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本製品とその付属物は、乾いた状態にしておいてください。電子レンジやヘア ドライ
ヤーなどで、外部から熱を加えて乾かさないでください。 
本製品とその付属品を過度に高温または低温の場所に置かないでください。誤作動、発
火、爆発の原因になる可能性があります。 
お手入れやメンテナンスの前に、製品の使用を停止し、すべてのアプリケーションを
閉じて、他のすべてのデバイスから接続を外します。 
本製品とその付属品のお手入れには、刺激の強い化学薬品、合成洗剤、強アルカリ性
洗浄剤は使用しないでください。本製品とその付属品は、柔らかく清潔な、乾燥した
布で拭いてください。 
銀行のキャッシュ カードや SIM カードなどの磁気ストライプ カードと長時間接触しな
いようにしてください。本製品の磁気で、磁気ストライプ カードが損傷することがあ
ります。 

お手入れとメンテナンス 
�.
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本製品には、取り外しできないバッテリーが内蔵されています。バッテリーや製品の
損傷を防ぐため、ご自身でバッテリーを交換しないでください。 
バッテリーは、高温な場所や、太陽光、ヒーター、電子レンジなどの発熱機器から遠
ざけてください。
バッテリーの液漏れ、過熱、火事、爆発を防ぐため、バッテリーを分解、改造するこ
と、異物を挿入すること、液体に浸すことはしないでください。 
バッテリーが液漏れした場合は、漏れた液体が肌や目に付着しないようにしてください。
液体が肌や目に付着した場合はすぐに水で洗い流し、病院で処置を受けてください。 
バッテリーを火の中に投げ込まないでください。バッテリーが発火して爆発する可能
性があります。 
バッテリーは、地域の規制に従って捨ててください。バッテリーは、家庭ごみとして
捨てないでください。 
けがやバッテリーの爆発を防ぐため、お子様やペットがバッテリーを飲み込んだり噛
んだりしないようにしてください。 
バッテリーを落としたり、圧迫したり、穴を開けたりせず、過度の外圧にさらさない
ようにしてください。内部で短絡や過熱が発生する可能性があります。 
損傷したバッテリーは使用しないでください。 
 本製品には、リチウム バッテリーが内蔵されています。バッテリーを分解したり、粉
砕したり、衝撃を与えたり、火に投げ込んだりしないでください。激しく膨張した場
合は、使用を中止してください。高温の環境に置いたままにしないでください。 

バッテリーの安全性に対する配慮 

��
��

本製品やその付属品は、通常の家庭ごみとして捨てないでください。 
本製品とその付属品の廃棄に関する現地の法律と規制に従って、リサイクルにご協力
ください。

環境面での安全性に対する配慮
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ほこりや湿気の多い場所、汚れた場所、強い電磁場の中で使用しないでください。デ
バイス内部の回路が誤作動することがあります。本製品を設置するときは、電子レン
ジ、冷蔵庫などの強い電磁場を伴う電化製品から離しておいてください。 
雷雨のときは、本製品を使用しないでください。雷雨が原因で、機器の故障や感電の
危険が生じる可能性があります。 
ガソリン スタンド、燃料貯蔵庫、化学プラント、燃料や化学サンプルの輸送機関や保
管施設、さらにその周辺で本製品を使用することは、固く禁じられています。爆発や
火災につながる恐れがあります。 
本製品は �℃ ～ ��℃ の温度範囲内で使用してください。また、本製品とその付属品は 
-��℃ ～ ��℃ の温度範囲内で保管してください。 
周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、故障することがあります。本製品は、自
動車のダッシュボードや窓枠など、直射日光が当たる場所に置かないでください。
本製品は、電気ヒーター、電子レンジ、温水器、オーブン、ストーブ、ろうそくな
ど、高温になる可能性がある熱源や覆いのない点火源の近くや、その他の高温になる
可能性のある場所に置かないでください。
デバイスのレシーバーやスピーカーの近くに、ピンなどの鋭利な金属を置かないでく
ださい。金属がヘッドセットに付いてけがの原因になることがあります。 

操作環境 

�� 自転車の運転時や、道路、建設現場、鉄道の近くを歩く場合など、注意が必要なとき
に Amazfit ZenBuds を使用する場合は、ご自身や他の人の安全に配慮してください。
クラクションや警告音などの周囲の音が聞こえるように、Amazfit ZenBuds を外すか、
音量を下げてください。 

�.

�.

�.

�.

お住まいの地域や国における交通関連の規制を確認してください。本製品は運転中に
使用しないでください。 
安全運転は、最優先事項であることを覚えておいてください。意識が散漫になる行動
をとらないでください。 
本製品から発生する電波の干渉により、自動車の電子機器が誤作動することがありま
す。詳細については、メーカーにお問い合わせください。 
ワイヤレス デバイスは、航空機の飛行システムに干渉する可能性があります。航空会
社の規則を確認してください。ワイヤレス デバイスが禁止されているところでは、本
製品を使用しないでください。 

交通に関するご注意 
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プラスチック、皮革、繊維、その他の素材に対してアレルギー反応が起きる場合があ
ります。また、本製品の部品が長時間にわたって肌に触れていると、赤み、腫れ、炎
症が起きる場合があります。このような症状が起きた場合は、使用を中止して、医師
にご相談ください。 
ヘッドセットは、適切に清潔にされていない場合、耳の感染の原因となる可能性があ
ります。柔らかい清潔な布で、定期的にイヤホンを拭いてください。イヤホンを濡ら
したり、デバイスにスプレー、溶剤、研磨剤を使用しないでください。皮膚に問題が
生じた場合は、ただちに使用を中止してください。これらの問題が解決しない場合
は、医師にご相談ください。 

健康に関するご注意

本製品を使用するときは、聴覚へのダメージを避けるため、音楽が聞き取れる最
小の音量にすることをお勧めします。大音量で長時間使用し続けると、永久に難
聴になる場合があります。
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強制認証に合格済みで、充電の規格要件を満たす電源アダプターを使用してください。 
本製品を、流水にさらしたり、水に入れたりしないでください。入浴中、またはウォー
ター スポーツの最中は、本製品を装着しないでください。
本製品およびその付属品は、小さいパーツです。本製品およびその付属品は、お子様
の手の届かないところに保管してください。お子様が本製品やその付属品を不注意で
壊してしまうことや、小さい部品を飲み込んで窒息などの危険が生じる可能性があり
ます。使用しないときは、イヤホンを充電ケースに保管し、お子様やペットが近づか
ないようにしてください。 
本製品は玩具ではありません。お子様は、必ず大人の管理下で使用するようにしてく
ださい。 
損または改造したイヤホンや充電ケースは使用しないでください。破損または改造し
たバッテリーを使用すると、火事、爆発、怪我などの予測できない危険につながるこ
とがあります。 
本製品を過熱しないでください (たとえば、直射日光を避ける、火から遠ざける、など)。 
ワイヤレス デバイスの使用が明確に禁止されている場所では本製品を使用しないでく
ださい。他の電子機器に干渉したり、その他の危険につながる可能性があります。 
本製品には、ペースメーカー、除細動器、補聴器などの医療機器に電磁干渉する可能
性がある、電磁場を生成する部品や無線送信機が組み込まれています。医療機器と安
全な距離を保って使用してください。医療機器の利用者制限については、医療機器メー
カーにお問い合わせください。本製品がペースメーカー、除細動器、補聴器などの医
療機器に干渉する疑いがある場合は、ただちに使用を中止してください。 
製品メーカーによって承認された、このモデルと互換性のあるアクセサリのみを使用
してください。互換性のないアクセサリを使用すると、本製品の保証条件および製品
使用国の規制に違反する可能性や、安全上の問題が発生する可能性があります。

使用上の安全性に対する配慮
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�� 保証と返品のポリシー

Amazfit の品質保証規定は、購入日から起算し、Amazfit 製品の製造上の欠陥を対象とし
ています。保証期間は �� か月またはその他の期間で、お住まいの国の消費者法が適用さ
れます。当社の保証は、該当する消費者法で付与される権利に付加されます。
公式 Web サイト: en.amazfit.com

�� その他のご注意

���

��

��
��
��

本説明書は、既存の情報に基づいて作成されています。当社は、継続的な改良と持続
可能な開発の原則に基づき、製品の仕様と機能を変更、改良し、本説明書に記載され
ている任意の内容を変更、改良する権利を有します。 
本説明書の内容については、製品の製造時に記載されています。適用される法律に別
段の定めがある場合を除き、この説明書の正確性、信頼性、内容に関して、明示また
は黙示を問わず、いかなる種類の保証も行われません。したがって、本説明書のデー
タ、写真、文字の記載に基づくいかなる損害賠償請求にも応じることはありません。 
本製品は医療機器ではありません。提供されているデータや情報は参照用です。 
承認なく本製品の外装を取り外した場合、製品の修理保証は無効となります。
本説明書の写真はユーザーの操作の参照用です。詳細については、実際の製品をご覧
ください。 
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充電
�.
�.

イヤホンを充電ケースに入れると、イヤホンは自動的に充電状態に入ります。
充電ケースを充電するには、製品付属の USB Type-C 充電ケーブルを使用します。充
電時、� つの白い電源レベル インジケータ ライトが連続して点滅します。白いインジ
ケータが � つとも点灯している場合、充電は完了しています。

ご注意: 
充電ケースにイヤホンを入れると、対応するインジケータ ライトが点滅します。インジ
ケータ ライトが点滅しない場合、イヤホンは正しく収まっておらず、イヤホンの充電に
失敗する原因となります。この場合は、イヤホンの置き方を調整するか、イヤホンを一度
取り出してからもう一度置き直します。具体的には、左インジケータが左イヤホンに、右
インジケータが右イヤホンに対応しています。

�.

�.

イヤホンのバッテリー レベルの表示: イヤホン をデバイスに接続してから、アプリで
バッテリー レベルを表示します。
充電ケースのバッテリー レベルの表示: 充電ケースを開いて白いインジケータをチェッ
クし、ケースが充電されているかどうかを表示します。左インジケータ ライトが点滅
して低電力であることが示されている場合は、ただちに充電してください。

�� バッテリー レベルの表示

�� 使用方法
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使用感を改善するため、メッセージに従ってアプリを最新
バージョンに更新してください。
システム要件: Android �.� または iOS ��.� 以上。

ご注意:
�.

�.

Amazfit ZenBuds の使用方法
 �.
�.
�.

�.

スマートフォンでアプリを開いて、アカウントを登録するか、ログインしてください。
充電ケースを開いて、イヤホンを取り出します。
アプリで、[デバイスの追加]、続いて [マイ] > [マイ デバイス] を選択して、Amazfit 
ZenBuds を追加します。
アプリで、リズム再生を制御したり、さまざまな機能を体験することができます。

Amazfit ZenBuds を接続して使用中の状態にしたら、Bluetooth が有効になっているこ
とを確認します。
使用する前に Amazfit ZenBuds を充電しておくことをお勧めします。

ご注意:
�.

�.

アプリのインストール
スマートフォンで右の QR コードをスキャンして、最新バー
ジョンのアプリをダウンロードしてインストールします。

��  パッケージの内容

1

取扱説明書� 組のシリコン イヤー プラグ 
(出荷時には M サイズのイヤー プラグ

がイヤホンに装着されています)

左右のイヤホン USB Type-C 
充電ケーブル

充電ケース

S

M L

SS

イヤホン

充電ケース

�� 製品について

2

インジケータ ライト USB Type-C 充電ポート 回して開く

磁石

シリコン イヤー プラグ

充電ポート

�� 安全性に対する配慮 

本製品を使用および操作する前に、以下の注意事項をお読みください。製品性能を最高度
に発揮し、危険または不法な状況を回避するため、これらの注意事項に従ってください。
使用方法と操作環境:

�� 基本パラメーター

モデル: イヤホン A����、充電ケース A����
バッテリー容量: イヤホン ��mAh、充電ケース ���mAh �.��Wh
入力: イヤホン �V        �.��A、充電ケース �V        �.�A
充電ケース出力: �V        �.��A
システム要件: Android �.� または iOS ��.� 以上 
ワイヤレス接続: Bluetooth �.� BLE
動作温度: �℃ ～ ��°C

耳に適したイヤー プラグを選択します。次に、イヤホンの角度を少し調整し、使用する
ときに耳に密着して最適なノイズ ブロック効果が得られることを確認します。

�� 快適な装着

5

018-200070

Amazfit ZenBuds 製品取扱説明書


