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�� 同梱物

スマートウォッ チ（バンド付属）×� 充電クレードル×� 取扱説明書×�
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�� スマートウォッチ本体について

心拍センサー

充電接触部

下のボタン:
特定のアプリケーションを開始するには、下のボタン
を押します。

注: 上のボタンを長押ししてもスマートウォッチがオンにならない場合は、スマートウォッチを充電
してから再試行します。

上のボタン:
�.

�.

�.  

スマートウォッチをオン/オフまたは再起動するには、
上のボタンを長押しします。
アプリケーション リストに移動するには、上のボ
タンを押します。
回転してページを切り替えます。 



�� スマートウォッチとスマートフォンのペアリング

�.

�.
�.

�.

取扱説明書にある QR コードをスマートフォンでスキャンして、アプリをスマートフォンにダウン
ロードします。また、アプリの最新バージョンを Google Play ストアまたは Apple App Store か
らダウンロードすることができます。
アプリを開き、アカウントを登録して、ログインします。
アプリの説明に従って、スマートウォッチを正しくペアリングします。
ペアリングが完了すると、スマートウォッチに正確な時刻が表示されます。
必要に応じて、スマートウォッチの他の機能も設定できます。

Zepp アプリの
ダウンロード

�



�

注:
�.
�.
�.

快適に使用できるよう、最新バージョンのアプリを使用してください。
オペレーティング システムは Android �.� または iOS ��.� 以上が必要です。
スマートフォンの Bluetooth を直接使用してスマートウォッチをペアリングしないでください。
アプリの説明に従って、スマートウォッチを正しくペアリングします。
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�� スマートウォッチの充電

�.

�.

�.

注: 
�.

�.

スマートウォッチ同梱の充電器を使用してください。充電する前に、
充電器が乾いていることを確認します。
電源は �A 以上のアダプタを使用してください。

スマートウォッチの充電ケーブルの USB ポートを電源アダプターまたはコンピューターの USB 
ポートに接続します。
スマートウォッチを充電器に置きます。スマートウォッチの向きと位置に注意して、スマートウォッ
チの背面にある金属接触部が充電器と密着していることを確認します。 
充電が開始したら、スマートウォッチには充電の進捗状況が表示され
ます。
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�� バンドのはずし方と取付け方

スマートウォッチのストラップを装着/取り外す方法については、図を参照してください。

注：バンドの取り付けが終わったら、バンドを引っ張って正しく取り付けできているか確認してく
ださい。
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�� 装着

�.

�.

�.

スマートウォッチのストラップは、きつく締めすぎたり緩めすぎたりしないように装着して、皮膚
が呼吸できる十分な隙間を残します。これにより快適感が得られ、センサーが機能できます。
血液酸素飽和度を測定するときは、スマートウォッチを正しく装着します。スマートウォッチが
手首関節に当たらないようにし、腕を水平にしてスマートウォッチと手首の皮膚が快適に (適度な
締めつけ感で) フィットするように維持して、測定中は腕を動かさないようにします。外部要因 
(腕の下がり、揺れ、体毛、タトゥーなど) の影響により、測定結果が不正確、測定に失敗する、
または出力されない場合があります。
運動中はスマートウォッチのストラップを締めて、運動後に緩めることをお勧めします。
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�� 基本パラメーター

製品モデル: A����
入力: DC � V ��� mA (最大)
Bluetooth バージョン: V�.�
無線 LAN: �.� GHz ���.�� b/g/n
Bluetooth 出力電力: <�� dBm
BLE 出力電力: <� dBm
ウォッチの [設定] > [OS] > [規制]ページで製品証明書情報を表示します。
デバイス要件: Android �.� 以上または iOS ��.� 以上の OS バージョンをインストールしたデバイス

動作温度: �°C ～ ��°C
防水等級: � ATM
Bluetooth 周波数: ����‒����.� MHz
WIFI 周波数: ����‒����.� MHz
WIFI 出力電力: <�� dBm

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。



�� バッテリーの安全性

�.

�.

�.

�.

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、機械的に破壊したり、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
結果とな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結果
となる可能性があります。

�



�� 注意事項

��

�.

�.

�.
�.

�.

怪我の可能性を回避するために、お子様やペットが本製品や付属品を飲み込んだり噛んだりし
ないようにしてください。
本製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。発火や爆発の原因となる可能性
があります。
本製品をオーブンや電気ヒーターなど、熱源や裸火の近くに置かないでください。
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。
純正品でない、または互換性のない電源アダプター、充電器、データ ケーブルを使用しないでく
ださい。ウォッチや付属品の破損、火災、爆発、その他の危険を生じる可能性があります。
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�.

�.

本製品によって発生する電波は、ペース メーカーや補聴器などの植込み型医療機器や個人用医
療機器の正常な動作に影響をおよぼす可能性があります。これらの医療機器を使用する場合は、
本製品の使用に関する制限事項についてメーカーにお問い合わせください。
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。

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

018-210201



�� 修理とメンテナンス
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�.

�.
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皮膚への刺激や、デバイスの腐食や、本デバイス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、バス フォーム、またはローションなどの洗浄剤で洗浄しないでくだ
さい。
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。 
革のストラップは防水ではありません。耐用年数が短くなる可能性があるため、ストラップは濡ら
さないようにしてください。
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。
シュノーケリング、温水シャワー、温泉、サウナ (蒸しぶろ室)、ダイビング、水中潜水、ウォーター 
スキー、および高速水流を伴うその他の活動を行うときは、スマートウォッチを装着しないでく
ださい。



�� 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
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�.

�.

デバイスを直射日光が当たる場所に長時間置かないでください。周囲の温度が高すぎたり低す
ぎたりすると、デバイスが故障することがあります。
輸送時は取扱いに注意してください。デバイスは乾燥状態を保ち、湿気の多い場所を避けてくだ
さい。



�� 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。

公式ウェブサイト: en.amazfit.com
ヘルプ: support.amazfit.com/en
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