
電源ボタン長押し

ホーム画面 ＜　＞

ナビゲーション

トレーニング

IQ

ウィジェット

アクティビティプロフィール切替

※2～4ページ参照

※4ページ参照

※5～9ページ参照

※9ページ参照

※10ページ参照

アクティビティ
プロフィール トレーニングページ 画面タップ ホーム画面

＜　＞ 他のページへ遷移

画面左右スワイプ 他のページへ遷移

画面下へスワイプ ウィジェット

スタートボタン押下 タイマー開始 スタートボタン押下 タイマー停止 　 削除 データ保存せず削除

　 保存 データ保存して終了

トレーニングページに戻る

ライドタイプ ＞ ライドタイプ ライドタイプ変更

スタートボタン押下 タイマー再開

電源ボタン押下 タッチスクリーンロック 電源ボタン押下 ロック解除

スリープ

タイマーON時

タイマーOFF時

タイマーOFF時

電源ボタン押下 スリープ解除

電源ボタン長押し タッチスクリーンロック 電源ボタン長押し ロック解除

スリープモード 電源ボタン押下 スリープ解除

電源オフ

ラップボタン押下 ラップ取得
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　 メニュー

Garmin Edge 830 Operation Tree



ナビゲーションホーム画面 地図表示 現在地登録 地図タップ 情報ウインドウタップ 現在地ポイント登録

目的地選択 地図タップ 情報ウインドウタップ 　　または　出発 現在地ポイント登録またはナビ開始

　 メニュー 項目選択 現在地ポイント登録またはナビ開始

コース 新規作成 アクティビティから作成 データ一覧

ルートプランナー 設定 Popularuty Routing［オン］

アクティビティ ［サイクリング］・ミックスサーフェスサイクリング・グラベルサイクリング・
マウンテンバイク・自動車・バイク・徒歩・直行

ルート探索方法 ［距離優先］・時間優先・標高差優先

マップマッチ オン・［オフ］

開始ポイント選択 現在地

保存済み ポイント

セグメント

検索履歴

地図上で選択

POIカテゴリー・都市・座標・住所・電話番号（目的地検索と同じ）

次ポイント選択 開始ポイント選択項目と同じ

地図参照

出発

ナビ開始

ラウンドトリップコース 距離 数値入力［-40km/h］

開始ポイント 現在地

地図上で選択

保存済みのポイント

目的地検索

開始方角 指定なし・北・東・南・西

検索 検索結果

コースデータ

地図 出発 ナビ開始

　　または　出発

MTBトレイル
ナビゲーション 開始ポイント 現在地

地図上で選択

難易度 アクセスロード・第 2アクセスロード・最もイージー・［イージー］・［インターミディエット］・
［アドバンスド］・［非常にハード］・エキスパート・エクストリーム

距離 数値入力［-16km/h］
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目的地検索ナビゲーションホーム画面 POIカテゴリー 全カテゴリー

ショッピング 全カテゴリー・デパート・スーパー／食料雑貨・ディスカウントストア・ショッピングセンター・ドラッグストア／薬局・
専門店・コンビニ・レンタルDVD・スポーツ用品・本屋・ファッション・シューズ・ホームセンター・家電量販店・
家具／インテリア店・メガネ／コンタクト・おもちゃ屋・自転車店・ベビー用品・スーパーマーケット・放送／通信関連・
生鮮市場・雑貨／手芸／ギフト

フード／ドリンク 全カテゴリー・ファミリーレストラン・ラーメン／中華・ベーカリー・インターナショナル・ファストフード・
イタリア料理・ピザ・ステーキ／グリル・カフェ／喫茶店・フレンチ・寿司／回転寿司・その他

ガソリンスタンド

宿泊施設 全カテゴリー・ビジネスホテル・旅館／簡易ホテル・キャンプ場・リゾートホテル・その他

娯楽 全カテゴリー・ライブシアター・居酒屋／スナック／バー・映画館／劇場／会館・公営ギャンブル・カラオケボックス・
インターネットカフェ・ゲームセンター・その他

リクリエーション 全カテゴリー・ゴルフ場／練習場・スキー場リゾート・ボウリング場・アイススケート場・スイミングプール・スポーツ施設・
釣り場・ハイキング／散策・遊園地／プレイランド・公園／庭園・競技場

一般施設 全カテゴリー・遊園地／プレイランド・博物館／美術館／史跡・観光地／農場・公園／庭園・動物・植物園／水族館・
競技場・ホール・温泉・工場見学・自然スポット・観光乗り物・名所・展望スポット・動物観察スポット・その他

交通 全カテゴリー・レンタカー・空港／飛行場・駅／輸送関連・フェリーターミナル・タクシー乗り場・道路情報・
高速／有料道路出入り口

自動車関連 全カテゴリー・レンタカー・カー／バイク用品／整備・カーディーラー・代行サービス・駐車場・道の駅／案内所

公共施設 全カテゴリー・図書館／資料館・学校・神社／仏閣／教会・警察署・役所関連・裁判所・大使館／領事館・消防署・
大使館・郵便局・銀行／金融・福祉／農協／生活関連・理容院／美容院

病院

山／水域関連 全カテゴリー・公共／商業建物・水域関連・陸地関連

駐輪場 全カテゴリー・駐輪場・自転車道　始点／終点

その他 全カテゴリー・放送／通信関連・その他 (公衆トイレなど)

市役所所在地

数値入力

北海道　東北

関東

中部
県・市町村・番地

近畿

中国　四国

九州　沖縄

数値入力

ポイント

現在地

地図上で選択

都市

都市

座標

住所

電話番号

　 近隣検索
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ホーム画面 ナビゲーション 保存されたポイント ポイント選択 出発

情報ウインドウタップ 名前編集

記号設定

コメント設定

緯度経度設定

高度

現在地に置き換える

ポイント削除

地図参照

ポイント移動

ポイント投影

テキスト入力

全国主要自転車道 北海道

用途不明？

東北地方

関東地方

中部地方

近畿地方（関西）

中国地方

四国地方

九州地方

電源ボタン長押し 高度 数値入力［12m］

電源ボタン長押し ポイント登録

電源ボタン長押し 近隣検索

トレーニング トレーニングプラン

ワークアウト

セグメント

トレーナー

インターバル

ターゲット

レース
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ホーム画面 履歴 アクティビティ履歴

合計 合計

アクティビティ
プロフィール

マイデータ トレーニングステータス

回復

FTP

ストレススコア

パフォーマンス通知 パフォーマンスコンディーション［オン］

新規VO2 Max［オン］

トレーニング効果［オン］

自己ベスト

トレーニングゾーン 心拍ゾーン

パワー

パワーカーブ

ユーザープロフィール 性別・誕生年・身長・体重

アクティビティ
プロフィール プロフィール 名前 テキスト入力

カラー カラー選択

トレーニングページ ページ1 分割数とデータ項目 ページ設定［5-B］

地図 地図表示 ナビ中のみ表示・［常時］

高度表示［オン］

分割数とデータ項目 非表示・1・［2］ データ項目設定

高度 画面非表示［オフ］

分割数とデータ項目 非表示・1・［2］ データ項目設定

GroupTrackリスト 消去

画面非表示［オフ］

クライム 分割数とデータ項目 非表示・1・［2］ データ項目設定

ロード・通勤・マウンテン・グラベル・シクロクロス・屋内・eBike・eMountain

セグメント［オン］

デフォルトライドタイプ

ClimbPro［オン］

　 メニュー
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ホーム画面 プロフィール アラート ワークアウト目標アラート［オン］

タイムアラート 有効［オフ］

距離アラート 有効［オフ］

カロリーアラート 有効［オフ］

心拍アラート 下限心拍 ゾーン選択［オフ］

上限心拍 ゾーン選択［オフ］

ケイデンスアラート 下限ケイデンス ケイデンス値選択［オフ］

上限ケイデンス ケイデンス値選択［オフ］

パワーアラート 下限パワー ゾーン選択［オフ］

上限パワー ゾーン選択［オフ］

方向転換アラート 有効［オフ］

栄養補給アラート 有効［オフ］

水分補給アラート 有効［オフ］

自動オプション 自動ラップ 有効［オフ］

自動ラップ設定以下有効オンで
設定可能

位置・［距離］・タイム

ラップ 数値入力［5.00km/h］

カスタムラップ表示 データ項目 距離・［ラップタイム］・平均スピード・
最高スピード・平均パワー・最大パワー・
パワーNP・平均心拍数・最高心拍数・
平均ケイデンス・最高ケイデンス・総上昇量・
総下降量・ラップVAM・カロリー自動スリープモード［オン］

自動ポーズ ［オフ］・停止時・カスタムスピード

自動ポーズスピード 数値入力［5.00km/h］以下カスタムスピード
選択で設定可能

自動スクロール ［オフ］・遅い・速い

タイマースタート 手動

スタート警告 スタート警告スピード 数値入力［10.00km/h］

自動 スタートスピード 数値入力［10.00km/h］

栄養補給／水分補給 食物摂取記録［オン］

容量 オンス・［ミリリットル］

容器サイズ 数値入力

　 メニュー アクティビティ
プロフィール
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ホーム画面 ナビゲーション 地図 地図表示 ［ノースアップ］・トラックアップ・3Dモード

自動ズーム ［オン］・オフ

案内テキスト ナビ中の表示・［常に表示］・表示しない

詳細設定 詳細設定 ［自動］・ハイコントラスト・カスタム

ズームレベル 主要施設情報
詳細設定カスタムで
設定可能 ポイント

道路名称

ランドカバー

オフ・［自動］・5m・
8m・12m・20m・
30m・50m・80m・
120m・200m・
300m・500m・
800m・1.2km・
2km・3km・5km・
8km・12km・
20km・30km・
50km・80km・
120km・200km・
300km・500km・
800km

文字サイズ 主要施設情報 ［非表示］・小・中・大

ポイント 非表示・［小］・中・大

道路名称 非表示・小・［中］・大

ランドカバー 非表示・［小］・中・大

詳細度 最高・高・中・低・最低

地形陰影 可能な場合表示・自動・表示しない

地図情報

ルート探索方法 Popularuty Routing［オン］

アクティビティ ［サイクリング］・ミックスサーフェスサイクリング・グラベルサイクリング・
マウンテンバイク・自動車・バイク・徒歩・直行

ルート探索方法 ［距離優先］・時間優先・標高差優先

マップマッチ ［オン］・オフ

回避 主要幹線道路［オフ］

有料道路［オン］

未舗装道路［オン］

フェリー［オン］

狭いコース［オン］

ルート再計算 スタート警告・［自動］・オフ

転換点案内 テキストのみ・［地図］

急カーブ警告［オン］

GPSモード GPS・［GPS＋GLONASS］・GPS＋GALILEO・オフ

ホーム画面 プロフィール　 メニュー アクティビティ
プロフィール
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ホーム画面 センサー センサー追加

心拍計 有効［オン］

名前 テキスト入力

センサー詳細 センサー ID

ネットワーク（ANT+）

デバイス情報 デバイス情報以下は、
Edge 830 本体とペアリングが
確立している場合のみ表示
（ソフトウェア更新・タイヤ周長は
スピードセンサーで表示）

ソフトウェア更新

タイヤ周長

ペアリング解除

ペアリング

ケイデンスセンサ

スピードセンサー

援助要請

緊急連絡先

GroupTrack 地図上でコネククションを確認［オン］

メッセージ通知［オン］

アクティビティタイプ

パスコード設定バイクアラーム

スマートフォン

事故検出［オフ］

ワイヤレス接続機能

セーフティ＆
トラッキング

Wi-Fi Wi-Fi［オン］

自動アップロード［オン］

ネットワーク追加

データ転送 データ送信

バッテリーセーブモード

拡張ディスプレイモード

有効［オン］

ウォッチとの接続

　 メニュー

通知 メッセージ［オン］

着信［オン］

ソーシャルメディア［オフ］

その他［オフ］

不在通知

ペアリング

表示名 テキスト入力

有効［オン］
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ホーム画面 システム

IQ Strava Routes

Best Bike Split

Trailforks

　 メニュー ディスプレイ 輝度自動調節［オン］

バックライトレベル 輝度自動調節オフ時調節可能

バックライト点灯 ［常時オン］・15秒・30秒・1分・2分

表示モード ［自動］・昼間・夜間

スクリーンショット［オフ］

ウィジェット管理 通知［オン］

天気［オン］

近くのセグメント［オン］

ライト［オフ］

VIRB［オフ］

データ記録 記録間隔 ［スマート］・毎秒

ケイデンス ［ゼロを含まない平均］・ゼロを含む平均

パワー ゼロを含まない平均・［ゼロを含む平均］

心拍変動記録［オフ］

単位 距離／スピード ［メートル］・マイル／フィート

高度 ［メートル］・マイル／フィート

気温 ［摂氏］・華氏

重さ ［メートル］・マイル／フィート

位置フォーマット hddd.ddddd°・［hddd°mm.mmm'］hddd°mm'ss.s”・Austrian Grid・・・etc.

時間表示 12時間・24時間

言語

トーン［オン］

English・［日本語］

全設定リセット 設定リセット

データ削除と設定リセット

デバイス情報 ソフトウェアバージョン

ソフトウェア更新

COPYRIGHT

規制情報
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ホーム画面

通知

バイクアラーム設定

コース検索

ワークアウト検索

天気

近くのセグメント

ウィジェット 環境設定

設定

バッテリー残量

GPS GPSモード GPS・［GPS＋GLONASS］・GPS＋GALILEO・オフ

高度 数値入力［6m］

ポイント登録

ディスプレイ輝度調節

センサー

スマートフォン

　 メニューのアクティビティプロフィールの内容と同じ

　 メニューの内容と同じ

　 メニューの内容と同じ

　 メニューの内容と同じ
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