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クイックスタート

試合や練習の開始前に

個々のデバイスには固有番号が付いています（何番が誰かを確認し
て下さい）。

山田#10 デバイス #01
鈴木#05 デバイス #02

01
1”

デバイスを正しく機能させるために、個々のデバイスをチェックして
下さい（図のような方向でセットされLEDが点滅）。

3

緑色LEDが点灯するまでデバイスのボタンを押す(約1秒)



デバイスの電源が入ったか
どうか確認（緑色LEDが点灯）。

デバイスをドッキングステーション
に格納する。

ドッキングステーションの
電源を入れる。

クイックスタート

01 01

試合や練習の終了後に
デバイスのボタンを３回連続で押してスイッチを切る。LEDが消える。

3回
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クイックスタート

U   S     B      スティックを挿入し、左ボタンを押し、ビープ音を鳴らす。

同期処理が終了すると、ビープ音
が鳴り赤色LEDが消えます。

USBを取り外すことができます。

赤色LEDが点灯し、同期処理が開始します。
赤色LEDの点灯中はデバイスの抜き差しを行わないようにして下さい。
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データの消去
試合や練習のデータがダウンロードされたらデータを消去することを
お薦めします。
ドッキングステーションの電源を入れます。

青色LEDが点灯したら２つのボタンを同時に２秒間押す。

2”

30”

クイックスタート

データ消去には３０秒ほど要します。終了するとビープ音が鳴り、青色
LEDが点灯します。
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ウェブアプリケーション

新規セッションの登録
:http://analyze.fieldwiz.com のページにアクセスする

E-mailアドレスとパスワードを入力する

-ご自身のアカウントをお持ちでない場合は, "Sign up here"をクリックし

てください。

-アカウントの作成手順につきましてはアカウントの作成をご覧ください。
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アカウントの作成

http://analyze. feldwiz.com ホームページを表示します。

⇒“Sign up here”をクリックします

1. E-メールアドレスを入力

2. パスワードを入力

3. 確認用のパスワードを入力

4. "Create Account"をクリック

確認メールが届きましたら、link（リンク）をクリックしてア

カウントを確認してください。

ゲーム/トレーニングのレポート設定を編集できるアカウント

が作成されました。
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チームの作成方法

画面左上のManage Teamsをクリックすると以下のような画
面が表示されますのでチームの詳細設定を行ってください。

チームの写真を選択してください。

チーム名を入力してください。
競技を選択してください。

速度ゾーンを設定する際の段階的な上が
り幅と上限の速度を設定します。

例えば、Show every 5km/h Upper Limit 30
に設定すると5;10;15;20;25;30㎞/hの速度

ゾーンが設定されます。

速度ゾーンを細かく設定できます。
数字の間には；を入力してください。

速度ゾーン

9



チームの作成方法

加速度の閾値1つ目を設定してください。

加速度の閾値を2つ以上に
分けたい場合設定してください。

2つ以上スプリントの定義を分けたい場
合は設定してください。

スプリントの定義を速度ゾーンで
設定した速度の中から設定します。

加速度の閾値設定

スプリントの定義設定

高強度ランの閾値設定

設定した速度以上で走った距離が後に
レポートに反映されます。
最大2段階まで設定可能です。
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チームの作成方法

最大心拍数を元にゾーン分けをします。
設定を行ってください。

グラフを区切る時間の設定です。
左の例では5分毎のグラフが表示されます。

心拍ゾーン設定

グラフの時間設定

データテーブルの設定を行います。チェックマークを入れた項目のみ表示されるようになります。
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アスリートの作成方法 必要な人数分アスリートの登録を行ってください。

チームを作成したら、Add Playerから
選手を作成します。

名前を入力します。(ローマ字表記)

選手の写真を
設定してください。

データテーブルの設定を行います。チェックマークを入れた項目のみ表示されるようになります。

ポジションを設定します。

最大心拍数を設定します。

目標の心拍数を設定します。

最大走行速度を設定します。

ポッドの番号を設定します。2桁で入力してください。例,Pod No. 01

身長を設定します。

体重を設定します。

選手の背番号を設定します。
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ウェブアプリケーション

データのアップロード
アップロードしたいデータをドラッグ&ドロップするもしく
は“Selectle(s)toupload”をクリックしてデータを選択します。

-ドッキングステーションの場合：USBスティックからDATA.FWTを選択する。

-ポッドを使う場合: USBケーブルをつないでデータをダウンロードします。
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- "Uploading"と表示されデータがアップロードされます。

ウェブアプリケーション
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試合・練習の指定

1.タイトルを入力（例：vs 〇〇FC、20171104Trainingなど）

2.セッションの記録されたアクティビティを選択します

（アップロードされたファイル内に存在するセッションのみが表示されている

ことに注意してください）

4.GameもしくはPracticeを選択します。

-Game：ヒートマップディスプレイのピッチを決定するために必要。

-Practice：ピッチを定義する必要はありません。

5.Nextをクリックします

ウェブアプリケーション

1

2
3
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ウェブアプリケーション

ピッチの指定

"Game"にのみ必要

・GPS画像上で赤色のコーナーフラッグをピッチの四隅にドラッグします。
・指定された日付と時刻のGPS座標で正確なピッチエリアが自動的に確定されライ
ンが表示されます。

（サッカーならタッチライン、ゴールライン、ハーフェイライン、ペナリティーエ
リアが、ラグビーならタッチライン、ゴールライン、ハーフウェイライン、
10m、22m、5m、15mラインなど。）

・指定が完了したらSAVEをクリックします。
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ピリオドの設定

各選手が取得したアクティビティの生成を待ちます。

生成されたグラフは、選手のアクティビティ（練習や試合の時間）
に基づいてピリオドを分けることができます。アップロードされた
ファイルサイズに基づいて処理に数秒かかります。 アクティビテ
ィ生成中は3つの青い点が表示されます。

ウェブアプリケーション

アクティビティ生成されると、青色の点が消えます。
青い点が消えたのを確認して"Period Activty" をクリックします。

アクティビティ生成中（クリックできません）
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．

ウェブアプリケーション

1
2

3
4

5

１.必要なピリオドを追加します。バーをドラッグアンドドロップして、練習

や試合の時間に配置します。ここでは全選手に適応されます。

2.ピリオド名を変更できます。（4vs4、Game1など）

3.バーを動かすことで、各選手個人の出場時間などを調整します。そのピリ

オド中に選手が何もしなかった場合は、✖をクリックしてピリオドを削除す

ることができます。

4.作成した選手から選択してください。鍵のマークをクリックするとその選

手のデータが反映されないようになります。

5.個人でピリオドを追加することができます。セッションを削除した後でも

元に戻ることができます。

6.すべての選択が完了したら、SAVEをクリックして下さい。
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．

ウェブアプリケーション

・ピリオドの確認

設定したピリオドの確認を行ってください。複数選手を登録している場合、

複数のグラフとデータテーブルが表示されます。

・Team Statistics

様々なデータをグラフや数値で確認できます。

3種類エクスポートできます。
PDF形式(レポート)
Raw形式(生データ)

Xml形式(外部使用データ)

全体のデータが表示されます。総走行距離や速度ゾーンごとの走行距離、
加減速の回数、高強度での走行距離、平均走行速度、最大走行速度。

ピリオド毎に変更することもできます。

心拍数をゾーンごとに見る
ことができます。

表示項目の選択を行います。

エクセルファイルまたはCSV形式でエクスポートすることができます。
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．

ウェブアプリケーション
・Interactive Stats
時間ごとの速度や加速回数などをグラフで表示できます。速度のみ下図の

ような縦棒グラフになります。速度以外は画面左側にある項目と同じグラ

フが表示されます。

・Distance(㎞)、Acceleration、Deceleration、Sprint >25km/h、Max Speed (km/h)

Avg Speed (km/h)、High Intensity Distance (15km/h)

グラフまたはデータテーブルで走行距離や加減速の回数を確認できます。

Overallは積み上げ式の棒グラフです。

3種類の形式でエクスポートすることが可能です。
※選択しているピリオドのみエクスポートされます。

ピリオド毎に表示することもできます。

グラフとデータテーブルを切
り替えることができます。

選手名をクリックすると
その選手のデータを非表示
にすることができます。

表示項目を変更できます。
ピリオド別で表示することも可能です。

印刷することができます。
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．

ウェブアプリケーション
・Intensity/time 指定した時間ごと(例では5分毎)の走行距離をグラフで表示します。

・Heart Rate ハートレートモニターを使用した場合、グラフで表示されます。選手ごと

の最大心拍数を元に設定された心拍ゾーンが色分けされて表示されます。ターゲット心

拍数は白い点線で表示されます。

ピリオド別で表示することも可能です。

PDF形式でエクスポートすることが可能です。
※選択しているピリオドのみエクスポートされます。

印刷することができます。

PDF形式でエクスポートすることが可能です。
※選択しているピリオドのみエクスポートされます。

印刷することができます。

ピリオド別で表示することも可能です。
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．

ウェブアプリケーション

・Individual Player

選手ごとにレポートを見ることができます。Team Statisticsで表示できる

数値をすべて一覧で表示することが可能です。チーム全体の傾向を見るに

は、Team Statisticsをご使用いただき、個人ごとにデータを分析する場合

はIndividual Playerをご使用ください。

ピリオド別で表示することも可能です。

速度ゾーンごとの走行距離が表示されます。

時間におけるゾーンごとの割合をグラフで表示します。
グラフの下には最低心拍数、平均心拍数。最大心拍数が

表示されます。PDF形式でエクスポートすることが可能です。
※選択しているピリオドのみエクスポートされます。

このページを印刷することができます。

各データの一覧が表示されます。

時間ごとの走行距離がグラフで表示されます。

スプリントを行った時間、継続
時間、最大速度が表示されます。

ピッチ上でのエリアごとの走行距離と全
体に占める割合を表示します。
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ウェブアプリケーション

注：選手の名前や番号ポジションなどをデバイスに設定することが可能です。

一度設定すると、選手名や番号、ポジションなどが自動的に入力されます。

詳しくはポッドの設定セクションを参照してください。

すべてOKの場合、次の確認メッセージが表示されます。

数分以内に受信トレイにセッションレポートが届きます。
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基本説明

番号 機能 説明

デバイスナンバー ·デバイスの識別に使用します。1

·多用途ポート2

·ゆっくり点滅=GPSをサーチ中
·早く点滅=GPSと通信中
·LEDオン=デバイス充電モード
·LEDオフ=デバイスの電源のオフ

3

· １秒間の長押しでデバイスのスイッチオン
·素早く３回連続押しでスイッチオフ

スイッチON / OFF4

·バッテリーは１０時間駆動します。
·ドッキングステーションまたはUSBケーブルで充電して下さい。
·充電が完了するとLEDが点滅開始します。

バッテリー5

3

4

2

1

5

デバイスについて

LED

マイクロUSB
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詳細説明
設定

-デバイス内部に選手の氏名をプログラムすることができます。こ
れにより、ウェブアピリケーションへの入力時に自動的に氏名が
表示されます。
-デバイスをケーブルでパソコンに接続して下さい（この時、個々の
選手が常に同じデバイスを使用したかどうか注意して下さい）。

デバイスについて

デバイスの中の“CONFIGTXT”というファイルを開きます。
（PCで登録済み拡張子は表示しない設定では“CONFIG”
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デバイスについて

-FirstName・LastName・Positionを入力します。

（特殊記号は使用できません）

「保存」を行ってから閉じます。

「安全な取り外し」でPCからデバイスを外します。
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3

4

2

8

5

6

基本説明

1

7

ドッキングステーション
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番号 機能 説明

電源スイッチ ·ドッキングステーションの電源ON/OFF1

デバイス用スロット ここにデバイスを差し込みます。7

左ボタン ·同期スタート
·右ボタンとの同時押しは、デバイス内データの消去のほか、デバイス
やドッキングステーションのアップデートに使用します。

2

·データの復旧
左ボタンとの同時押しは、デバイス内データの消去のほか、デバイス
やドッキングステーションのアップデートに使用します。

3 右ボタン

赤色LED ·ON:ドッキングステーションがビジー状態で処理が進行中であることを
示します（デバイスの抜き差しや電源オフは禁止です）。
·OFF：ドッキングステーションは休止中。
·他のLEDと同時点灯：ファームウエアアップデートが進行中（点滅状態
はシステムエラーを示す）。

4

緑色LED ·ON:デバイスの同期が進行中。
·点滅：データがUSBスティックにコピー中。
·他のLEDと同時点灯：ファームウエアアップデートが進行中（点滅状
態はシステムエラーを示す）。

5

USBポート ·USBスティックを接続します。8

青色LED ·ON:ドッキングステーションがオンでコマンド待ち受け状態（デバイス
の抜き差しや電源オフにすることが可能）。
·OFF：ドッキングステーションがオフ。
·他のLEDと同時点灯：ファームウエアアップデートが進行中（点滅状態
はシステムエラーを示す）。

6

ドッキングステーション
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コマンド（基本機能）
同期

-全てのデバイスからデータを読み込みコピーします（USBが接続
されている場合はUSB内に、接続されていない場合はドッキングス
テーションの内部メモリーにコピーされます）。

全てのデバイスを
差し込みます。

左ボタンを押す。

USBスティック
を挿入します。

赤色LEDが消える
のを待つ

データ復旧(オプション)
-ドッキングステーションの内部メモリからUSBにデータをコピーす
る(USBを接続せずに同期を実施した場合)
-データをウェブアプリケーションにアップロードする前に同期が完
了している必要があります。

USBスティックを挿入 右ボタンを押す 赤色LEDが消えるまで
待つ(最長5分間) 29



注意：この操作はやり直しが利きません。

デバイスからのデータ消去
- デバイスに保存されたデータを消去するには下記の手順に従
って下さい（この操作はレポートが作成されてから行うことを推
奨します）。

デバイスの接続 2つのボタンを同時押し

ドッキングステーション

赤色LEDが消えるのを待つ
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