲット(青)
アプリ上のチームに関係なくアスリート毎に目標値を
設定できます。

LASTターゲット(赤)
直近の過去のトレーニング結果を使用した目標値です。

Personal Bestターゲット(黄)
選手の過去の結果からの個人最高値です。GymAware
Cloudから自動でトラッキングされます。

ターゲットモジュールはGymAware LiteとGymAware
Onlineで使用します。ダイアルはどのターゲットを選択
するかによって変わってきます。

測定項目

ビデオ録画のONと
OFFを切り替えること

ができます。

14

Ver.2.1からATHLETE及びSQUADで目標値を設定せず
％のみ目標値を設定するとセット内のベストレップ
に対するターゲットゾーンが自動的に設定されます。



SETUP(設定)画面

GymAwareクラウドのアカウントを持ってい
てログインが必要な場合、ネット環境下
(3G/4GまたはWiFi)にあることを確認してくだ
さい。

クラウドアカウントをお持ちでない方は右下
の「i」アイコンから情報を見ることができま
す。

一度クラウドにログインしたら、チームとエ
クササイズのリストが自動で接続されます。

Cloud タブをタップするとログイン画面が表
示されますので、情報を入力します。

メインコントロール画面は現在「SET UPモード」「PREPAREモード」「Recording
モード」「FREE RUNモード」のどのモードを使用しているかによって変わります。
SET UP画面では、選手とエクササイズ種目の選択、バー重量の設定、目標値と
ターゲットゾーン、レップ/セット数、体重を変更できます。
設定が完了し、エクササイズを選択したら、Playボタンをタップします。
PREPARE(測定準備)画面に切り替わります。 15

測定モードを設定できます。

詳しくは次ページをご覧ください。



測定モード設定

測定モードを編集するにはCOGアイコン（Prepareボタン横の歯車のマーク）をタップします。

設定できる測定モードはオートレコーディングモード、マニュアルモード、ビデオレコーディングモード、

音声録音ON/OFF（ビデオモードのみ）、カウントダウンタイマーです。

※ビデオとカウントダウンタイマーのオプションはマニュアルモードでのみ使用できます。

COGアイコン
タップすることでAuto Recording Modeに
切り替えることができます。



SETUP(設定)画面
タップすること
でREVIEW画面と
SET UP画面が切
り替わります

SETUP画面では全て
のダイアルを調節す
ることができます。

ターゲット機能を
使用する場合は
タップします。

PREPAREボタンをタップすると
PREPARE画面に切り替わります

エクササイズ種目選択
で、既存のエクササイ
ズから測定したいもの
を選択します。

▼チーム選択
Squadタブか、矢印を
タップするとチームリス
トが出てきます。

チームを選択した後、ア
スリートをタップして選
択します。

チームリストとエクササ
イズリストは
GymAware.comで設定可
能です。

▼画面切り替え
画面中央上部をタップす
ることで、Set Up画面と
REVIEW画面を切り替える
ことができます。

画面中央下部のPlayを
タップするとPrepare画面
に切り替わります。
Prepare画面でも最終の設
定変更を行うことができ
ます。
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エクササイズリストの編集

エクササイズを
左スワイプ：追加
右スワイプ：除去
することができます

DONEをタップ
すると設定が
保存されます。

+マークをタップ
すると、エクサ
サイズリストを
編集できます。

以前使用した重
量が選手ごとに
表示されます。

作成したエクササイズリスト
が一覧で表示されます。

エクササイズを英語で検
索できます。

18



PREPARE(準備画面)

「戻る」ボタン。
タップするとSet Up画
面に切り替わります

「記録」ボタン。デー
タ取得を開始する時に
タップします。

チーム内の次の選
手に切り替える場
合にタップします。

測定開始前のこの画面で
は、バー重量等の変更が
可能です。

タブを引っ張ると
Leaderboardを表示するこ
とができます。

このPREPARE画面でエク
ササイズとアスリートの
最終チェックを行うこと
ができます。表示する項
目(Power、Velocityなど)
もデータ取得後には変更
できません。

グラフタブは画面左側、
LeaderBoardは画面右側に
収納されています。

データ取得を行っていな
い状態では空欄になって
います。

画面中央下部の記録ボタ
ンをタップすると、
「RECORDING」の表示が
出て、データ取得を開始
します。

データ取得中にもう一度
記録ボタンを押すと、
データ取得を終了します。

測定終了後、測定内容を
REPLAYすることができます。

棒グラフや折れ線グ
ラフ、バーの軌道を
リアルタイムで表示
することが可能です。
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Auto Recodingモード

20

Setが終了するとレストタイマー
(休息時間)が表示されます。

iPadの画面左下の
GymAwareアイコンに現
在のセンサーデータが表
示されるようになりまし
た。

ケーブルのグラフィック
機能:
•継続した表示される位
置情報と角度の表示。
•画面に表示されている
ケーブルをタップするこ
とでそのエクササイズ
の最小動作域値を設定す
ることができます。

•データの取得中に沈み
込み(Dip)や高さ(Height)
をリアルタイムで表示し
ます。

•本体が不正確な位置に
設定されている場合(横

向き等)は、re-zero(ゼ
ロ・ポジション再設定)
をする様にアプリが促し
ます。

Auto-REC(自動レコード
機能)をオンにすること
で、スタートボタンを
タップすることなくス
タートができます。

例えばラックからバー
を担ぎ、ポジションに
ついてそのままスター
トし、挙上すると測定
が開始され数値が表示
されます。

この機能によって、測
定開始ボタンの押し忘
れ等を防ぐことができ
ます。

デフォルト設定では、各エ
クササイズで最後に使用し
たバーベルの重量が次のア
スリートにも反映される設

定になっています。

「各アスリートによって重
量を変更する設定」を選択
するとそのアスリートが直
前に使用した重量を継続し
て設定できる様になります。

例: A選手とB選手が3×3RM
のセットを実施する際
に、”Bar Weight to follow 

exercise”を設定している場
合は、アスリートを変更し
ても同じ挙上重量が表示さ

れます。

セット中にA選手が90kgでB
選手が95kgの様に使用する
重量が異なる場合は、その
セットを実施する前に"Bar 
weight follow Athlete”を選択

します。
すると次回のセットから同
じエクササイズが進行中で
も各々が入力した挙上重量

になります。

※2017年2月追加



Recording 記録開始

「REC」ボタン。
データ取得を開
始する時にタッ
プします。ダブ
ルタップすると
タイマー設定を
行うことが出来
ます。

正確な計測を行うために、各エクササイズのスタート姿勢でデータ取得
を開始する(記録ボタンを押す)必要があります。
記録ボタンをダブルタップするとタイマーの設定を行うことが出来ます。

例えば10Secondsに設定すると、記録ボタンを押してから記録を開始する
まで10秒間カウントダウンされます。「Recording」の合図の時に↓写真
のスタート姿勢を取るようにして下さい。

↑ ベンチプレス ↑ ショルダープレス、プッシュプレス等

↑ スクワット等 ↑デッドリフト・ハイプル等 ↑ハングクリーン等
※GymAware本体はバーに対してケーブルが垂直に動く位置に置きます。

SKIP：手動で選手を変更します
AUTO SKIP：測定が終わった時
点で自動で次の選手に切り替
わります。
SKIPマークをダブルタップする
ことで、SKIPとAUTOSKIPを切り
替えることができます。
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Recording(ビデオモード)

グラフや数値を表
示できます。グラ
フの形式や項目を
変更可能です。 1レップ毎に数値が表示されます。

ターゲットゾーンを表示でき、

設定したターゲット
ゾーンが表示されます。

22

※ビデオモードでトレーニング中は、サウンドフィードバック(数値の読
み上げ )は併用できません。

※セットが終了したらメーターの中心(上図の1.31)をタップして下さい。

Recordingが終了します。

※準備画面に戻るにはRecording終了後、メーターのゲージ部分をタップ
します。



REVIEW(結果)画面

画面上部のREVIEW
ATHLETEの表示を
タップするとSETUP
画面と切り替わりま
す。

画面左側のアスリー
トと画面右側のエク
ササイズ種目の両方
に当てはまるデータ
が表示されます。

鍵マークをタップし、
ロックを外すと、体重
の変更ができます。

タップすることで表示項目を変
更できます。

タップすることで表示が
拡大し、目標値の設定を
行うことができます。

タップすることで棒グラ
フ、折れ線グラフ、数値
データの表示を切り替え
ることができます。

ビデオマークは動画と同
期して測定したデータ・
矢印マークは動画と同期
せずに測定したデータを
見ることができます。
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REVIEW（結果）画面 2

ターゲットゾーンを変更できます。

24

グラフや数値を表
示できます。グラ
フの形式や項目を
変更可能です。

編集モードの
詳細は次ペー
ジをご覧くだ
さい。



EDITモード

・アスリート ・エクササイズ ・重量 ・体重 ・ターゲット ・レップの削除。

結果画面のCOGアイコンをタップし、EDITをタップすることで測定データを編集できるようになりまし

た。以下の項目を編集することができます。

EDITボタンをタップしてください。

オレンジの線に囲まれた項目をタップし編集してください。

すべて編集が完了後、画面下部のEXIT EDIT MODEを

タップし編集を終了します。



REVIEW (結果) 動画リプレイ

1レップ毎に数値が表示されます。
ターゲットゾーンを表示でき、
結果画面でもゾーンを変更できます。

撮影した動画をリプレイできま
す。リプレイの設定はP27 を参
照下さい。
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VIDEO 設定

再生速度は0.25倍速、0.5倍速。0.75倍速、

1倍速から選択することができます。

再生マーク横のCOGアイコンをタップする

と設定画面が表示されます。

動画を撮影したデータ横にはカメラマークが表示されます。

結果画面で撮影した動画を再生できます。ビデオモードでは再生速度を設定できます。

また、画面上部の再生ボタンをタップし続けるとボタン上部にビデオスクライバーが表示さ

れ、スライドしながら動画を見ることもできます。
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テープ面が外側になるよう

に、ベルクロストラップを

バーに巻き付けます。

バーのカラー部より内側に
取り付けると、ウエイトの
着脱の際にストラップの付
け外しを行う必要が無く、

邪魔になりません。

プラスチック部にストラッ
プを通過させ、マジック

テープを張り合わせます。

柔らかい面が外側にあり、
輪がしっかりと締められて

いるかを確認します。

ベルクロストラップの取り付け方
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ピンによってウエイトを調整し、ウエイトが垂直方向に動くタイプのマシンにも使用することができます。

③

小さなウエイトプレート

にパワーツール(本体)を

セットします。

ウエイト調節ピンをベルク

ロストラップに通します。

ウエイトスタックにピン

を挿します。

ケーブルが垂直に動く位

置にパワーツールがあれ

ば正確なデータを取得で

きます。

ウエイトスタックマシンでの使用



仕様
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【GymAware】 保証について

■保証期間

保証期間は、お買い上げの日より１年間です。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、無料で修理対応をさせていただきます。ただし、一部の

消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内であっても有料

となります。

■修理について

修理に関しましては、基本的にはセンドバック修理をお願いいたします。

センドバック修理とは、ご購入いただいた製品に異常が発生した場合、製品を販売店もしくは、当社にお送り

いただき、保守作業をおこなうサービスのことです。

明らかに故障と判断できるものは、その旨を記載した資料(使用状態、故障の内容など記載された書面、ご返却

先の住所、電話番号等)と共にご返送ください。この場合でもご返送前には、販売店宛 ご一報ください。

尚、ご返却時に発生する梱包費用や運送費などは御客様負担とさせていただきます。

■保証期間が過ぎている場合

保証期間が過ぎていて、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理対応致します。
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デバイスとiPadのBluetooth接続方法

※接続をする前に左図のように
デバイスのZEROと同じところに
紐が収納されているか必ず確認
してください。
(re-ZEROをタップすると0位置の
再設定が可能です。)

デバイスの電源がONに
なっているデバイスが
表示されます。接続し
たいシリアルナンバー
のデバイス右横にある
「CONNECT&0」をタッ
プします。

デバイスの紐を引っ張りデバ
イスの電源をONにします。
(本体のオレンジ色のLEDが点
滅している状態が電源がONに
なっている状態です。）
もし、紐を引いても電源がON
にならない場合は本体横の黄
色いボタンを押していくださ
い。

複数台デバイスの電源がONになってい
ると一覧で表示されます。

デバイスを変更したい場合は、変更し
たいデバイス右横のCONNECTEDをタッ

プしてください。

ホーム画面左下のGymAwareのマークを
タップすると新しくウィンドウが開きます。
次にSHOW Availableをタップします。

複数台GyｍAwareを
お持ちの方はデバイ
スを接続した状態で

画面左下の
GymAwareのマーク
をタップし、SWITCH
Power Toolをタップ
することで接続デバ
イスを変更できます。

AUTO-CONNECTEDをタップし
ONにすることで次回からデ
バイスの電源をONにした時
に自動で接続されます。

※シリアルNo.2695以降のデバイス


