
Amazfit PowerBuds Pro
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�� パッケージの内容

充電ケース USB Type-C
充電ケーブル

イヤホン
(充電ケース内)

� サイズのイヤプラグ（M サイズのイヤプラグがあ
らかじめイヤホンに取り付けられています)

S M XLL
製品マニュアル
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�� イヤホンについて

インジケータ Type-C 充電ポート機能ボタン

心拍数ウィンドウ 
(右耳のみ)
感圧ボタン

マイク

マイク

マイク

イヤプラグ

充電接触部



�� イヤホンの使用について

Zepp アプリをインストールすると、さらに多くの機能がご利用いただけます。
スマートフォンで下の 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。
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Zepp アプリのインストール
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* デバイスのペアリング中およびイヤホンの使用中は、Bluetooth をオンの状態
にします。ご使用の前にはイヤホンを充電しておくことをお勧めします。

アプリを起動して、アカウントにログインするか登録します。
[プロフィール] > [マイ デバイス] > [追加] の順に選択して、Amazfit PowerBuds 
Pro を追加します。
充電ケースのカバーを開き、機能ボタンを � 秒間長押しして、プロンプトに
従ってペアリングを完了します。充電ケースのカバーを初めて開くと、イヤ
ホンは自動的にペアリング状態になります。
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アプリとのペアリング
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ノイズ キャンセリング効果や快適さをもとに、外耳道に最もフィットするイヤ
プラグを選びます。  
イヤプラグの設置穴とイヤホンのマウスピースの設置スロットを合わせます。

イヤプラグの交換

設置スロット

設置穴
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ノイズ キャンセリング効果を高めるため、イヤホンが外耳道にぴったりフィッ
トするように調節します。 

イヤホンの装着



感圧ボタンを長押し: アクティブ ノイズ キャンセリング オン、スルー モード、
およびアクティブ ノイズ キャンセリング オフを切り替えます。
感圧ボタンを � 回押す: 再生、一時停止、または通話に応答します。
感圧ボタンを � 回押す: 次の曲にスキップまたは通話を拒否します。
感圧ボタンを � 回押す: デバイスの音声アシスタントを起動します。
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* アプリで左右のイヤホンのボタンの機能をカスタマイズできます。
* 音声アシスタントはデバイスのブランドおよび機種によってサポート状況が異な
ります。
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イヤホンのコントロール

感圧ボタン



イヤホンを充電ケースに置くと、自動的にイヤホンが充電されます。
USB Type-C 充電ケーブルを使用して充電ケースを充電します。

イヤホンの充電
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イヤホンをデバイスに接続すると、アプリでイヤホンと充電ケースのバッテリー
残量を確認できます。
ふたを開くか、充電ケースの機能ボタンを押します。充電ケースのインジケータ
が白く表示されている場合は十分なバッテリー残量があり、赤い場合はバッテ
リー残量が少ないためケースを充電する必要があります。

バッテリー残量の表示



�� 基本仕様

製品機種: 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
充電ケースの入力: � V          �.� A
充電ケースの出力: � V          �.� A
Bluetooth 周波数: ����‒����.� MHz
BLE 出力電力: <� dBm
システム要件: Android �.� または iOS ��.� 以降
ワイヤレス接続: Bluetooth �.�、BLE
防水および防塵等級: イヤホン IP��
動作温度: �°C ～ ��°C
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Bluetooth® のワード マークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有
する登録商標です。また、そのような商標を Anhui Huami 
Information Technology Co., Ltd. はライセンスの下に使用し
ます。その他の商標や商品名は、各所有者の商標や商品名です。
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ヒント: 
Amazfit PowerBuds Pro には IP�� の防水および防塵等級があります。汗や軽い
雨には耐えられますが、水に浸けることはできず、ウォータースポーツには適し
ていません。水泳やシャワーの際にはイヤホンを着用しないでください。また、
湿潤環境でイヤホンを充電しないでください。イヤホンに水滴が付着した場合、
柔らかくて乾いた、糸くずの出ない布でふき取ってください。充電ケースは防水
ではありません。濡らさず、清潔に保ってください。



Amazfit の法的関連情報と製品認証情報については、Amazfit の管理項目を参考し
てください。

�� バッテリーの安全性
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このデバイスには取り外しおよび交換ができないバッテリーが内蔵されています。
自分でバッテリーを分解したり、変更したりしないでください。
‒ バッテリーを火や加熱炉に廃棄したり、機械で破壊したり、バッテリーを切断
したりすると、爆発する可能性があります。
‒ 非常に高温な場所にバッテリーを放置すると、爆発したり、可燃性の液体やガ
スが漏れたりする可能性があります。
‒ バッテリーを非常に低い気圧にさらすと、爆発したり、可燃性の液体やガスが
漏れたりする可能性があります。

���-������



規制認証制度に合格し、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。
本製品とその付属品は、小さいパーツです。本製品とその付属品は、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
意で壊してしまったり、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。
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�� 安全警告

本製品を使用する前に、以下の注意事項をお読みください。製品性能を最大限に
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。
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イヤホンで音楽を聞いたり、電話に応答したりするときは、聴覚への
ダメージを避けるために、音楽や通話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
なる可能性があります。
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プラスチック、シリコン、およびその他の素材にアレルギーがある人もいま
す。長時間にわたって体に触れると、赤くなったり、腫れたり、炎症および
その他の症状が発生する場合があります。このような状態になった場合、本
製品の使用を止め、医師に相談してください。
本製品には、リチウム バッテリーが内蔵されています。本製品を分解する、
強く打つ、押しつぶす、または火に入れるなどの行為は行わないでください。
激しい膨張が見られる場合、本製品の使用を中止してください。また、本製
品を高温の環境に置かないでください。
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。医療機器の使用制限
については、ご利用の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。
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お住まいの国や地域の規則を守り、運転中は本製品を使用しないでください。
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
場所では、本製品を使用しないでください。
道路、工事現場、線路、またはこれらの近くで自転車に乗ったり歩いたりす
る場合など、注意が必要な活動を行っているときにイヤホンを使用する場合
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、イヤホンをはずすか、音量を下げてください。
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。
本製品および付属品の廃棄に関する現地の法律と規制を遵守し、リサイクル
にご協力ください。
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�� トラブルシューティング

次の Web サイトで FAQ を確認してください: https://support.amazfit.com/en

�� 保証と返品のポリシー

Amazfit Limited Warranty は、本製品の購入初日から有効となる、Amazfit 製品の
製造上の欠陥に対する保証です。保証期間は、購入国で適用される消費者法に準
拠する �� か月またはその他の期間となります。当社の保証には、適用される消
費者法に準拠の上、当社規定の保証が付加されます。
公式 Web サイト: en.amazfit.com
ヘルプ: support.amazfit.com/en
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