
ルート機能（パソコンでルートを作成する場合） 
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簡易マニュアル 

以下のバージョンが最新の状態で行ってください。 
Xplova X5-Evoのバージョン 
スマートフォンのOSのバージョン 
スマートフォンアプリ Xplova Connect のバージョン 
スマートフォンアプリ Xplova Video のバージョン 
パソコンのインターネットブラウザのバージョン 
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1. https://www.xplova.com へサインイン 
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アカウント登録が必要です。（簡易マニュアル「Webサービスとの連携」の「１」をご参照ください） 

Xplova.comを開き、簡易マニュアル

「Webサービスとの連携」の「１」で登

録したアカウントでサインインします。 

右上のルートを 

クリックします。 

作成したルートはこのルート

タブの中に表示されます。 
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２. ルートの検索と作成画面 
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ルート検索：公開されたルートを検索する事ができます。 

ルートを計画：ルートを作成する事ができます。 

「ルートを計画」をクリック 

地図が表示されます。 

つぎのページで詳細を説明します。 



作成したルー

トのキャンセ

ル、と保存。 
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３. ルートエディター画面 
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地図上で場

所を検索し

ます。 

ルートを一つ前に戻す、 

やり直す、キャンセル 

ONの状態では自動で経

路が作成されます。 

交通手段を選択します。 

※必ず実際の交通規制

に従ってサイクリング

を行ってください。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＣＸやＧＰＸなどのデータから取り込みます。 

経路を自動で作成するためのシステムを選択します。 

公開されたSmartSignを検索します。 
※SmartSignについてはP.00を参照してください。 

SmartSign を表示します。 
※SmartSignについてはP.00を参照してください。 

SmartSign を作成します。 
※SmartSignについてはP.00を参照してください。 

作成したルートを標高グラフで表示します。 



Google Map を扱う要領で

経由したい地点を表示させ、 

左クリックするとルートが作

成されます。 
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４. ルートの作成 

v2.0 2018/6/3 

例として、東京駅丸の内口から河口湖経由で富士山スバルライン5合目まで行くルートを作成します。 

画面右上の検索窓で 

「東京駅」を検索します。 

スタートしたい地点を 

左クリックします。 

画面右上の検索窓で 

「富士スバルライン」を 

検索します。 

同じように目的地まで表示を 

移動し、左クリックをすると 

ルートの作成が始まります。 

続いて画面右上の検索窓で 

「河口湖」を検索します。 
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５. ルートの変更 
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例として、東京駅丸の内口から河口湖経由で富士山スバルライン5合目まで行くルートを作成します。 

自動で作成されたルートを変更したい場

合は、青い線の上で右クリックをしメ

ニューの中から「経由地として設定」を

クリックしてください。 

新たに作成した経由地の赤い丸をクリッ

ク＆ドロップする事で、ルートの変更が

行えます。 
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６. ルートの確認 
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東京駅丸の内口から河口湖経由で富士山スバルライン5合目まで行くルートが完成しました。 

作成したルートの 

地形断面図で表示します。 

ファイルの保存をク

リックします。 



保存したルー

トは画面右上

の「プロファ

イルの表示」

からルートタ

ブで表示でき

ます。 

9 

７. ルートの保存 
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ルート名を設定し、 

提出ボタンをクリッ

クする事で、保存さ

れます。 

※公開に設定してい

ると、他の方からも

表示が可能です。 

保存が完了すると以下のよ

うな画面が表示されます。 

Browse detailでルート

の詳細が確認できます。 

保存をする事で道の勾配に応じて、登りはじめと

登り終わりを教えてくれるSmartSignが自動で配

置されます。SmartSignについては11ページを

参照してください。 
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８. ルートの表示と編集、共有 
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保存したルートは画面右上の

「プロファイルの表示」から

ルートタブで表示できます。 

ルート名をクリックする事で 

ルートの画面が表示されます。 

詳細から編集ができます。 

共有をクリックすると 

共有用のURLが表示されます。 

詳細の左にあるダウンロード

タブからGPX形式でのダウン

ロードが可能です。 
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９. SmartSign（スマートサイン）について① 
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作成したルートを保存をする事で道の勾配に応じて、登りはじめと

登り終わりを教えてくれるSmartSignが自動で配置されます。 

登りはじめが赤いアイコンで登り終わりが青いアイコンです。 

SmartSignはルート上にコメントを設置するような機能です。ライドメンバーやこのルートを検索で表示した人に、 

コースの特徴をわかりやすく伝える事ができます。X5-Evoでルートを表示する際にはガイダンスとして機能します。 
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９. SmartSign（スマートサイン）について② 

v2.0 2018/6/3 

SmartSignは編集画面でルート上を右クリックしたり 

画面左側の   アイコンから簡単に追加ができます。 

ライドメンバーとの合流地点や休憩地点の場所や時刻を記入したり、 

写真も掲載ができますので昼食や絶景ポイントなどを登録する事で 

サイクリングの内容をわかりやすく共有する事ができます。 

SmartSignはルート上にコメントを設置するような機能です。ライドメンバーやこのルートを検索で表示した人に、 

コースの特徴をわかりやすく伝える事ができます。X5-Evoでルートを表示する際にはガイダンスとして機能します。 

X5-Evoでルートを表示

するとこのように、登

録した場所までの距離

と共に表示されます。 

任意に設定したSmartSignは地形断面図の右にある更新をすると表示されます。 



スマートフォンアプリ

「Xplova Connect」

を開きます。 

※andr

oidは上

部にあ

ります 13 

１０. パソコンで作成したルートをX5-Evoへ転送する方法① 
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Xplova.comのアカウントとXplova Connectの連携作業が必要になります。 

簡易マニュアル「Ｗｅｂサービスとの連携-スマートフォンアプリとWebサービスを連携」をご覧ください。 

左下の

アイコ

ンを

タップ

します。 

※表示され

るまで少し

時間がかか

ります。し

ばしお待ち

ください。 

緑のアイコンをタップすると 

X5-Evoへの転送が完了します。 

（ペアリングされたX5-Evoを同じWifiかテザリング接続してください） 

※androidの場合は、 

My Connect画面に戻り、 

同期を行ってください。 
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１０. パソコンで作成したルートをX5-Evoへ転送する方法② 
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X5-Evo X5-Evo X5-Evo 

X5-Evoで確認

をします。 

左上のアイコン

をタップします。 

追加されたルート名

をタップします。 

ルートが表示さ

れます。 

※もし転送が上手くいかない場合は、次ページを見てください。 
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１１.ルートがX5-Evoに転送されない場合① 
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スマートフォンとX5-Evoのペアリングを再度行います。 

スマートフォンとX5-Evoを同じWifiに接続するか、X5-EvoのWifi設定をスマートフォンのテザリングに指定してください。 

左上のボタンをタッ
プします。 

マイデバイスをタッ
プします。 

設定をタップします。 

スマホ スマホ スマホ 



スマートフォンとX5-Evoのペアリングを再度行います。 
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１１.ルートがX5-Evoに転送されない場合② 
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スマートフォンとX5-Evoを同じWifiに接続するか、X5-EvoのWifi設定をスマートフォンのテザリングに指定してください。 

この画面になったら
X5-Evoの設定を行
います。 

スマホ 

Wifi テザリング 

右上のボタンをタッ
プします。 

「再ペアリング」を
タップします。 



スマートフォンとX5-Evoのペアリングを再度行います。 
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青い歯車型の設定ボ
タンをタップします。 

一番下にスワイプし
ます。 

ネットワークをタッ
プします。 

X5-Evo X5-Evo X5-Evo X5-Evo 

データ同期をタップ
します。 
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スマホと繋
がっていれば
確認を押しま
す。 

X5-Evo 

スマートフォンとX5-Evoを同じWifiに接続するか、X5-EvoのWifi設定をスマートフォンのテザリングに指定してください。 

１１.ルートがX5-Evoに転送されない場合③ 



スマートフォンとX5-Evoのペアリングを再度行います。 
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X5-Evo X5-Evo スマホ 

ペアリングをタップ
します。 

ペアリングに成功す
ると一瞬だけ成功し
ました。と表示され
ます。 
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スマートフォンとX5-Evoを同じWifiに接続するか、X5-EvoのWifi設定をスマートフォンのテザリングに指定してください。 

１１.ルートがX5-Evoに転送されない場合④ 

ペアリング解除を
タップします。 



スマートフォンとX5-Evoのペアリングを再度行います。 
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X5-Evo スマホ スマホ 

ペアリングされたデ
バイスにスマート
フォン名が表示され
ます。 

右上の更新マークが
黄色くなっていれば
正常です。 
左上の←をタップし
て戻ります。 

右上の更新マークが
黄色くなっていれば
正常です。 
最終更新日時が表示
されています。 
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スマートフォンとX5-Evoを同じWifiに接続するか、X5-EvoのWifi設定をスマートフォンのテザリングに指定してください。 

P１４へ戻ります。 

１１.ルートがX5-Evoに転送されない場合⑤ 
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style_b_staff@ncd.co.jp 

お問い合わせ先 


