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45度回転し、ストラ
ップを外す

ウォッチバンドを離し
てください、そして、
充電シンボルで内部の
一端はUSB充電ポート
です

USBチップの端はUSB充
電タンクに挿入される

電源を入れて充電を開始

ケース

スクリーン

タッチボタン

リストバンド

一、各部の名前と働き

1. 全体紹介

1、ブレスレット×1       2、ギフトボックス×1       3、使い方ガイド×1

3. セット内容

1

二、はじめてご利用の方へ

1. 画面におけるアイコンについて

電源を入れると、日付と時刻の画面になりますが、,タッチボタンを押せば

ほかの画面に切り替えることができます。

2. リストバンドの分解方法及び充電方法
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3. デバイスへの接続

4. 接続時のご注意

1) bluetoothの設定がオンにされているかどうかをご確認ください；

2) 十分な電池残量を確保するために使用する前に電源を入れ、充電して

おいてください；

3) 接続中デバイスを携帯の50cm以内においてください； 

4) Androidの場合APPでデバイスを探し出せなければ、携帯の機能制限で

「H Band」のbluetooth共有の許可を確認しておいてください。

在APPの設定 > デバイスの画面で下向きに引っ張るとデバイスを検索しま

す。デバイスが出ると目標デバイスに接続します。デバイスに接続中であ

る場合、APPの「接続中のデバイス」に機種Y59が出ます。同時にデバイス

の日付と時刻画面の左上部にbluetooth       のアイコンが見えます。          

という記号が出るときもう一度接続してください。

2. アプリケーションのインストールについて

A: iOSの場合はApp Storeで「H Band」を入力してダウンロードしてください。 ；

B: Androidの場合はGoogle Play、応用宝、豌豆荚などのアプリストアで「H Band」

を入力してダウンロードしてください。



3

三、主要な機能紹介

電源オン・オフ
A.

ランニングモード
C.

ランニングの画面を長押しすればランニングモードに入ります。ランニン

グモードにおいてタッチボタンを押せばリアルタイムのランニングデータ

と一時停止と退出いう三つの画面を切り替えることができます。ランニン

グの時間、運動心拍数、ランニング距離、カロリーと步数がデータ画面に

リアルタイムで表示されます。一時停止と退出の画面でタッチボタンを長

押しするとランニングを一時停止�退出することができます。

注意：データの有効性を確認するため、APPの個人情報に実際の性別、身長、体重

と肌色を入力してください。

デバイスは電源がオフである場合、タッチボタンを3秒押すと日

付と時刻の画面に入ります。5秒以上操作しないと画面が暗くな

り、スタンドバイ状態になります。

切换到デバイスの電源オフの画面        に切り替え、タッチボ

タンを3秒押すと電源が切れます。

心拍数の手動測定と自動測定

D.

E.
心拍数検出インターフェイスのデバイスを入力してテストを開始し

ます。結果が出た後測定も続き、リアルタイムの心拍数が表示され

ます。結果が出ても出なくても測定が開始してから60秒経つと画面

が暗くなり、スタンドバイ状態になります。測定された心拍数はデ

ータとしてデバイスに自動的に保存されないのでご了承ください。

APPのデータ画面の最下部の           をタップすれば心拍数の手動測

定画面に入り、心拍数を手動測定できます。APPで測定された心拍数は

保存されないのでご了承ください。APPの心拍数自動測定をオンにする

と、デバイスは10分ごとに心拍数を測定し、そして30分ごとにデータ

すると、APPで詳しい測定結果を確認できます。

を更新するように２４時間心拍数を持続的に測定します。データを同期

睡眠モニタ

睡眠監視インターフェースに、昨夜の総睡眠時間を表示する。3秒以

上操作しないと画面が暗くなり、スタンドバイ状態になります。

B.
運動モニタ

タッチキーをクリックすると、歩数計インターフェース、距離イ

ンターフェース、カロリーインターフェースに切り替えることが

できます。 自動的に消灯して3秒間動作しないで継続します。



F.

手動測定画面に切り替えるとデバイスは血圧を測定し始めます。

測定にかかる時間は使用者の具合によっては長くなる場合もあり

ますが、結果が出るまで待ってください。

測定中---/--と表示されていますが、測定できない場合X X X / X 

X と表示されるので、センサーが肌に密着しているかどうか、ま

た測定中体の構えが正しいかどうかをご確認ください。測定中、

緊張せず、また動かないでください。結果が出ても出なくても測

定が開始してから70秒経つと画面が暗くなり、スタンドバイ状態

になります。測定された心拍数はデータとしてデバイスに自動的

に保存されないのでご了承ください。

APPのデータ画面の最下部の           をタップすれば心拍数の手

動測定画面に入り、通常モードもしくはプライベートモードで心拍

数を手動測定できます。APPで測定された心拍数は保存もしくは保

存しないことを選択できます。APPの心拍数自動測定をオンにする

と、デバイスは1時間ごとに心拍数を測定します。データを同期す

ると、APPの測定データを示す画面で測定結果を確認できます。

在APPの血圧のプライベートモードの設定をオンにするとデバイス

で動的校正が行われた後、医療機器で測定した血圧値を入力すれば

校正された測定データを確認できます。 (注意：高血圧患者は降圧

薬を食べる前の血圧値を入力してください。)測定の精度を確保す

るために、実際の血圧値を入力してください。血圧のプライベート

モードであるデバイスはほかの人が使用するとき、まずプライベー

トモードをオフにしてください。

血圧の手動測定、自動測定及び血圧プライベートモード
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APP測定モード 心拍数のデータ画面



スマートフォン検索

「H Band」を携帯のバックグランドで起動させ、デバイスをス

マートフォン検索の画面に切り替え、タッチボタンを長押し、

携帯のサウンドをオンにしてください。

G.

H.
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ストップウォッチ

アラーム及びイベント通知J.
APPのアラーム設定画面で複数のアラームを設定することができます

。設定された繰り返しの設定に応じてデバイスが定期的に鳴きます。

大切な予定のためにイベント通知を設定し、ラベルを追加することも

APPのストップウォッチをタップするとストップウォッチの画面

に入ります。画面を長押しすれば準備の段階に移ります。タッチ

ボタンを一回押すとストップウォッチが動き始まります。もう一

回押すと一時停止になり、さらにもう一回押すと続くという仕組

みである。長押するとストップウォッチから返ります。

注意: ストップウォッチの画面に入ると画面に出る着信もしくは

プッシュ通知が一時的に非表示となり、また計測できる時間は99

分59秒までであることをご了承ください。

タイマー
I.

在APPのタイマー設定画面で時間を設定すると、計測が始まります。

デバイスには、カウントダウンの開始時に砂時計インジケータが表示

されます。振動の最後に砂時計インジケータも表示されます。頻繁に

繰り返すイベントのためにショートカットを作った場合、デバイスをタイマ

ー画面に切り替え、タッチボタンを長押しすると、タイマーが起動します。

手動測定モード 血圧のデータ画面
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J.

新着メール通知/プッシュ通知
K.

L.

リモコン撮影
O.

できます。デバイスは設定された時刻に振動しながら、画面にラ

ベルを出します。

APPの心拍数アラームの設定をオンにして心拍数の上限値を設定す

れば、測定された心拍数が設定された数値になる、もしくはその数

値を上回るとデバイスが振動し、         が画面に出ます。

心拍数アラーム
N.

着信通知

 座りがち通知
M.

APPで設定をオンにする必要があります。デバイスは使用者が座

るもしくは相対的静止状態にあると判断し、そしてその継続時間

が設定された数値になると、立ち上がって体を動かすべきことを

通知するため振動し始まります。

APPを通してカメラ画面に入り、腕を速く振ると、写真を撮るこ

とができます。

着信があるときデバイスは持続的に振動しますが、タッチボタンを

短く押すれば、サウンドをオフにし、長押しすれば着信を拒否する

ことができます。

メールが来たときデバイスは振動しながらメールの内容を画面に

表します；

着信にはそれに対応するアプリのアイコンが付いています。（注

意： APPの通知の設定をオンにしてください。)

アラームクロックインタフェースの編集アラーム設定インターフェース
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四、注意事項
1. 充電電圧>5V、充電電流>2Aのアダプタを使用しないでください。充電時

間は90分です；

生理予測通知

① 機能をオンにする方法

Q.

新機能

APPに登録して個人情報の性別を入力しなければなりません。性別が「女」

である場合、「女性生理周期機能を設定しませんか」という通知が出て、

（必要でない場合、「あとで」をタップしてください。）「進む」をタッ

プして設定画面に入り、個人の事情に応じて「生理記録のみ」、「妊活中

」、「妊娠中」、「出産後」から選択し、保存してください。

② 選択したあと詳しい情報を変更する方法

APPコントロールパネルの女性項目をタッ

プして設定を変更します。

③ 「生理記録のみ」、「妊活中」、「妊娠中」、「出産後」の選択を変更する方法

APP個人情報画面のユーザーアバターの右下

部の             ような体の状態を表すア

イコンをタップし、設定変更の画面に入り

注意：飛び込み、ダイビング、お風呂、湯シャワーをするとき

使用しないでください。

ユーザーの生理周期における段階によって違うアドバイスをご提

供いたします。
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2. ウォータースポットがついているとき使用しないでください；

3. 水泳、ダイビング、飛び込み、湯シャワーをするとき利用しないでく

ださい。またこの製品を水中に浸さないでください；

4. この製品は電子モニタですが、データはご参考まで、医療上の

利用はご遠慮下さい。

5. 血压测试方式方法:測定中緊張せず、また動かないでく

ださい。（右の図のように）心臓と同じ高さにウォッチを

おいてください。また測定中は喋らないでください；

6. 光電センサーが高感度電子部品光であるので、傷をつけないようにご

注意下さい。長時間付ける場合汗染みや埃などが付着しやすいため、定

期的に柔軟な布で拭いてください。

五、よく出る問題
アップデートが失敗した場合どうすればいい？

心拍数(睡眠)の測定はどうして精度が低い？

時刻の表示方法を設定するにはどうすればいい？

パスワードを変更するにはどうすればいい？

自動的に血圧と心拍を測定する機能はどうやて設定ですか？

APPの機能制限の設定を変更するにはどうすればいい？

デバイスはスマートフォンと同じ時間の表示方法を使用しております

、つまりスマートフォンの時間を12時間表示に設定すれば、デバイス

も12時間表示となります。

睡眠モニタの画面でタッチボタンを6秒長押しすれば、ブレスレット

は一回振動し、パスワードがデフォルトの設定「0000」に戻ります。

はじめてのアップデートが失敗した場合、appで「Dfulang」というデ

バイスにもう一度接続すると、アップデートが通知が出ます。

電子センサーを通して人体の活動を観測するヘルスケア製品であるため、

医療製品ほどの精度に及びません。データを客観的に考慮してください。

Androidの場合-設定-機能制限管理-「H Band」アプリを探し出す-こ

のアプリを信頼すると設定する。

1. 安全管理もしくはキャッシュ削除のアプリがある場合、「H Band

」をホワイトリスト（信頼リスト）に入れてください；

2. 携帯の機能制限プログラムで「H Band」を信頼すると設定し、着

信通知などを許可してください。

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

Q:

Q:

A:
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ウオッチのメイン画面のスタイル設定する方法はなんですか？

アプリの設置 - Y59デバイス - スイッチ設定 - BPとHR自動モニタリング

ご注意：電子センサーを通して人体の活動を観測するヘルスケア製品であ

るため、医療製品ほどの精度に及びません。データを客観的に参考してく

ださい。

スマートウオッチとスマホペアリング完了する場合で：アプリ（H Band）

の設置 - Y59デバイス - メイン画面のスタイル設定 - スタイルの選択

通知機能は効かない場合

通知機能は、スマホ内のアプリ通知が有効の上に、スマートウォッチ

に通知される仕様です。

� スマホの「設定」をタップして、「通知」ー＞「Line、着信等」

ー＞「通知を許可」をオンにしてください。

� 「H Band」を開いて、「設置」ー＞「Y59」ー＞「メッセージアラ

ート」ー＞「Line、着信等」をオンにしてください。

六、基本パラメータ

対応のデバイス：Android 4.4及びその以上、スマートフォン: Bluetooth4.0 

iPhone 4S及びその以上、iOS 8.0以上

主要チップ：

光電センサー：

本体重量：

データ転送：

電池規格：

電池容量：

充電電圧：

充電電流：

運転温度：

防水：

Nordic nRF52832

 PD70-01c-TR7

26g

Bluetooth 4.0

リチウムポリマー電池

120mAh

5V

100mA

-10℃-45℃

IP68防水

A:

Q:

A:

Q:

A:


