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電源オン/オフ、再起動
電源オン
電源オフの状態で、充電するとバンドは自動で電源オンになります。
電源オフ
バンドのスクリーンをスワイプし、その他 > システム > 電源OFFをタップし、注意書きをタップ
し、次に表示される注意文言の  を選択すると電源オフになります。

電源オフにした後、再度電源オンにしたい場合、バンドを充電器に接続すると自動で電源オ
ンになります。

再起動
バンドのスクリーンをスワイプし、その他 > システム > 再起動を選択します。
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タイマーの設定
バンドのタイマーを設定する：
1 その他に入り、タイマーをタップします。
2 タイマーの設定方法

• 初めて使用する場合、タイマーの設定メニューに入り、必要に応じて時、分、秒を設定し
ます（時の値の範囲：0～11、分、秒の値の範囲：0～59）。

• 2回目以降使用する場合、前回設定されたタイマー画面に入り、  をタップし、前
の手順と同じようにタイマーを設定します。

3 設定を完了した後、  をタップしてカウントダウンを始めます。
4 カウントダウンしている状態で  をタップすると一時停止し、  をタップす

るとカウントダウンを終了します。
5 カウントダウンを終了すると、バンドではディスプレイが点灯して振動で通知します。右に

スワイプするか、  をタップすることで終了しますが、通知を終了しないと1分間続
きます。
タイマーが有効化されると、ホーム画面からタイマーに再び戻ったときに実行中の計時画面
が表示されます。
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ストップウォッチ
バンドでストップウォッチ機能を使用する：
1 その他画面に入り、ストップウォッチをタップします。
2  をタップして計時を開始します。ストップウォッチで測定可能な 長時間は59時

間59分9秒です。測定中はディスプレイが常時点灯し、 大時間になると自動で終了します。
3 計時の途中で：

•  をタップして計時を中止します。
•  をタップして計時を継続します。
•  をタップして計時を終了し、ストップウォッチをリセットすると、 初から計

時できます。
• 右にスワイプしてその他画面に戻っても、計時は止まりません。
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天気予報
バンドの文字盤を天気表示対応の文字盤に設定すると、ディスプレイに 新の天気予報を表示さ
せることができます：
1 ヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面で、天気予報を有効にします。
2 端末のGPSとヘルスケア（Huawei Health）アプリの位置情報取得権限を確認し、広い場所

で、端末がGPS信号を受信できるようにしてください。
EMUI 9.0以下の場合は、端末の測位モードをGPS、Wi-Fi、モバイルネットワークを使用する、
またはWi-Fi、モバイルネットワークを使用するを選択してください。GPSのみ使用するを選
択しないでください。

• 天気情報がバンドに同期できた場合、ディスプレイに天気と気温が表示されます。同期
失敗の場合は表示されません。

• バンドに表示される天気情報は、ヘルスケア（Huawei Health）アプリがサービスプロ
バイダから取得してプッシュ送信するもので、ヘルスケア（Huawei Health）アプリと
端末システムで使用する天気サービスプロバイダが違うため、バンドと端末に表示され
る天気情報に若干の差が生じることがあります。

• ヘルスケア（Huawei Health）アプリで接続済みのバンドをタップし、天気予報メニュ
ーに入り、温度の単位項目で摂氏（℃）と華氏（℉）を切り替えることができます。
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アラーム
ヘルスケア（Huawei Health）アプリとバンドを接続するとスマートアラーム及び予定アラーム
を設定できます。
• スマートアラームはユーザーが浅い睡眠に入っていることを検出すると、事前に振動して起こ

します。これにより、目覚めた後の眠気を大幅に軽減し、精神状態をより良くすることができ
ます。

スマートアラームは通常の睡眠モードのみ適用します。
• 予定アラームは設定された時間通りに起こします。時間とタグを設定した場合、バンドにはタ

グの内容を表示しますが、タグを設定していない場合、時間のみ表示します。
Androidユーザー：
1 ヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面で、アラーム > スマートアラームま

たはアラーム > 予定アラームをタップします。
2 スマート起床で、アラームの時間、繰り返しサイクル、スヌーズサイクルを設定します。
3 右上角の √ をタップして保存します。
4 アラーム情報がバンドに同期されたことを確認するために、ヘルスケア（Huawei Health）ア

プリのホーム画面を下にスワイプしてください。
iOSユーザー：
1 ヘルスケア（Huawei Health）アプリを開き、デバイスをタップします。
2 デバイスリストでバンドのBluetooth表示名称をタップします。
3 アラーム > スマートアラームまたアラーム > 予定アラームをタップします。
4 スマート起床で、アラームの時間、繰り返しサイクル、スヌーズサイクルを設定します。
5 保存をタップします。
アラーム情報がバンドに同期されたことを確認するために、ヘルスケア（Huawei Health）アプ
リのホーム画面を下にスワイプしてください。

• アラームが振動している際に、バンドのホームボタンを押してスヌーズします。長押しす
るとアラームが終了します。スヌーズの時間は10分です。

• アラームが振動している際に如何なる操作もない場合、自動的にスヌーズになり、3回ス
ヌーズした後自動で終了します。
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端末のアラームと同期する
EMUI 8.1以降のHuawei端末の場合は、バンドに端末のシステムアラームを同期できます。アラ
ームが鳴った後、バンド側の表示に従ってアラームを終了するかまたはその他の操作が行えま
す。

• アラームを同期させるには、バンドと端末アプリが正しくペアリングしている必要があり
ます。

• 端末のアラームの同期に失敗する場合、バンドとのペアリングを一度解除して再度ペアリ
ングしてください。
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文字盤の設定
バンドには現在、ホーム画面のデザインや表示方法が多数用意されています。
• 方法1：ホーム画面を長押しし、バンドが振動して現在の文字盤が縮小して枠が表示された際

に、上下にスワイプし、お気に入りの文字盤をタップして選択します。
• 方法2：その他画面に入り、文字盤をタップし、現在の文字盤が縮小して枠が表示された際に、

上下にスワイプし、お気に入りの文字盤をタップして選択します。
• 方法3：ヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面の文字盤 > その他をタップ

し、お好みの文字盤のインストールをタップします。インストール完了後、バンドは自動で
新の文字盤を設定します。またインストールされた文字盤をタップし、デフォルトに設定をタ
ップするとバンドの文字盤を変更できます。

• iOS端末のヘルスケア（Huawei Health）アプリは文字盤ストアの入口が表示されませ
ん。Android端末とペアリング接続し、好みの文字盤をダウンロード、インストールし
た後にiOS端末に接続して使用してください。

• 文字盤ストアは現在一部の国と地域のみに対応しています。詳しい内容は現地の
Huaweiの公式ホットラインにてお問い合わせください。

文字盤を削除する：
ダウンロードされた文字盤を削除する：ヘルスケア（Huawei Health）アプリの文字盤でダウン
ロード済みの文字盤をタップし、右上角にある  をタップすると削除できます。
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工場出荷時の設定に戻す
方法1：バンドから

その他 > システムに入り、リセットをタップし、  をタップしてバンドを工場出荷時の設定
に戻すことができます。リセットを行うとすべてのデータが 削除されますので、リセット操作は
慎重に行ってください。
方法2：ヘルスケア（Huawei Health）アプリから
アプリのデバイス詳細画面に入り、工場出荷時の設定に戻すを選択します。
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バージョン情報の確認
方法1：バンドで確認する
その他 > システム画面に入り、端末情報をタップしてバンドのバージョン情報を確認します。
方法2：ヘルスケア（Huawei Health）アプリで確認する
バンドと端末をヘルスケア（Huawei Health）アプリで接続し、デバイス詳細画面に入り、ファ
ームウェア更新をタップして現在のバンドのファームウェアバージョンを確認します。
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タイムゾーンと言語の設定
端末と同期すると、端末のシステムの言語とタイムゾーンが自動でバンドに同期されるため、バ
ンドの時間と言語の設定は不要です。
端末の言語、地域、時間、または時刻表示（12/24時制）が変更された場合、バンドと端末をペ
アリングすると自動で同期修正されます。
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活動促進通知
活動促進通知が有効な場合、バンドは1日を通じて活動を段階的に監視します（デフォルトでは
1時間刻みに設定されています）。1日を通じて活動と休息のバランスが取れるように、通知時に
はバンドが振動し、画面がオンになります。
通知によって注意が散漫になる場合は、ヘルスケア（Huawei Health）アプリで活動促進通知を
無効にします。

• ヘルスケア（Huawei Health）アプリでバンドの 通知の鳴動制限を有効にしている場合、
バンドは振動せず、活動を促す通知は行われません。

• 睡眠中であることを検知した場合、バンドは振動しません。
• バンドは、8:00～12:00及び14:00～20:00の時間帯にのみ、通知を送信します。
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睡眠モニタリング
バンドを装着して寝ると、バンドが自動で入眠、覚醒、また深い睡眠、浅い睡眠時間を認識し、
ヘルスケア（Huawei Health）アプリに同期すると睡眠データの詳細を確認できます。
ヘルスケア（Huawei Health）アプリでデバイスの詳細画面からHUAWEI TruSleepTMを有効にし
ます。
HUAWEI TruSleepTM睡眠モニタリング技術の採用により、深い睡眠、浅い睡眠、レム睡眠と覚醒
状態を正確に認識でき、睡眠の質の評価及びアドバイスを受けられます。

HUAWEI TruSleepTM機能をオンにすると、バンドの電力消費が少し増えます。
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バンドとヘルスケア（Huawei Health）アプ
リの更新

ユーザー体験を常に改善するために、随時新しいバージョンをリリースしています。以下の手順
でバンドとヘルスケア（Huawei Health）アプリを 新バージョンに更新してください：
バンドのソフトウェアを更新する
方法1：バンドと端末をヘルスケア（Huawei Health）アプリで接続し、アプリのデバイス詳細
ページに入り、ファームウェア更新をタップしてバンドのバージョンの更新情報を検索し、表示
に従って更新操作を行ってください。
方法2：
• Androidユーザー：ヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面で、Wi-Fi経由で

デバイスを自動更新をオンにすると、新しいバージョンがリリースされた場合バンド側に自動
的に伝送され、バンドに更新通知が表示されます。表示に従って更新操作を行ってください。

• iOSユーザー：ヘルスケア（Huawei Health）アプリの左上角にあるユーザーアイコンをタップ
し、下位メニューに入り、設定 > Wi-Fi経由でデバイスを自動更新をオンにすると、新しいバー
ジョンがリリースされた場合バンド側に自動的に伝送され、バンドに更新通知が表示されま
す。表示に従って更新操作を行ってください。

ヘルスケア（Huawei Health）アプリを更新する
Androidユーザー：ヘルスケア（Huawei Health）アプリの自分 > 更新を確認を選択します。
新しいバージョンがある場合は、更新をタップしてください。
iOSユーザー：App Storeでヘルスケア（Huawei Health）アプリを更新してください。

更新する際にバンドのBluetooth接続は一度切断されます。更新が完了するまでお待ちくだ
さい。
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日常活動のデータを記録する
バンドは自動で歩数、距離、消費カロリーなどのデータを毎日の運動データに同期します。
以下の2つの方法で、日常活動のデータを確認します。
方法1：バンドで確認する
バンドの画面をスワイプし、アクティビティ 画面（靴マーク）に切り替え、タップして入ると、
上下にスワイプすることで、運動歩数、消費カロリー、運動距離、中高強度活動時間、立ち上が
った回数統計などのデータを確認することができます。
方法2：アプリで確認する
ヘルスケア（Huawei Health）アプリのホーム画面で活動のデータ詳細を確認することができま
す。

• ヘルスケア（Huawei Health）アプリで日常の活動データを確認するためには、アプリと
バンドが正しくペアリングされている必要があります。

• 毎日午前0時に当日の活動データは自動で消去されます。
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バンドを装着している手をポケットに入れて
も、歩数を記録できる？

歩数を記録することはできますが、バンドを装着している手をポケットに入れると、歩行する際
にバンドの律動が規律的にならないため、歩数が正しくカウントできない場合があります。
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データの保存時間
バンドと端末を接続していない場合、7日間の日常活動のデータ（睡眠、歩数）と累計24時間の
運動データが保存できます。
データを確実に保存、管理するために、毎日1回端末のヘルスケア（Huawei Health）アプリと
接続し、アプリのホーム画面を下にスワイプしてデータをアプリのクラウドサーバに同期するこ
とをお勧めします。
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ワークアウトルートの記録
ウォッチはGPSを内蔵しています。端末から切断されていても、屋外ランニング、屋外ウォーキ
ング、屋外サイクリング、クライミング、その他のアウトドアモードを開始すると、ウォッチは
ワークアウトルートを記録できます。

異なるモデルで、さまざまな屋外ワークアウトモードをサポートしています。
ウォッチでワークアウトルートを表示できない場合、ワークアウトデータをHuawei Healthアプ
リに同期し、Huawei Healthの 活動記録 でワークアウトルートやその他の詳細なワークアウト
データを表示します。
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HUAWEI TruSleep の機能
ヘルスケア（Huawei Health）アプリのHUAWEI TruSleepをオンにしていない場合、ウェアラブ
ルデバイスの睡眠に対するモニタリングは身体の動きのみに基づいて測定され、睡眠時間や睡眠
の深さも単純に判断されます。睡眠データは端末アプリに同期されても、詳細情報には睡眠時間
のみが表示されます。
ヘルスケア（Huawei Health）アプリのHUAWEI TruSleepをオンにすると、ウェアラブルデバイ
スは心拍数信号から正常な洞調律間隔の順序及び呼吸信号を抽出し、Hilbert-Huang変換技術

（HHT）により、2種類の信号のコヒーレンス及び相互スペクトルパワーを分析し、睡眠時の心肺
カップリング動力学スペクトル（CardioPulmonary Coupling, CPC）を生成し、深い睡眠、浅い
睡眠、素早い目の動き、覚醒など睡眠の各段階を正しく分析します。睡眠に対して多角的な測定
を行うだけでなく、測定結果に基づき、睡眠改善を提案したり、身体を整え、睡眠の質を改善す
るためのサポートをピンポイントで提供します。
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メッセージを確認する
端末のステータスバーに新しいメッセージ受信の通知があった場合、バンドが振動して通知しま
す。この時バンドが消灯状態の場合、ディスプレイを点灯するとメッセージを表示しますが、バ
ンドが点灯状態の場合はメッセージが直接表示されます。

• 未読メッセージセンターに1通のみある場合、直接メッセージを確認できます。複数のメ
ッセージがある場合、確認したい通知をタップして確認してください。

• バンドの未読メッセージの詳細画面を右にスワイプすると、1通のメッセージの表示を終
了し、未読メッセージセンターからこのメッセージを削除できます。

• バンドには未読メッセージを10通まで保存できます。10通になると、 初に受信されたメ
ッセージに上書きします。 大2画面のメッセージ内容を表示し、画面を上下にスワイプ
することで内容を確認できます。残りの内容は端末側で確認してください。（QQメッセ
ージの場合はすべてのメッセージが 1件の通知に表示されます。）

• 既読のメッセージは再表示できないため、端末側で履歴を確認してください。
• バンドにメッセージ通知がない場合、ホーム画面を右にスワイプできず、未読メッセージ

センターも自動で非表示になります。
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メッセージを削除する
バンドにメッセージ通知がある場合、ホーム画面を右または上下にスワイプし、メッセージセン
ターに入って未読メッセージを確認します。
1件削除：メッセージ内容を表示する画面を右にスワイプします。
すべて削除：メッセージリストの下にあるすべて消去をタップすると、すべての未読メッセージ
を削除します。
Androidユーザー：端末で既読にするか、ステータスバーから通知を削除すると、バンドも当該
メッセージ通知と内容を同時に削除します。
iOSユーザー：端末で既読にするか、ステータスバーから通知を削除すると、バンドも当該メッ
セージ通知と内容を同時に削除します。
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メッセージ通知の設定
メッセージ通知をオンにする
メッセージ通知機能によって端末のステータスバーにプッシュ送信された通知をバンドにプッ
シュ送信できます。バンドとヘルスケア（Huawei Health）アプリをペアリングして接続する
と、端末の表示に従ってヘルスケアのメッセージ通知権限をオンにします。
1 バンドとヘルスケア（Huawei Health）アプリを 新版に更新します。
2 端末でヘルスケア（Huawei Health）アプリを保護されたバックグラウンドアプリとして設定

すると、ヘルスケア（Huawei Health）アプリをバックグラウンドで常時実行できます。
3 Androidユーザー：ヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面の通知をタップ

して通知をオンに設定し、プッシュ送信が必要なアプリもオンに設定します。また端末のシ
ステム設定でステータスバーにプッシュ送信が必要なアプリをオンに設定します。（EMUI
8.1.0の場合：設定 > アプリ&通知 > 通知管理に進み、通知する必要のあるアプリをタップし、
通知を許可します。）

4 iOSユーザー：ヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面にメッセージ通知を
タップして通知をオンに設定し、プッシュ送信が必要なアプリもオンに設定します。また端
末のシステム設定でステータスバーにプッシュ送信が必要なアプリをオンに設定します。
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• バンドが対応するメッセージの種類：ショートメール、メール、カレンダー、スマート
シーン（EMUI 8.1以上のHuawei端末のみ）、Wechat、QQなどSNSアプリのプッシュ
送信メッセージに対応します。

• ワークアウト中または省電力モードでもバンドはメッセージを受信できますが、通知し
ません。ワークアウト終了後または省電力モードをオフにすると、文字盤のホーム画面
を右または上下にスワイプしてメッセージセンターに入って確認できます。

• 非装着時に通知の鳴動を制限をオンにすると、バンドが装着状態のときのみメッセージ
をプッシュ送信します。

• 端末がチャット画面の場合、メッセージはバンドにプッシュ送信されません。例えば、
端末でWechatを使用してチャットしている場合、Wechatの情報はバンドにプッシュ送
信されません。

• メッセージ通知機能をオンにすると、バンドの電力消費が増えます。
• バンドはBluetooth切断時の通知に対応しています。ヘルスケア（Huawei Health）ア

プリのデバイス詳細画面でBluetooth切断時の通知をオンにします。
Bluetooth切断時の通知をオンにし、端末とバンドがBluetoothの接続範囲を超えると
バンドが振動して通知しますが、端末側は通知しません。

メッセージ通知をオフにする
• ヘルスケア（Huawei Health）アプリでメッセージ通知をオフにする：

• Androidユーザー：ヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面の通知をタッ
プし、通知をオフにします。

• iOSユーザー：ヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面にメッセージ通知
をタップし、通知をオフにします。

• ヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面の通知の鳴動制限を設定すると、通
知の鳴動制限設定時間内はバンドは振動またディスプレイ点灯で通知せず、手首を上げてディ
スプレイを起動する機能も自動でオフにします。重要な通知を見逃さないよう、必要ではない
場合は通知の鳴動制限モードをオフにしてください。

通知の鳴動制限モードでは、睡眠状態でバンドはメッセージを受信できますが、通知しませ
ん。文字盤のホーム画面を右または上下にスワイプしてメッセージセンターに入って確認で
きます。

メッセージ通知の設定
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着信通知
端末に着信がある場合、バンドが振動で通知し、発信元の電話番号及び氏名を表示します。バン
ドの着信拒否マークをタップするか、上にスワイプすることで着信を拒否します。またバンドの
ディスプレイをタップするか、ホームボタンを押すことで着信を無視/ミュートします。
着信中に如何なる操作も行わない場合、発信元が切った後、バンドは不在着信の番号及び氏名を
含む着信通知を表示します。この通知は右にスワイプして削除できます。

• 着信中にはバンドが常時点灯します。
• EMUI 4.0以降のHuawei端末の場合、バンドは不在着信記録に対応します。
• ワークアウト中でも、着信があった場合バンドが振動し、ディスプレイが点灯することで

通知します。
• バンドとAndroid端末をペアリングしている場合、バンドのディスプレイをタップするか、

ホームボタンを押すと、ホーム画面が表示されて着信を無視できます。iOSの場合はバン
ドのディスプレイをタップするか、ホームボタンを押すとミュート画面になり、2秒後に
ホーム画面が表示されます。続行して着信をミュートできます。

23



Bluetooth 表示名称、MAC アドレス、シリア
ル番号の確認

Bluetooth表示名称を確認する：
方法1：ヘルスケア（Huawei Health）アプリを使用してバンドと端末を接続します。アプリに
表示されるデバイスの名称が、バンドのBluetooth表示名称です。
方法2：バンドのその他 > システム画面に入り、端末情報をタップします。ディスプレイに表示
された端末名がバンドのBluetooth表示名称です。
MACアドレスを確認する：
方法1：バンドのその他 > システム画面に入り、端末情報をタップします。ディスプレイに表示
されたMAC:の後ろにある12桁の英数字がMACアドレスです。
方法2：バンド背面のレーザー刻印文字を確認し、モデル名の下の12桁の英数字がMACアドレス
です。
方法3：バンドと端末を接続し、ヘルスケア（Huawei Health）アプリを開き、バンドの詳細画
面に入ります。工場出荷時の設定に戻すの右側にある番号がMACアドレスです。
シリアル番号を確認する：
バンドのその他 > システム画面に入り、端末情報をタップし、ディスプレイを上にスワイプしま
す。SN:の後ろにある16桁の英数字がバンドのシリアル番号です。
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バンドと端末のペアリング
初めて使用する場合、バンドに充電器を接続すると、自動で電源がオンになります。バンドの
Bluetoothはデフォルトでペアリング可能の状態になります。

Android 4.4以降、またiOS 9.0以降の端末を使い、端末側のBluetoothもオンにしてくださ
い。

• Androidユーザー：
1 端末のアプリストアで 新のヘルスケア（Huawei Health）アプリを検索し、ダウンロード

してインストールしてください。
2 ヘルスケア（Huawei Health）アプリを開き、デバイス > 追加 > スマートバンドに移動し

て、バンドの名称を選択します。
3 ペアリングをタップすると、アプリは自動で検出されたBluetoothデバイスの名称を表示し

ます。ペアリングしたいBluetoothデバイスを選択して端末とのペアリングを開始します。
バンドでは、初めて電源を入れた時、または工場出荷時の設定に戻された場合、ペアリ
ングする前に言語を設定する必要があります。ペアリング完了後、選択されたバンドの
言語がペアリング済みの端末システムの言語と一致しない場合、バンド側は自動で端末
の言語に変更されます。

4 バンドがペアリング要求を受けて振動で通知したら、  をタップしてペアリングを確認
します。

• ペアリング完了後、バンドはペアリング成功の画面を2秒表示し、端末情報（日付、
時間など）を同期し始めます。

• ペアリングが失敗した場合、バンドはペアリング失敗の画面を2秒表示し、起動画面
に戻ります。

• iOSユーザー：
1 端末でApp Storeにログインし、ヘルスケア（Huawei Health）アプリを検索して、ダウン

ロードし、インストールしてください。
2 ヘルスケア（Huawei Health）アプリを開き、デバイス画面に入り、右上角の+ > スマート

バンドに移動して、バンドの名称を選択します。
3 アプリは自動で検出されたBluetoothデバイスの名称を表示します。ペアリングしたい

Bluetoothデバイスを選択して端末とのペアリングを開始します。
バンドは初めて電源を入れた時、または工場出荷時の設定に戻された場合、ペアリング
する前に言語を設定する必要があります。ペアリング完了後、選択されたバンドの言語
はペアリング済みの端末システムの言語と一致しない場合、バンド側は自動で端末の言
語に変更されます。

4 バンドがペアリング要求を受けて振動で通知したら、  をタップしてペアリングを確認
します。

5 端末にBluetoothのペアリング要求が表示される場合、ペアリングをタップしてペアリング
を開始します。
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バンドと他の端末のペアリング方法
• Androidユーザー：

1 すでにペアリング済みの端末がある場合、 初にこの端末とのぺアリングを解除してくださ
い。
ペアリング済みの端末のBluetoothがオンになっていることを確認し、ヘルスケア（Huawei
Health）アプリでバンドのデバイス詳細ページをタップし、ペアリング解除をタップして
ペアリング済みの端末とバンドのペアリング解除を行います。

2 新しい端末のヘルスケア（Huawei Health）アプリを使用してバンドとペアリングしてくだ
さい。

• iOSユーザー：
1 端末のヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイスマネージャーでバンドとのペアリン

グを解除し、端末の設定 > Bluetoothで、対象のバンドのBluetooth表示名称の後ろにある
○印をタップしてこのデバイスを無視するをタップします。
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2 新しい端末のヘルスケア（Huawei Health）アプリを使用してバンドとペアリングしてくだ
さい。

バンドと他の端末のペアリング方法
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リモート撮影
EMUI 8.1以降のHuawei端末のみ対応します。

1 バンドと端末がペアリングされている場合、端末に標準搭載されたカメラを起動すると、バ
ンドのディスプレイが点灯してカメラアイコンが表示されます。

2 バンドのディスプレイに表示されたカメラアイコンをタップすると、端末のカメラをリモー
ト操作で撮影でき、2秒後に自動で撮影待ち画面に戻ります。

1 バンドは、リモート撮影画面の状態で5秒以上操作がない場合、ディスプレイを消灯し
ますが、ディスプレイを点灯しなおすと撮影画面に戻ります。

2 バンドがリモート撮影画面を表示している場合、バンドのホームボタンをタップする
か画面を右にスワイプして前の画面に戻ることができます。

3 端末側のカメラ機能を終了するか、Bluetoothの接続を切断すると、バンドも自動でリ
モート撮影画面を終了します。
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バンドで端末を探す
バンドのメニューのその他を選択し、スマートフォン探索をタップすると、ディスプレイに端末
探索の動画が再生され、バンドと端末がBluetoothの接続範囲内にある場合、端末の通知の鳴動
制限を設定していてもメロディーで 通知します。

• バンドで端末を探す際に、バンドと端末はペアリングされていて、ヘルスケア（Huawei
Health）アプリもバックグラウンドで動作している必要があります。

• バンドのスマートフォンの探索機能は15秒間の動作後自動的にオフになります。
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スクリーン操作
バンドはフル画面のタッチスクリーンを搭載しています。右または上下のスワイプや長押しが
でき、ホームボタンと合わせて使用することで、簡単に操作できます。

操作 機能 備考
ホーム画面以外
の画面表示時に
ホームボタンを
押す

ホーム画面に戻ります 着信、ワークアウト中など特別設定されたシー
ンを除きます

消灯時にホーム
ボタンを押す

ディスプレイが点灯します 消灯して10秒以内に押すと前の画面に戻り、10
秒以上経って押すとホーム画面に戻ります

ホーム画面を右
にスワイプ

メッセージセンターに入っ
て保存されたメッセージを
確認します

保存されたメッセージがない場合表示されませ
ん。メッセージの詳細画面を右にスワイプする
とメッセージを削除します

サブページを右
にスワイプ

1つ前の画面に戻ります -

トップ画面を上
下にスワイプ

画面を切り替えます -

ディスプレイを
タップ

選択します -

ホーム画面を長
押し

文字盤をクイック変更しま
す

-

ディスプレイを点灯する
ホームボタンを押す、手首を上げる、また手首を内転するとディスプレイが5秒点灯します。

• 手首を上げて画面を起動機能はヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面
から有効にする必要があります。

• バンドは5分間終始点灯を設定できます。その他 > 画面オン でスイッチをオンにすると、
5分間連続で点灯後自動で消灯します。この動作は画面消灯後、また使用したい場合は再
設定する必要があります。

画面を切り替える
バンド点灯時に、手首を回転する、またはスクリーンをスワイプすると画面を切り替えできま
す。

回転して画面を切替機能はヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面から有
効にする必要があります。
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消灯する
• 点灯時に手首を下げる、または外転すると消灯します。
• 5秒間何も操作しないと、自動で消灯します。

スクリーン操作
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ディスプレイの明るさを調整する
その他に入り、明るさ > 明るさレベル＋／－をタップし、必要に応じてディスプレイの明るさを
調整します。

バンドでは5レベルの明るさを設定できます。デフォルト設定はレベル3です。 も明るい
レベルは5で、 も暗いレベルは1です。

夜間に明るさを抑えるをオンにすると、毎日22:00から翌日6:00の間にバンドのディスプレイが
自動で暗くなります。
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清掃とメンテナンス
バンドをより長く使えるようにするために、バンドと手首を常にきれいで乾いた状態にしてくだ
さい。
• 運動後は、バンドと手首から汗を拭き取ります。
• ベルトの寿命を延ばすために、柔らかい布でバンドを拭き、隙間の中の汚れを除去します。
明るい色のベルトのお手入れ
変色を防ぐために、明るい色のベルトが暗い色の衣類に触れないようにしてください。
明るい色のベルトが汚れてしまった場合は、柔らかいブラシをきれいな水につけて、ベルトを優
しく拭き、乾かします。
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バンドの装着
バンドのスポーツモニタリング、睡眠モニタリング、及び心拍数モニタリングが正常に機能する
よう、下図のようにバンドを正しく装着してください。

バンドのベルトはU字型のバックルデザインを採用しており、簡単に外れることがないようにな
っています。バンドを着用するには、ベルトの一方の端をU字型のバックルに通してから固く締
めます。ベルトの端は、耐久性を高めるために意図的に折り曲げられています。

• バンドは無害な素材を使用していますが、ご使用中に痛みや不快感がある場合には、使用
を中止して医師にご相談ください。

• バンドを適切に装着し、清潔で乾いた状態で、手首に締め付けすぎないようにし、通気性
を確保してください。
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プールで水泳
このバンドは50mまでの防水仕様で、プールで泳ぐときに着用できます。バンドは、6軸モーシ
ョンセンサーを使用して、バタフライ、背泳ぎ、自由形、平泳ぎなどのストロークを識別し、消
費カロリー、ストローク数、速度、平均ストローク速度、ラップ、距離、平均SWOLFを記録す
ることができます。
1 バンドのホーム画面を上または下にスワイプし、ワークアウト 画面を開きます。
2 画面を下にスワイプして、プールで水泳 をタップします。設定アイコンをタップしてから、

目標 をタップして、ラップ、継続時間、消費カロリーの目標をカスタマイズします。プール
の長さを設定するには、プールの長さ をタップします。スタートアイコンをタップして、ワ
ークアウトを開始します。カウントダウンの終了後に、ワークアウトデータが記録されます。

3 水泳中はバンド画面が自動的にロックされます。
4 水泳中は次の操作が実行できます。

• 現在のデータを表示するには、画面をオンにし、画面の指示に従って画面のロックを解除
してから、画面を右にスワイプするか、ホームキーをタップして画面を切り替え、継続時
間、距離、消費カロリー、平均速度に関する現在のデータを表示します。

• ワークアウトを一時停止または終了するには、画面をオンにし、画面の指示に従って画面
のロックを解除し、ホームキーを2秒間長押しするとワークアウトが一時停止します。そ
の後、画面上の対応するオプションをタップすると、ワークアウトが続行または終了しま
す。

5 水泳を終了すると、次の操作が実行できます。
• バンドの画面を上または下にスワイプすると、主なストローク、距離、継続時間、平均速

度、消費カロリー、ストローク数、平均ストローク数、平均SWOLF、ラップ、プールの長
さなどの活動量データの詳細が表示されます。

• バンドがヘルスケア（Huawei Health）アプリに接続すると、ヘルスケア（Huawei
Health）アプリの 活動記録 カードから詳細な水泳データを確認できます。

• 水泳中の心拍数監視はできません。
• プールの長さはプールで水泳に合わせて調整でき、15mから60mまで設定できます。
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オープンウォーター
このバンドは50mまでの防水仕様で、GPSが内蔵されているため、オープンウォーターで 使用で
きます。
1 バンドのホーム画面を上または下にスワイプし、ワークアウト 画面を開きます。
2 画面を上または下にスワイプして、オープンウォーター をタップします。表示される画面で、

距離、継続時間、カロリー、距離のインターバルなどのワークアウト目標を設定すると、そ
れ以降、水泳データが画面に表示されます。目標を選んだら、画面下部のアイコンをタップ
すると、バンドがカウントダウン後、活動量データを記録し始めます。

3 水泳中はバンド画面が自動的にロックされます。
4 水泳中は次の操作が実行できます。

• ワークアウトデータの表示：バンドの画面をオンにし、画面を上または下にスワイプして
バンドのロックを解除します。画面を右にスワイプするか、ホームキーをタップしてか
ら、画面をスワイプすると、継続時間、距離、カロリー、平均ペースなどのワークアウト
データが表示されます。

• 現在のワークアウトの一時停止：バンドの画面をオンにし、画面を上または下にスワイプ
してバンドのロックを解除します。ホームキーを長押しすると、現在のワークアウトが一
時停止します。ポップアップ画面では、ワークアウトを再開したり、再度一時停止したり
できます。

5 水泳を終了すると、次の操作が実行できます。
• バンドの画面を上または下にスワイプすると、主なストローク、ストローク回数、距離、

ワークアウト時間、平均ペース、カロリー、平均SWOLFなど、 近の水泳の詳細データが
表示されます。

• ヘルスケア（Huawei Health）アプリを使用してバンドを端末に接続すると、ヘルスケア
（Huawei Health）アプリの 活動記録 に詳細な水泳データが表示されます。
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音楽再生の操作
• この機能は、Android 5.0以降を搭載した端末でのみ利用可能です。
• この機能を使用するには、バンドとヘルスケア（Huawei Health）アプリを 新バージョ

ンに更新してください。
• バンドを使用して、HUAWEI Music、Shazam、VLC for Android、Tube Goなどの音楽アプ

リで音楽再生を操作することができます。
1 ヘルスケア（Huawei Health）アプリを開き、デバイス をタップしてから、ご使用のデバイ

ス名をタップします。
2 音楽をタップし、音楽再生の操作 を有効にします。

3 端末で曲を再生した後、バンドのホーム画面で上または下にスワイプすると、端末での音楽
再生を操作することができます。
バンドを使用すると、端末の曲の音量のコントロール、一時停止または再生、曲の切り替え
を行うことができます。
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音楽再生の操作
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端末を使用してウェアラブルデバイスを検索
できますか

残念ながら、ご使用の端末ではウェアラブルデバイスを検索できません。現在のところ、ウェア
ラブルデバイスを使用して端末を検索することのみ可能です。
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スマートロック解除
スマートロック解除では、Bluetooth端末で端末のロックを解除することができます。この機能
を使用するには、端末でEMUI 8.1以降を搭載している必要があります。この機能が使用できない
場合は、正規のファーウェイサービスセンターにお問い合わせください。
Huawei端末でこの機能を有効にするには、次の手順を実行します（例として、EMUI 9.0を搭載
している端末を使用します）。
1 デバイスがヘルスケア（Huawei Health）アプリを使用して端末に接続されていることを確認

します。
2 端末で、設定 > セキュリティとプライバシー > ロック画面のパスワード > スマートロック解

除 に移動し、ロック画面のパスワードを入力します。
3 ステップ2：Bluetoothデバイスを追加 をタップし、スマートロック解除 を有効にして、バン

ドの名前を選択します。
ウェアラブルデバイスを使用した端末のロックの解除：
バンドが端末に接続されたら、端末を起動し、画面をスワイプしてロックを解除します。PINま
たはロック解除パターンを入力する必要はありません。
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仮眠とは何ですか
HUAWEI TruSleepTMが有効になっている場合、3時間未満の睡眠は仮眠とみなされます。

iOS端末では、仮眠時間は記録されません。合計睡眠時間だけが記録されます。
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機能のカスタマイズ
バンドの機能をカスタマイズしたり、表示する特定の機能を追加または削除したり、これらの機
能の表示順序を調整したりすることができます。設定方法：ヘルスケア（Huawei Health）アプ
リを使ってバンドを端末に接続し、デバイス をタップして 機能のカスタマイズ を選択し、画面
に表示される指示に従ってアプリを追加または削除するか、バンドのアプリの順序を調整しま
す。
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中高強度活動時間の計算
世界保健機関（World Health Organization、WHO）の報告によると、毎週の中強度および高強
度の活動の推奨される継続時間は、それぞれ 低150分と75分です。ウェアラブルデバイスは、
活動タイプ、運動時の心拍数、運動強度、継続時間に基づいて、中高強度活動の合計時間を計算
します。中高強度の活動とは、 大心拍数（Maximum Heart Rate、HRmax）の64%を超える強
度で少なくとも10分以上継続するワークアウトと定義されます（世界標準のガイドラインに基づ
く）。ランニング、速いウォーキング、速いサイクリング、バスケットボールをプレイすること
などが典型的な中高強度の活動だと考えられます。

デフォルトの 大心拍数は「220–年齢」です。
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防水・防塵レベル
バンドは5ATMの防水仕様ですが、この保護性能は永久的なものではなく、時間が経つと劣化す
る可能性があります。
手を洗うとき、雨の中、浅い場所で泳ぐときなどにはバンドを装着できます。シャワー中、潜水
中、スキューバダイビング中、サーフィン中は、バンドを装着しないでください。
次のように使用すると、バンドの防水性に影響する場合があります。
• バンドを落とすなどの物理的な衝撃。
• 石けん、ボディーソープ 、香水、乳液、油などのアルカリ性物質にさらすこと。
• 高温のシャワーやサウナなど、湿気の多い場所や高温の場所で使用すること。
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ストラップの調整/交換
ストラップの調整：ストラップはU字バックルを使用したデザインになっています。手首のサイ
ズに合わせてストラップを調節してください。
ストラップの交換：締め具を慎重に外し、ストラップを取り外します。新しいストラップを取り
付けるには、逆の順序で上記の手順を実行します。バンド本体がストラップにしっかりはまって
いることを確認してから、締め具を交換してください。

バンドに付属している締め具は小さいので、分解時になくさないように注意してください。
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バンドの充電にモバイルバッテリーを使用で
きますか

残念ながら使用できません。
バンドには通常、充電する際に端末よりも低い電流しか流れません。そのため、端末用のモバイ
ルバッテリーを使用してバンドを充電することはできません。
これらのバッテリーは、充電電圧がピークに達すると、徐々に低下します。モバイルバッテリー
によっては、バンドが完全に充電されていなくても、あるレベル以下になると充電電流を遮断す
るものがあります。
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バンドのアイコン
プリインストールされたウォッチフェイス：

• 実際のアイコンは、バンドのバージョンによって異なる場合があります。以下のアイコン
は参考例です。

•  は、バンドがヘルスケア（Huawei Health）アプリを使用して端末にBluetooth接続
されていることを示します。  は、そのバンドの 通知の鳴動を制限（終日） が有効に
なっていることを示します。  は、バンドに着信メッセージがあることを示します。

 は、バンドのバッテリー残量を示します。  は、本日の歩数を示しま
す。  は、本日の消費カロリーを示します。

メインメニュー：
活動記録 心拍数 睡眠

ワークアウト メッセージ その他
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活動記録アイコンの下にあるパーセンテージは当日目標の達成情報を示しています。
活動の記録：
歩数 カロリー 距離

中高強度活動時間 立っている時間 -

ワークアウトタイプ：
屋外ランニング 屋内ランニング 屋外ウォーキング

屋内ウォーキング 屋外サイクリング 屋内サイクリング

エリプティカル ローイング プールで水泳

オープンウォーター その他 -

接続とペアリング

バンドのアイコン
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Bluetooth未接続 Bluetooth接続済み Bluetoothに接続してください

初のペアリング要求 ペアリング中 ペアリング完了

電磁関連：
充電中 低電力通知 電池切れ通知

その他：
活動促進通知 更新中 更新失敗

アラーム スマートフォン検索 未読メッセージ

撮影 確認 キャンセル

バンドのアイコン
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終了 中止 開始

天気：
晴れ 薄曇り 曇り にわか雨

みぞれ ひょうを伴う雷雨 小雨 中程度の雨

激しい雨 微量の雪 小雪 中程度の雪

大雪 豪雪 砂塵嵐 砂嵐

砂埃 強砂塵嵐 スモッグ 天気データなし

霧 氷晶雨 大雨 強い雨

バンドのアイコン
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ワークアウトを開始する
1 バンドのホーム画面を上または下にスワイプし、ワークアウト 画面を開きます。
2 画面を上または下にスワイプして、ご希望のワークアウトモードを選択します。バンドでは、

以下のワークアウトモードを利用することができます。屋外ランニング、屋内ランニング、
屋外ウォーキング、屋内ウォーキング、屋外サイクリング、屋内サイクリング、エリプティ
カル、ローイング、プールで水泳、オープンウォーター、自由訓練

バンドにはGPSが内蔵されており、屋外ランニング、屋外ウォーキング、屋外サイクリン
グ、オープンウォーター のワークアウトの際に、端末を使わずに自分のルートを追跡す
ることができます。

3 距離、継続時間、消費カロリーなどのワークアウトの目標や、通知の間隔が設定できます。
目標を選んだら、画面下部のアイコンをタップすると、バンドがカウントダウン後、ワーク
アウトデータを記録し始めます。

• 水泳データは独特のものであるため、水泳用の対応する操作は異なります。
• 通知の間隔を設定すると、バンドはその間隔ごとに起動して振動します。

• 屋外ランニング/屋外ウォーキング/屋内ランニング/屋内ウォーキング：通知の間隔
は、デフォルトで1kmに設定されています。アラーム で距離をカスタマイズした
り、時間ベースの間隔に切り替えたりできます。または、アラーム で なし を選択
するとアラームを無効にできます。

• 屋外サイクリング：通知の間隔は、デフォルトで3kmに設定されています。アラー
ム で距離をカスタマイズしたり、時間ベースの間隔に切り替えたりできます。また
は、アラーム で なし を選択するとアラームを無効にできます。

• 自由訓練/屋内サイクリング/エリプティカル/ローイング：通知の間隔は、デフォル
トで10分に設定されています。アラーム で時間をカスタマイズできます。または、
アラーム で なし を選択するとアラームを無効にできます。

4 ワークアウト中にバンドのワークアウトデータを確認するには、画面がオンになっている状
態で画面を上または下にスワイプします。ワークアウトを一時停止するには、ホームキーを2
秒間長押しすると表示されるポップアップ画面で対応するキーをタップし、ワークアウトを
再開または終了します。

•  をタップすると、ワークアウトが再開します。

•  をタップすると、ワークアウトが終了し、ワークアウトデータが表示されます。
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• ワークアウトの距離が100m未満の場合、データが記録されません。
• ワークアウトの継続時間が1分未満の場合、屋外サイクリング、屋内サイクリング、自

由訓練、エリプティカル、または ローイング のモードではデータが記録されません。
• 消費電力が増えないよう、ワークアウトの終了後、終了アイコンを押してください。
• ワークアウト中に着信があると、バンドが振動し、画面が起動します。新しいメッセー

ジがある場合は、バックグラウンドで保存されます。ワークアウトが完了したら、ホー
ム画面で右にスワイプすると新しいメッセージが表示できます。

ワークアウトを開始する
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心拍数測定
心拍数の手動測定
1 安静にしている状態で、リラックスしてバンドを正しく装着してください。
2 ホーム画面を上下にスワイプし、心拍数をタップします。
3 単独の心拍数測定を開始し、現在の心拍数を確認します。
4 1回の測定時間は約45秒で、その後3秒毎に値が更新されます。
5 測定中に測定を停止するには、ホームキーを押すか、画面を右にスワイプします。

バンドを装着していないときや、正しく装着していないときは、バンドの画面に「バンドを
手首にしっかり装着し、もう一度お試しください」と表示されます。

• 心拍数を正確に測定するために、バンドを正しく装着し、ストラップがしっかりと固定
されていることを確認します。ウォッチが肌に直接触れるようにし、間に異物が入らな
いように注意してください。

• 心拍数の測定中は身体の静止状態を維持してください。
• 手動で読み取った心拍数データはヘルスケア（Huawei Health）アプリと同期されませ

ん。
• バンドの画面を右にスワイプしたり、着信があったり、アラームが鳴ったりすると、読

み取りが中断します。
ワークアウト中の心拍数測定
バンドには、ワークアウト中の心拍数がリアルタイムで表示されます。
ワークアウトを開始した後、バンドの画面をスワイプして、心拍数と心拍数ゾーンを確認しま
す。表示される心拍数は5秒ごとに更新されます。
特定のワークアウトモードごとに、バンドが測定する心拍数上限とターゲットゾーンを設定でき
ます。ワークアウト中、心拍数がヘルスケア（Huawei Health）アプリで設定した値（デフォル
トでは「220–年齢」）を超えると、バンドが振動して通知します。アラートを消すには、ホーム
キーをタップするか、画面を右にスワイプします。
ワークアウトが完了したら、結果画面でワークアウトの平均心拍数、 大心拍数、心拍数ゾーン
を確認できます。
ヘルスケア（Huawei Health）アプリのワークアウト記録画面で、各ワークアウトの心拍数の変
化図、 大心拍数、平均心拍数を確認できます。

• ワークアウト中に手首からバンドを外すと、その間は心拍数が表示されません。ただし、
しばらくの間、バンドは心拍数を確認し続けます。バンドを再度装着すると心拍数の記録
が再開されます。

• バンドを端末に接続し、ヘルスケア（Huawei Health）アプリを使用してワークアウトを
開始すると、バンドで心拍数を測定できます。
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心拍数の継続的な測定
1 端末にバンドを接続します。ヘルスケア（Huawei Health）アプリを開き、デバイス、ご使用

のデバイス名の順にタップします。心拍数の継続的な監視 をタップします。
2 心拍数の継続的な監視 を有効にします（デフォルトでは無効です）。
3 監視モード を スマート または リアルタイム に設定します。

• スマートモード
a 低活動量（座っている状態など）の場合、10分毎に安静時の心拍数を測定します。
b 中活動量（ウォーキングなど）の場合、10分毎に心拍数を測定します。
c 高活動量（ランニングなど）の場合、1秒毎に心拍数を測定します。ただし測定を開始

した後、 初の値が表示されるまで6～10秒かかります。
• リアルタイムモード：活動の強度に関係なく、心拍数が1秒毎に測定されます。

この機能を有効にすると、リアルタイムの心拍数をバンドが測定し続けます。ヘルスケア
（Huawei Health）アプリで、心拍数のグラフを表示できます。

• HUAWEI TruSleepTMを有効にすると、夜間はデフォルトで心拍数が表示されません。夜間
の心拍数を確認するには、心拍数の連続的な監視 を有効にしてください。

• リアルタイムモードではバンドの消費電力が増加しますが、スマートモードでは、活動の
強度に基づいて心拍数測定の間隔が調整され、消費電力を節約することができます。

• バンドは不可視光を使用して心拍数を監視し、睡眠状態に基づいて可視光と不可視光を切
り替えて心拍数を測定します。

• このバンドは、30bpmから240bpmまでの心拍数の値を測定できます。
安静時の心拍数の測定
安静時心拍数とは、心臓の健康状態の一般的な指標であり、穏やかに静止して眠っていない状態
で測定される心拍数のことです。
安静時心拍数を自動的に取得するには、ヘルスケア（Huawei Health）アプリで 心拍数の連続的
な監視 を有効にしてください。

• 安静時心拍数を確認した後に 心拍数の連続的な監視 を無効にしても、ヘルスケア
（Huawei Health）アプリに表示される安静時心拍数は変わりません。

• 安静時心拍数を測定する場合に 適な時間は、朝起きた直後です。デバイスは、安静時心
拍数を確認するための 適な時間を検出することができません。そのため、アプリ内で常
に表示されるわけではなく、さらには実際の値とは若干異なる場合があります。

心拍数測定
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心拍数上限の警告
上限を設定すると、ワークアウト中に心拍数がその値を超えた場合に、バンドが1回振動します。
同時に画面にアラートメッセージが表示され、心拍数が正常範囲に戻るか、メッセージを右にス
ワイプするまで表示されます。
心拍数上限を設定するには、次の手順を実行します。
• Androidユーザーの場合：ヘルスケア（Huawei Health）アプリを開いて、自分 > 設定 > 心拍

数の間隔と警告 をタップし、心拍数上限 に移動し、個人的な健康への配慮に基づいて心拍数の
上限を設定します。

• iOSユーザーの場合：ヘルスケア（Huawei Health）アプリを起動し、デバイス をタップしま
す。次にバンドのアイコンをタップして、心拍数の間隔と警告 > 心拍数上限 に移動し、個人的
な健康への配慮に基づいて心拍数の上限を設定します。

ワークアウトの心拍数上限の警告は、100 ～ 220bpmの間の任意の値に設定できます。
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心拍数上昇の警告
直近の30分以内にワークアウトをしていないのに、安静時心拍数が上限を超えて10分間経過する
と、バンドが振動してアラート通知します。同時に画面にアラートメッセージが表示され、心拍
数が正常範囲に戻るか、メッセージを右にスワイプするまで表示されます。
心拍数上昇のアラートを設定するには、次の手順を実行します。
• Androidユーザーの場合：ヘルスケア（Huawei Health）アプリを開き、デバイス をタップし

てから、ご使用のデバイス名をタップします。心拍数の継続的な監視 > 心拍数上昇の警告 に移
動し、自分に適した心拍数上限を設定します。

• iOSユーザーの場合：ヘルスケア（Huawei Health）アプリを起動し、デバイス をタップしま
す。その後、バンドアイコンをタップし、心拍数の継続的な監視 > 心拍数上昇の警告 に移動
し、自分に適した心拍数上限を設定します。

心拍数上昇の警告は100 ～ 150bpmの間の任意の値に設定できます。
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心拍数低下の警告
直近の30分以内にワークアウトをしていないのに、安静時心拍数が下限を下回って10分間経過す
ると、バンドが振動してアラート通知します。同時に画面にアラートメッセージが表示され、心
拍数が正常範囲に戻るか、右にスワイプしてメッセージを消去するまで表示されます。
心拍数低下の下限を設定するには、次の手順を実行します。
ヘルスケア（Huawei Health）アプリを起動し、デバイス をタップします。デバイス名をタップ
し、心拍数の継続的な監視 > 心拍数低下の警告 に移動し、自分に適する心拍数下限を設定しま
す。

• 心拍数低下の警告は、40 ～ 45bpmの間の任意の値に設定できます。
• この機能は、Android端末でのみ利用できます。
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充電
バンドを充電するには、ゴム状のプラスチック接点をリストストラップの充電ポートの位置に合
わせ、接点を固定して充電ポートがそれらと接触するようにしてください。充電アイコンとバッ
テリー残量がバンドの画面に表示されます。

• 短絡やその他の問題を防止するために、充電する前に充電ポートと金属の先端部が清潔で
乾燥していることを確認してください。

• バンドの画面がブラックスクリーンになる、または反応が遅い場合は、バンドを充電クレ
ードルに接続してバンドを再起動してください。

充電時間：25°Cの室温環境でバンドをフル充電するには約100分かかります。バッテリーアイコ
ンがフルの状態であれば、バンドがフル充電されていることを示します。

周囲の気温が低いと、バッテリーの 善の安全性を確保するために充電電流が大幅に下がり
ます。つまり、充電にかかる時間が長くなります。バンドは周囲の気温が 低でも20°Cの環
境で充電することをお勧めします。

電池残量の確認
• バンドが点灯時にディスプレイをタップして電池残量を確認します。
• その他 > バッテリーをタップして電池残量を確認します。
• またヘルスケア（Huawei Health）アプリのデバイス詳細画面で電池残量を確認することもで

きます。
電池残量は整数のパーセンテージで表示されます。

低電力通知

バンドの電池残量が10%以下になった場合、振動してディスプレイに低電力通知 が表示さ
れます。
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端末との接続を必要としない機能
バンドの次の機能は、端末が手元にないときでも利用できます。
• 時刻の確認やウォッチフェイスの変更。
• タイマーやストップウォッチの使用。
• ワークアウトデータの記録。
• 個々のワークアウトの開始。
• 睡眠の監視。
• リアルタイムの心拍数の確認。
• アラーム（ヘルスケア（Huawei Health）アプリで設定され、バンドに同期されたアラームに

のみ使用可能）や活動促進通知。
バンドを初めて使用する際は、ヘルスケア（Huawei Health）アプリをダウンロードし、バ
ンドと端末をペアリングしてください。端末とバンドをペアリングすると、バンドが記録し
た詳細データを端末で参照できます。
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