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ボタン電池
（本体に内蔵）

歩数計本体

取扱説明書

この度はBluetooth歩数計をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品は個人向け製品であり、iPhoneへデータを蓄積、モニターできるように設計され
ています。
業務用、医療機関向けではございませんので、医療機関へのデータの提出などはしない
で下さい。
また、ご使用の前に本取扱説明書をよくご覧下さい。読み終わった後も本取扱説明書は大
切に保管して下さい。

■はじめに

最初にご確認ください。

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
※デザインおよび仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に
記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

※専用App「Bluetooth Pedometer」のインストールはインターネット環境下でおこなっ
てください。
※専用App「Bluetooth Pedometer」は無料でお使いいただけますが、ダウンロード時の
通信費用は、お客様のご負担となります。

Q.歩数のカウントが進みません。
A.正しく歩数計が接続されているか確認して下さい。

Q.接続されません。
A.「電池のセット」の手順より、角度設定を行って下さい。それでも解決しない場合、
iPhone側のBluetoothをON/OFFして再度設定してください。

■セット内容

本歩数計は単体での測定はできません。専用App「Bluetooth Pedometer」を以下
の手順に従いインストールしてください。

①iOSデバイスでApp Storeを起動し、
  「Bluetooth Pedometer」というキーワードで検索してく
ださい。
　または右のQRコードにてアクセスしてください。

②右図と同じアイコンのAppをインストールしてください。

※アプリは製品改善のため予告なくアップデートされることがあ
ります。

■専用App「Bluetooth Pedometer」のインストール 

①本体表面の電池カバーをコイン等で矢印の方向に回転させて取り外してください。
②本体内部電池接点と電池の間に絶縁シートが敷いてありますので取り出します。
　※電池は下図のように、「＋」と「CR 2032」の表示が上になるようにセットします。
③電池カバーをコイン等で反対の方向に回転させて取付けてください。

■電池のセット

本歩数計は精密電子機器です。必ず乾燥した場所に保管してください。正確な結果を
保証するため、磁場からは離れた場所で保管してください。磁場が通信に影響を及ぼし、
本歩数計が損害を受ける場合があります。本製品は防水仕様ではありません。

■保管に関するご注意

●歩数や移動距離、消費カロリーを計測できるBluetooth対応の歩数計です。
●専用アプリを使用し、過去の履歴や推移を記録、表示させることができます。
●iPhoneのGPS機能使用すれば、移動箇所を表示できるロガーとしても使用できます。
●超小型サイズ、超軽量なので、付けているのが気になりません。
●Bluetooth 4.0LEなので、電池が長持ちします。

■本製品の特長

■仕様

適合規格 Bluetooth4.0(BLE)

周波数範囲 2.4GHz

対応プロファイル GATT

送信出力 class2

電　　源 ボタン電池CR2032 ×1個

動作期間 約３ヶ月（使用状況により異なります）

対応OS iOS 5.1以上（2013年11月現在）

サイズ•重量 約W38mm×D27mm×H8mm • 約5g（内蔵電池含まず）

色 ブラック

Bluetooth歩数計
取扱説明書

●Bluetooth歩数計本体
●ボタン電池（テスト用）
●取扱説明書

＜インストール方法＞

※iPhone、iPod touchはApple Inc.の商標であり、米国およびその他の国で登録されてい
ます。

本歩数計はiOS5.1以降のバージョンを搭載した、以下のモデルと連携させることがで
きます。
また、本書では以下の対応デバイスをiOSデバイスと表記します。

■対応iOSデバイス

●iPhone 5s、5c
●iPhone 5
●iPhone 4S

●iPod touch（第5世代）

■履歴画面

■グラフ画面

①アプリを起動すると、自動的にペアリングモードになります、下部メニューから設定画
面を開き「歩数計を接続」を選択し、ペアリング、接続を行います。

②歩幅入力のメッセージが表示されますので「OK」を押し、メイン画面右下「⑮設定」を
押し入力して下さい。

※デバイス名は[400B003＋シリアルNo]です。
   
　表示の例としては[400B00300001]のようになります。

   

■ペアリング

■セット内容と各部の名称 

●計測されたデータをもとに、数値をグラフ化
して表示します。

　年、月、週単位で表示できますので、表示し
たい単位をタップして切り替えて下さい。

※縦軸は歩数表示のみです。カロリー表示に
は出来ません。

■設定画面

●履歴削除
　メインメニューに表示される現在のデータ
を削除します。

●合計歩数削除
　メインメニューに表示される現在のデータ
を削除します。

●体重
　体重を入力します。10～300Kgの範囲で
入力してください。
　※初回使用時に入力が必要になりますので、
　　変更する場合に使用します。

●歩幅
　歩幅を入力します。20～200cmの範囲で
入力してください。
　※初回使用時に入力が必要になりますので、
　　変更する場合に使用します。

●計測された履歴を表示します。
　No.の番号が若い順から古い履歴となりま
す。

[下部メニュー]

⑫歩数計・・・メイン画面が表示されます。

⑬履歴・・・履歴画面を表示します。

⑭グラフ・・・履歴をグラフ化したものを表示し
ます。

⑮設定・・・設定画面を開きます。

※下部メニューについての説明は次項を参照
してください。

■メイン画面

①接続状態、接続している歩数計のシリアル
　が表示されます。

②接続されている歩数計の電池残量が表示
されます。

③合計歩数・・・歩数計の電源が入ってからの
　合計の歩数が表示されます。

④総距離km・・・歩数計の電源が入ってからの
　合計移動距離が表示されます。
　＊歩幅×歩数で算出されます。

⑤総消費カロリー・・・歩数計の電源が入ってか
らの合計消費カロリーが表示されます。
　但し、接続されていない間は歩数のみのカ
ウントとなり、加算されません。

⑥計測時間・・・「開始」ボタンで時間指定計測
を行った場合の時間が表示されます。

⑦消費カロリーkcal・・・時間指定計測時のみ
の消費カロリーが表示されます。

⑧歩数・・・時間指定計測時のみの歩数が表示
されます。

⑨距離(m)・・・時間指定計測時のみの移動距
離が表示されます。

⑩歩数/分・・・時間指定計測時の分単位での平
均歩数が表示されます。

⑪「開始」ボタン・・・時間指定計測時に使用しま
　す。
　ランニング開始時や通勤など、スポットで
　計測したい場合にはこのモードを使用しま
す。
　終了する場合は「停止」をタップします。

※位置情報をONにすれば、⑬履歴でマップ
を利用したロガー機能が使用できます。

●GPSロガー機能
　iPhoneのGPS機能をONにした状態で計
測すれば、iPhoneのマップを使い移動した
場所を記録、表示できます。
　
　各No.の右端にある矢印をタップすれば表
示されます。

※GPSがONになっていない状態で計測した
場合は記録は残りません。

※iPhone本体のGPSの精度により誤差が
生じることがあります。

●No.の削除
　削除したいNo.がある場合は、その行内で
　右から左にスワイプすることで削除のアイ
コンが表示されますので、タップして削除し
てください。

●歩数計を接続
　歩数計を新たに接続したり、接続エラーな
どが出た場合に接続するメニューです。
　電池を入れ、接続されていない状態であれ
ば自動的にペアリングモードになりますの
で、このメニューを開いて歩数計を選択し、
　ペアリング、接続を行います。

■よくある質問

■保証規定

警告・注意事項
●本製品は自宅で使用し、個人の健康をモニターできるよう設計された家庭用製品です。業務
用（病院や医療機関）では使用しないでください。

●本製品は精密電子機器です。必ず乾燥した場所に保管してください。また、正確な結果を保
証するため、磁場から離れた場所で保管してください。磁場が通信に悪影響を及ぼし、損害を
受ける場合があります。

●風呂場などの湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。また、濡れた手でのご使用
は絶対におやめください。感電の原因となります。
●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがや誤飲などの原因となります。
●投げたり、振り回したりしないでください。故障やけがの原因となります。
●万一、本製品が極端に発熱している、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常がある
ときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
●直射日光や、高温になる場所には置かないでください。火災・故障の原因となります。
●極端な温度条件下や急激な温度変化にさらされる場所での使用・保管はお止めください。故
障・破損の原因となります。

●長時間ご使用にならない場合は本製品から電池を取り外して保管してください。液漏れやサ
ビにより故障の原因となります。
●電子レンジなど強い磁場を避けて使用、保管してください。
●万一、本製品が破損した場合はご使用を中止してください。故障やけがの原因となります。
●本製品の分解、改造、修理は絶対におやめください。故障やけがの原因となります。また、それ
らをおこなった場合の保証は致しかねますのでご了承ください。
●本製品の上に物を置かないでください。故障の原因となります。
●本製品は高度な信頼性を必要とする設備や機器、あるいはそれらの制御システムに組み込
んでの使用は想定されておりません。かかる設備、機器及び制御システムなどに本製品を使
用し、事故、災害、損害などが生じても弊社ではいかなる責任も負いかねます。

●本パッケージに含まれる全てのものについて、その一部または全部を無断で複製、複写する
事はできません。

●お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益に付いて、弊社は一切の責任を負
いかねますので、予めご了承ください。

1台
１個
1部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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保 証 書
シリアルナンバー

お名前（ふりがな） ご住所

販売店名・住所・TEL

ご購入日から保証期間　6ヶ月　　　お買い上げ年月日　　　　年　　　月　　　日

〒

TEL 担当者名

お
客
様

販
売
店

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
　万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製
品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　（１）保証書をご提示いただけない場合。 
　（２）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 
　（３）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 
　（４）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。  
　（５）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。 
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいた
しかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わない
ものとします。 
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。 
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機
器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりま
せん。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も
負いかねます。 
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。
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電池カバー電池

絶縁シート

Q.歩数のカウントが進みません。
A.正しく歩数計が接続されているか確認して下さい。
A.電池の向き（「電池のセット」の図参照）が正しいか確認してください。

■よくある質問

電池カバー

クリップ（裏側）

電池カバーロック
位置マーク

電池カバーオープン
位置マーク

絶縁シート

<400B003xxxxx>

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
BE/AB/KTDaSz

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
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