
Amazfit Band � ユーザー マニュアル
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使用方法

バンドがペアリングされると、運動や毎晩の睡眠などの記録や分析が開始します。
ボタンをタップして画面を起動します。PAI (Personal Activity Intelligence)、
運動データ、心拍数の測定など、さまざまな情報を表示するには、上または
下にスワイプします。

右にスワイプすると、
前のページに戻ります。

上または下にスワイプすると、
機能が切り替わります。
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充電

バンドのバッテリー残量が少なくなったら、すぐに充電してください。
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基本パラメーター

製品名: Amazfit Band �
モデル: A����
バンド本体の寸法: ��.� mm x ��.� mm x ��.� mm
ストラップの素材: 熱可塑性エラストマー
ストラップの金具の素材: アルミニウム合金
調整可能な長さ: ��� mm-��� mm
システム要件: Android �.� または iOS ��.� 以上
バッテリー: ��� mAh
バッテリーの種類: リチウムポリマー電池
入力電圧: �.� VDC
入力電流: ��� mA (最大)
防水等級: �ATM
運転温度: �℃-��℃ 
最大出力: < �� mW
Bluetooth 周波数: ���� MHz-���� MHz
ワイヤレス接続: Bluetooth �.� BLE
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バッテリーの安全性に対する配慮

�.

�.

�.

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、お客様ご自身でバッテリーを交換することは控
えてください。バッテリーの交換を行えるのは、公式に認可されたサービ
ス センターのみになります。  
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。 

本製品を使用する前に、このマニュアルをよくお読みください。また、ユー
ザー マニュアルは保管しておいてください。

製品の紹介

バンド本体 ストラップ 充電ケーブル

タッチ スクリーン

ボタン

心拍数センサー

充電ポート

1
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バンドを接続する

Amazfit Band � は Zepp アプリに接続することができます。Zepp アプリの
最新バージョンは、以下の QR コードをスキャンするか、Google Play また
は Apple App Store からダウンロードしてインストールしてください。

�.

Zepp アプリの QR コード
(Android �.�、iOS ��.� 以上)
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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、
本書に記載されているあらゆる製品に関す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、図版、文字の記載に基づくいかなる
損害賠償請求も拒否します。 
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分解した場合、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として提示されているものです。
詳細については、実際の製品をご覧ください。
プロバイダによって正式に認可された純正品のストラップを使用してくだ
さい。純正品以外のストラップは使用しないでください。    

�.
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�.
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�.

注記事項
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装着

手首の骨から指 � 本分離れたところにバンドを装着し、ストラップが快適
にフィットするように調整します。

�.
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解体

バンドを取り外し、ストラップの両端をしっかりと持ってストラップを引き
出して、ストラップのそれぞれの終端でバンド本体とスロットとの間に小さ
い隙間が生じるようにします。指でバンド本体をストラップの前面から押し
出します。
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注意事項

バンドを使用して心拍数または血中酸素飽和度を測定するときは、測定中
に手首を動かさないようにしてください。
Amazfit Band � は防水等級 �ATM の耐水性を備えています。シャワーを浴
びたり、プールや浅瀬で泳いだりするときにもバンドを装着することがで
きます。ただし、サウナの利用時やダイビングをするときはバンドを装着
しないでください。
バンドのタッチ ボタンおよびタッチ スクリーンは水中での操作に対応して
いません。バンドが水に濡れた場合は、柔らかい布で水気を拭き取ってか
ら使用してください。
日常の使用において、バンドをきつく締めすぎないようにしてください。
バンドの接触部分を乾いた状態に保ち、定期的にストラップを水で清掃し
てください。
皮膚の接触部分に赤みや、はれ等の症状が表れた場合は、直ちにバンドの
使用を中止して、医師に相談してください。

�.

�.

�.
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保証に関するポリシー

Amazfit 製品には、お客様のお住まいの国または地域の消費者法に従って、
購入日から � 年間の保証期間が設けられています。

取り付け

2

ストラップの外面を上向きにして、バンド本体の一方の端をストラップの
スロットに挿入します。
もう一方の端に親指をしっかりと押し当てて、バンド本体をストラップの
スロットに完全に挿入して、しっかりと固定されるようにします。

�.

�.
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修理とメンテナンス

皮膚への刺激や、デバイスの腐食や、本製品の耐水性の低下につながる化
学的残留物を防ぐために、石鹸、手指消毒剤、またはバス フォームなどの
洗浄剤で洗浄しないでください。
長期間にわたり本製品を最適な状態で使用し、損傷を防ぐために、本製品
およびお客様の皮膚を清潔に保ち、乾いた状態を維持するようにしてくだ
さい。この対策は、運動後や、皮膚に刺激を与える汗、石鹸、日焼け止め、
ローションなどの液体に触れた後に特に重要です。
デバイスを着用して入浴 (入浴をサポートするデバイスの場合) や、水泳 (水
泳をサポートするデバイスの場合) や、汗が出る行為をした後は、すみやか
にデバイスの洗浄と乾燥を行ってください。
色が薄いウォッチのストラップを使用する場合は、色移りを防ぐために濃
色の衣服に触れないようにしてください。 
耐水性の低下を防ぐために、サウナやスチーム ルームでの着用は避けてく
ださい。 
ダイビングや水上スキーなどの高速ウォータースポーツでの使用は避けて
ください。

�.

�.

�.

�.

�.
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Web サイト: en.amazfit.com
テクニカル サポート: support.amazfit.com
メール アドレス: support@amazfit.com

製造元: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
住所: Room ����, Building A�, National Animation Industry Base, No. ��� 
Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, China

Amazfit Band � に関連する規制情報、製品認定、およびコンプライアンス ロゴ
については、「ご利用の Amazfit Band � に関する規制」を参照してください。
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心拍数センサーから最適な測定結果を得るために、バンドの背面を皮膚に接
触させる必要があります。バンドを正しく装着し、きつく締めすぎたり緩め
すぎたりしないようにして、皮膚が呼吸できる十分な隙間を残します。スト
ラップは運動中に締めたり、後で緩めたりすることができます。

�.

緩すぎる場合

バンドが簡単に腕の上下
に動く場合や、センサー
が心拍数を読み取れない
場合は、ストラップを少
し締めてみます。

ちょうどよい場合

バンドが手首にぴっ
たりフィットしてい
ます。

6

Zepp アプリにログインし、バンドをペアリングするためのオプションを選択
して、接続ウィザードで表示されるメッセージに従います。バンドが振動し
てペアリングに関するメッセージが画面に表示されたら、ボタンをタップし
てペアリングを完了します。 
ご注意: お使いの携帯電話で Bluetooth を有効にしていることを確認してくだ
さい。バンドを接続する際は、バンドが携帯電話の近くにある状態にします。

2.

018-200208


