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はじめに 

Fitbit Aria 2 へようこそ。Fitbit Aria 2 は、最新技術を使って 体重、体脂肪率、体格指数 (BMI) を

測定して健康管理をサポートする、ワイヤレス・スマートスケール（電子体重計）です。 

使用目的 

Aria 2 ワイヤレス・スマートスケール（電子体重計）は、13 歳以上の健康な人の体重を測定

し、生体電気インピーダンス法 (BIA) を用いて体脂肪率を推定する、ボディ分析器です。家庭用

としてのみ使用することを想定しています。 

同梱品 

Fitbit Aria 2 体重計の同梱物 

● Fitbit Aria 2 ワイヤレス・スマートスケール（電子体重計） 

● 単 3 電池 3 本（装着済み） 

● Aria 2 クイックスタートガイド 

体重計の電源を入れる 

Aria 2 体重計には、単 3 電池 3 本が内蔵されています。電池収納部から出ている小さなプラスチ

ックのタブを引っ張って外し、体重計の電源を入れます。  

 

 



 

 

 

警告 

• ペースメーカーなどの埋め込み型医療機器を使用している場合や、妊娠して

いる場合は、使用しないでください。  

• 必ず医師に相談して、自分に合っているかを確かめてください。 

• 13 歳未満のお子様の使用は想定していません。 

• Aria 2 は治療用ではありません。  

• 製造元の指示に従って電池を取り扱ってください。 

注意 

• この説明書を読み、保管してください。  

• 注意事項に留意してください。 

• すべての指示に従ってください。  

• 使用には十分注意してください。 

• 濡れた場合、滑りやすくなります。 

• ガラス表面に割れ目がある場合は使用しないでください。 大けがを招く恐れ

があります。 

• 足が壊れている場合は、使用しないでください。 

• 足に滑り止めが付いていないものは、使用しないでください。  

• プラスチック部品が破損している場合は、使用しないでください。 

• 落とさないでください。 

• Aria 2 に触れて、炎症または他の反応が生じた場合は、使用しないでくださ

い。  

• 極端に高温または低温の場所に Aria 2 を置かないでください。  

• Aria 2 を直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。  

• Aria 2 を火気のそばに置かないでください。 

• 体重計のファームウェアは、自動的にアップデートされます。これらの臨時

アップデートが完了するまで、使用しないでください。 

 

  



 

 

Fitbit Aria 2 をセットアップする 

iPhone や iPad の Fitbit アプリ、または Android フォンの Fitbit アプリで Fitbit Aria 2 をセットアッ

プします。Fitbit アプリは、人気のあるほとんどのスマートフォンに対応しています。お使いの

スマートフォンが対応しているかどうかは、 fitbit.com/devices でご確認ください。 

使用を開始するには： 

1. Fitbit アプリをダウンロード：  

• iPhone は Apple App Store 

• Android フォン専用の Google Play ストア 

2. アプリをインストールして、開きます。 

• すでに Fitbit アカウントをお持ちの方は、アカウントにログイン  [Today] タ

ブ  [プロフィール写真]  [デバイスのセットアップ] をタップしま

す。 

• Fitbit アカウントをお持ちでなければ、Fitbit に参加をタップすると一連の質問に

答えることで Fitbit アカウントが作成できます。 

3. そのまま画面の指示に従って、Aria 2 をアカウントに接続します。  

ネットワーク要件 

Aria 2 は、ご自宅の Wi-Fi ネットワークに直接接続でき、以下のネットワーク構成に対応してい

ます。  

• 無線 LAN 802. 11 b/g/n（2.4GHz帯） 

• WEP／WPA／WPA2 パーソナルセキュリティ 

• 自動（DHCP） IP 設定（静的 IP 構成未対応） 

Aria 2 では、体重計データを Fitbit アカウントに接続して同期するために、802. 11 b/g/n 対応ネ

ットワークが必要です。   

体重計を Wi-Fi ネットワークに接続します。 

1. 画面の指示に従って、利用可能なリストから好みの Wi-Fi ネットワークを選択します。

Aria 2 を Wi-Fi ネットワークに接続すると、体重計を使用するたびにデータを、Fitbit ア

カウントに自動的かつ非公開に転送または同期するので、進捗を確認することができま

す。 

2. Wi-Fi ネットワークのパスワードを入力すると、Aria 2 は自動的に接続を試みます。 

https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
https://itunes.apple.com/us/app/fitbit-activity-calorie-tracker/id462638897?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.FitbitMobile


 

 

注：ネットワークを選択する際に [その他] を選択すると、Wi-Fi ネットワーク情報を手動で入力

できます。 

Wi-Fi ネットワークへの接続が完了したら、使用後に Aria 2 の画面に表示される個人アイコ

ンを選択し、新しい体重計に関するガイドに目を通してください。  

ステップバイステップの手順については、 help.fitbit.com をご覧ください。 

Aria 2 スマートスケール（電子体重計）のセットアップ、使用、メンテナンスにサポートが必

要な場合、または予期せぬ動作や事態が起きた場合は、 Fitbit カスタマーサポート までお問い

合わせください。 

Wi-Fi ネットワークを変更する 

Wi-Fi ネットワークの名前、パスワード、ルーター、プロバイダーを変更した場合は、上記のセ

ットアップ方法で、Aria 2 を更新後のネットワークに再接続する必要があります。 

ステップバイステップの手順については、 help.fitbit.com をご覧ください。 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873.htm
http://help.fitbit.com/
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1158


 

 

Fitbit Aria 2 を使う 

Fitbit Aria 2 体重計は、体重、体脂肪率、BMI を測定します。Fitbit アカウントに接続すると、体

重計の測定値がダッシュボードに自動的かつ非公開で同期されます。 

計量を完了する 

以下の手順に従って、Aria 2 の計量を完了します。 

1. 固い、平坦な場所に体重計を置いてください。  

2. 靴下と靴を脱ぎ、裸足で体重計に乗ります。  

 
 

Aria 2 は、体重と体脂肪の測定値を表示します。  

 

3. 体重計から降ります。Aria 2 は、データをダッシュボードに自動的に送信します。  

 

体重計にエラーメッセージが表示された場合は、 help.fitbit.com をご覧ください。 

データを見る 

体重を測定し、Aria 2 が同期されたら、ダッシュボードでデータを見ることができます。ダッ

シュボードでは、進捗を確認したり、除脂肪体重などのデータをグラフで表示したり、体重を

手動で入力または削除したりできます。  

詳細は help.fitbit.com を参照してください。 

他のユーザーに体重計を使ってもらう 

最大 8 人のユーザーの Fitbit アカウントを、1 台の Aria 2 体重計と同期することができます。体

重計とリンクしたアカウントを持っていない人が体重計に乗ると、体重だけが表示されます

http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1489
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1287


 

 

（体脂肪率や BMI は表示されません）。登録済みのユーザーには、この計量が「ゲスト」によ

るものと表示されます。 

 

ステップバイステップの手順については、 help.fitbit.com をご覧ください。 

測定値を再度割り当てる 

同じ体重計に乗った 2 人のユーザーの体重または体組成率が近い場合、Aria 2 は、個人アイコ

ンで示される正しいユーザーを選択するように促します。誤ったユーザーが選択された場合、

または体重が不適切に割り当てられた場合は、Fitbit アプリまたは fitbit.com のウェブサイトで

正しいユーザーに割り当て直すことができます。 

ステップバイステップの手順については、 help.fitbit.com をご覧ください。 

 

体重計が常にゲストとして認識する場合は、 help.fitbit.com を参照してください。 

通常モードまたはアスリートモードを選択する 

「アスリート」モードは、マラソンランナーやボディビルダーのようなプロ、または非常に高

いレベルのアスリート向けです。筋肉量に対して体脂肪が非常に少ない人は、体重計の精度を

高めるためにアスリートモードを検討するとよいでしょう。しかし、非常に健康で活動的な人

の多くは、ほとんどのユーザーに適した「通常」モードでも、より正確な測定値を得ることが

できます。  

ステップバイステップの手順については、 help.fitbit.com をご覧ください。 

精度を高める 

以下のヒントを参考にして、体重計から最も正確で安定した測定値が得られるようにします。 

● Aria 2 は、裸足でご利用ください。靴や靴下を履いていると、体重計で体脂肪率を測定

することができません。 

● 体重を測定する前に、足が乾いていることを確認してください。 

● Aria 2 は、硬くて平らな場所で使用してください。カーペットやリノリウムのような柔

らかい素材の上で体重計を使用すると、Aria 2 の測定値の精度に影響することがありま

す。 

● 体重計の上に立って、体重を両足に均等にかけます。  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1155
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1498
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1167
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2223/#lean


 

 

● 毎日同じ時間に体重を測って、一定の傾向を確認します。体重と体脂肪率は、1 日の中

で自然に変化します。 

● 測定の合間に Aria 2 を手に取って動かしたり、使用していないときに壁に横向きに収納

したりすると、次に計量に使用する際、体重計の較正プロセスが行われます。その後、

体重計が再調整され、再び正確な測定値を表示するには、最大 2 回の連続した計量が必

要となります。  

注： 体脂肪率、BMI、除脂肪体重の測定には、Fitbitアカウントで Aria 2 体重計をセットアップ

する必要があります。このセットアップを完了しなくても、体重を測定することはで

きます。 

工場出荷時リセット 

工場出荷時設定にリセットすると、保存された体重や Wi-Fi ネットワークなど、すべてのユー

ザーデータが体重計から消去されます。体重計を工場出荷時設定にリセットするには、次の手

順を実行します。  

1. 体重計を裏返し、タブを引き上げて、バッテリー収納部からカバーを取り外します。 

2. 電池を取り出します。 

3. バッテリスロットの上にある小さなボタンを下に押します。  

4. ボタンを押し続けながら、電池を入れ直します。ボタンは、必ず 10 秒以上押してくだ

さい。  

5. カバーをバッテリー収納部に戻し、しっかりと固定されるまで下に押します。 

6. 体重計を裏返して、セットアップを開始します。  

  



 

 

Fitbit Aria 2 一般情報および仕様 

センサー 

4 つのロードセルで体重が測定されます。体脂肪情報は、電気インピーダンスで測定し、体重

とユーザー・アカウントデータをもとに算出します。 

この体重計は、生体インピーダンス法を用いて体脂肪を測定します。インジウムスズ酸化物 

(ITO) 電極は、体重計の上部にパターンを形成し、体に小さな安全な信号を送ってインピーダン

スを測定します。 

制限事項 

● 体重計の測定範囲は、4.5～181.4kg（10～400 ポンド）です。 

● 所有者は、対象となる Aria 2 の操作者です。  

● Aria 2 は修理できません。体重計に関するサポートが必要な場合は、サポートまでお問

い合わせください。 

バッテリーと電源 

● 単 3形アルカリ乾電池 (1.5V) 3 本付き 

(動作時：公称 4.5V) 

● 電源コード不要 

Aria 2 の電池を交換するには、以下の手順で行います。 

1. 体重計を裏返し、タブを引き上げて、バッテリー収納部からカバーを取り外します。 

 
2. 電池を取り出します。 

http://help.fitbit.com/?cu=1
http://help.fitbit.com/?cu=1


 

 

 
3. 単 3形アルカリ乾電池 (1.5V) 3 本を、図のように収納部に入れます。 

 
4. カバーをバッテリー収納部に戻し、しっかりと固定されるまで下に押します。 

5. 体重計をひっくり返して、Aria 2 が調整されるまで少し待ってから、計量を開始しま

す。 

 

Aria で使用するアルカリ乾電池 (1.5V) の寿命は、通常約 1 年です。電池の種類によっては、寿

命が異なる場合があります。必要に応じて、電池を交換してください。 

サイズおよび重量 

 長さ 幅 奥行き 重量 

Aria 2 体重計 
31.2cm 
12.3インチ 

31.2cm 
12.3インチ 

31.9mm 
1.3インチ 

2.13kg 
4.7ポンド 



 

 

環境条件 

動作温度 
5° から 40°C 

(41° から 104°F) 

相対湿度 

最大 93% RH 

Aria 2 は、湿度の高い浴室環境でも動作するように設

計されています。 

保管および持ち運び 
-25°C ～ 70°C 

最大 93% RH 

環境圧力範囲 700 ～ 1060 キロパスカル 

保護等級 
IP53：この記号は、体重計が防塵・耐水であることを

示すものです。 

注：Aria 2 体重計は、硬くて平らな場所で使用すると、最も安定した信頼性の高い測定値が表

示されます。 

お手入れとメンテナンス 

必要に応じて Aria 2 をクリーニングし、土やほこりを取り除いてください。 体重計のお手入れ

は、次のヒントを参考にしてください。 

 

● 最初に使用する前に中性洗剤を使い、湿った布で表面を拭きます。  

● Aria 2をクリーニングする際は、水中に沈めたり高圧水流（シャワーヘッドなど）を使

用したりしないでください。 

● 消毒シート、塩素、高濃度ガラスクリーナーを体重計の表面に使用しないでください。  

● 体重計の清掃に研磨材入りのクリーナーを使わないでください。 

  



 

 

規制および安全に関する注意事項 

モデル名：FB202 

この体重計は、生体インピーダンス法を用いて体脂肪を測定します。ITO 電極は、体重計の上

部にパターンを形成し、体に小さな安全な信号を送ってインピーダンスを測定します。 

BF 形装着部 

この記号は、表面スケールが、電気生理学的信号をユーザーとの間で伝達することを目的とし

た BF形装着部であることを示すものです。この体重計は、生体インピーダンス法を用いて体格

を測定します。ITO電極は、体重計の上部にパターンを形成し、体に小さな安全な信号を送って

インピーダンスを測定します。 

Aria 2 は、米国を除く以下の国々では医療機器として認められていません。 

米国：連邦通信委員会（FCC）のステートメント 

本機器は FCC 規則パート 15 に準拠しています。 

運用では以下の２つの条件があります： 

本デバイスが有害な干渉を引き起こさないこと、および 

このデバイスは好ましくない動作を発生させるような干渉を含む、あらゆる受信干渉を受け入

れる 

FCC 警告 

Fitbit Inc. によって許可されていない変更および修正を行った場合、製品を操作するユーザーの

権利が無効になる場合があります。 

注意：この装置は、FCC 規定パート 15 に従い、クラス B のデジタル装置に対する制限に準拠す

ることが試験により認定されています。これらの制限は、住宅への設置での有害な干渉からの

合理的な保護を提供するために考えられています。この装置は、無線周波数エネルギーを発生

させ、使用し、放射します。そして、使用説明書に従って設置され使われないと、無線通信に

有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかし、ある特定の設置で干渉が起こらないとい

う保証はありません。もしこの装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場

合、それはその装置の電源を切ったり入れたりして判断できますが、ユーザーは、次の中の１

つ以上の対策をとることによって干渉を修正する試みをされることを奨励します。 

受信アンテナを別の方向に向けるか、別の場所に移す 



 

 

機器と受信機の設置間隔を広げる 

本装置を受信機が接続されているのとは異なる回路にあるコンセントに接続する。 

ディーラーまたは経験のあるラジオ／テレビの技術者に相談して支援してもらう。 

このデバイスは、公共または非管理の環境における高周波（RF）曝露に適用される FCC の要件

を満たしています。 

FCC ID: XRAFB202 

カナダ：カナダ産業省（IC）のステートメント 

本デバイスは、公共または制御されていない環境における RF 曝露に関する IC 要件を満たして

います。 

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou 

incontrôlée 

現在の RSS GENに準拠したユーザーへの IC 通知 

本デバイスは、カナダ産業省ライセンス免除 RSS基準に準拠しています。  

運用では以下の２つの条件があります： 

1. 本デバイスが有害な干渉を引き起こさないこと、および 

2. このデバイスは好ましくない動作を発生させるような干渉を含む、あらゆる受信干渉を

受け入れる 

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est 

soumise à Les deux conditions suivantes:   

1. cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et  
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un 

mauvais fonctionnement du dispositive 

IC: 8542A-FB202 

EU（欧州連合）  

EU 適合宣言（簡易版） 



 

 

本書により、Fitbit, Inc.は、無線機器タイプのモデル FB202 が指令 2014/53/EU に適合しているこ

とを宣言します。EU 適合宣言書の全文は、次のインターネットアドレスでご覧になれます。

http://www.fitbit.com/safety 

 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB202 sont conformes à la Directive 

2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant: 

www.fitbit.com/safety. 

 

Dichiarazione di conformità UE semplificata 

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB202 è conforme alla Direttiva 

2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 

Internet:www.fitbit.com/safety. 

 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB202 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der 

vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen 

werden: www.fitbit.com/safety. 

 

Declaración UE de Conformidad simplificada 

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB202 cumple con la 

Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 

siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety. 

 

 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety


 

 

安全に関するステートメント 

本機器は、以下の EN 規格の仕様に基づいて、安全性認証に準拠していることがテスト済みで

す。EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013. 

適合宣言の全文は、https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions でご覧になれます。 

周波数情報 

周波数帯域 (MHz)：2400～2483.5 

最大 EIRP (dBm)：19.96 

オーストラリアおよびニュージーランド 

 

中国 

 

 

 



 

 

 

インドネシア 

 

イスラエル 

אישור התאמה 51-61295  

. אי לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר  

日本 

 

 

必要に応じて、電池を交換してください。 



 

 

 

 



 

 

オマーン 

 

フィリピン 

 

セルビア 

 

  И 005 17 



 

 

シンガポール 

 

南アフリカ 

 

大韓民国 

클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 

얻을이 장치. 

 

アラブ首長国連邦 

TRA 登録番号：ER56880/17 

ディーラー番号：35294/14 



 

 

ベトナム 

 

 

環境仕様 

ガイダンスおよび製造業者による宣言 – 電磁エミッション 

Aria 2 ワイヤレス・スマートスケール (電子体重計) は、以下に定める電磁環境下で

の使用を想定しています。Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールの顧客またはユー

ザーは、このような環境で使用されていることを確認する必要があります。 

放射テスト 適合性 電磁環境– ガイダンス 

高周波放射 CISPR 11 グループ 1 Aria 2 ワイヤレス・スマートスケール

は、高周波エネルギーを内部機能のみ

に使用します。そのため、その高周波

放射は非常に少なく、近くの電子機器

に干渉を引き起こす可能性はほとんど

ありません。 

高周波放射 CISPR 11 クラス B 



 

 

高調波放射 IEC 61000-

3-2 

該当なし Aria 2 ワイヤレス・スマートスケール

は、家庭用電力を供給する公共の低電

圧電源供給網に直接接続されているす

べての建物での使用に適しています 
電圧変動/フリッカー

放射 IEC 61000-3-3 

該当なし 

 

ガイダンスおよび製造業者による宣言 – 電磁環境耐性 

Aria 2 ワイヤレス・スマートスケール (電子体重計) は、以下に定める電磁環境下での使用を

想定しています。Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールの顧客またはユーザーは、このよう

な環境で使用されていることを確認する必要があります。 

耐性テスト IEC 60601 テストレベ

ル 

適合性レベル 電磁環境 - ガイダン

ス 

静電放電 (ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 8 kV 接触 

± 15 kV 気中 

± 8 kV 接触 

± 15 kV 気中 

床は、木、コンクリ

ート、セラミックタ

イルである必要があ

ります。床が合成素

材で覆われている場

合、相対湿度は 30％

以上である必要があ

ります。 

電気的高速過渡現象/

バースト 

IEC 61000-4-4 

電源ライン ± 2 kV 

入出力ライン ± 1 kV 

該当なし 該当なし 

Surge 

IEC 61000-4-5 

ラインからライン ± 1 

kV 

ラインからアース ± 2 

kV 

該当なし 該当なし 



 

 

電圧ディップおよび

停電 

IEC 61000-4-11 

0% UT：0.5 周期   

0°、45°、90°、135°、

180°、225°、270°、

315° 

 

該当なし 該当なし 

0% UT：1 周期  

および  

 

70% UT：25/30 周期  

 

単相：0° 

 

0% UT：250/300 周期  

 

電源周波数 (50/60 Hz) 

磁界 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 電源周波数磁界は、

一般的な商業環境ま

たは病院環境におけ

る典型的な場所に特

有のレベルである必

要があります。 

注：Ut は、テストレベル適用前の交流主電源電圧です。 

Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールは、IEC 60601-1-2 に準拠した基本性能を備えていません。 

IEC 60601-1 に従って、Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールのユーザーは対象の操作者であ

り、デバイスが使用されていないときに記載された機能および保守を行うことができます。  

警告：本機器を他の機器と隣接または重ねて使用すると、誤動作を招く恐れがあるため、避け

てください。このような使用の必要がある場合は、本機器とその他の機器を観察して、正常に

動作していることを確認する必要があります。 



 

 

損傷を防ぎ、感電などの潜在的な危険から身を守るために、ESD に関する注意事項に従ってく

ださい。 

ガイダンスおよび製造業者による宣言 – 電磁環境耐性 

Aria 2 ワイヤレス・スマートスケール (電子体重計) は、以下に定める電磁環境下での使用を

想定しています。Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールの顧客またはユーザーは、このよう

な環境で使用されていることを確認する必要があります。 

耐性テスト IEC 60601 テストレベ

ル 

適合性レベ

ル 

電磁環境 - ガイダンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝導 RF 

IEC 61000-4-6 

 

 

放射 RF 

IEC61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz ～ 80 MHz 

 

 

10 V/m 

80 MHz ～ 2.7 GHz 

1kHz：80% AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当なし 

 

 

 

10 V/m 

携帯式および移動式 RF 通信

機器は、ケーブルを含む Aria 

2 ワイヤレス・スマートスケ

ールのどの部分に対しても、

送信機の周波数に適用される

方程式から計算した推奨分離

距離を超えないようにする必

要があります。 

 

推奨分離距離 

 

該当なし 

 

 

 

d = 1.17* √P   80 MHz ～ 800 

MHz 

 



 

 

 d = 2.33* √P   800 MHz ～ 2.5 

GHz 

 

ここで、P は送信機製造業者

によるワット (W) 単位の送信

機の最大定格出力電力であ

り、d は、メートル (m) 単位

の推奨分離距離です。 

 

電磁実地調査 aによって測定

された固定 RF 送信機からの

電界強度は、各周波数範囲 b

の適合レベル未満である必要

があります。 

 

以下の記号がついた機器の周

辺では、電波障害が起こる可

能性があります。 

 

 

注 1：80MHzと 800MHzでは、高い方の周波数帯域が適用されます。 

注 2：これらのガイドラインは、すべての状況に適用されるとは限りません。電磁伝搬は、

構造物、物、人からの吸収や反射の影響を受けます。 

a  無線電話（携帯電話）や陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM・FM ラジオ放送、

テレビ放送などの固定送信機からの電界強度は、理論的に正確に予測することはできませ

ん。  固定 RF 送信機による電磁環境を評価するには、電磁実地調査を検討する必要がありま

す。  Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールを使用する場所で測定された電界強度が上記の該

当する RF 適合性レベルを超える場合は、Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールを観察して正

常な動作を確認する必要があります。  異常な動作が確認された場合は、Aria 2 ワイヤレス・



 

 

スマートスケールの向きを変える、または設置場所を変えるなどの追加措置が必要な場合が

あります。 

b  150 kHz ～ 80 MHz の周波数範囲では、電界強度は 3 V/m 未満である必要があります。 

 

携帯式および移動式 RF 通信機器と Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールとの推奨分離距離 

Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールは、放射 RF 妨害が制御された電磁環境下での使用を想

定しています。Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールの顧客またはユーザーは、通信機器の

最大定格出力電力に応じて、携帯式および移動式 RF 通信機器（送信機）と Aria 2 ワイヤレ

ス・スマートスケールとの間の距離を、以下の推奨に従って最小限に保つことで、電磁干渉

を防ぐことができます。 

送信機の最大定格出

力電力 

 

水 

送信機の周波数に応じた分離距離 

m 

150 kHz ～ 80 MHz 

 

d = 1.17* √P 

80 MHz ～ 800 MHz 

 

d = 1.17* √P 

800 MHz ～ 2.5 GHz 

 

d = 2.33* √P 

0.01 該当なし 0.12 0.23 

0.1 該当なし 0.37 0.74 

1 該当なし 1.17 2.33 

10 該当なし 3.7 7.37 

100 該当なし 11.7 23.3 



 

 

上記に記載されていない最大定格出力電力の送信機の場合、推奨分離距離 d (m) は、送信機

の周波数に適用される方程式を使用して推定できます。ここで、P は、送信機製造業者によ

る送信機の最大定格出力電力 (W) です。 

注 2：80MHzと 800MHzでは、高い方の周波数帯域の分離距離が適用されます。 

注 2：これらのガイドラインは、すべての状況に適用されるとは限りません。電磁伝搬は、

構造物、物、人に対する吸収や反射の影響を受けます。 

Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールは、2400～2483.5MHz 帯で動作するワイヤレス IEEE 

802.11b（CCK/BPSK 変調方式）に準拠しています。実効放射電力は 25 dBm です。  

携帯式および移動式 RF 通信機器は、たとえその機器が CISPR エミッション要件に適合していて

も、Aria 2 ワイヤレス・スマートスケールの動作に影響を及ぼす可能性があります。 

バッテリーに関する注意事項 

電池の取り扱いは、製造業者の取扱説明書に従ってください。 

処分とリサイクルに関する情報 

 

製品上のシンボルまたは製品のパッケージには、本製品の寿命が尽きたときに通常の家庭廃棄

物とは別に廃棄されなければならないことが示されています。電子機器は、お客様の責任にお

いてリサイクルセンターへお出しいただき、天然資源の保護にご協力くださいますようお願い

いたします。欧州連合に加盟する各国には、電子電気機器をリサイクルする回収センターが設

置されています。リサイクルの持ち込み場所については、最寄りの電気電子機器廃棄物の管理

機関または製品を購入した小売店にお問い合わせください。 

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin de sa vie doit être recyclé 

séparément des déchets ménagers ordinaires.Notez que ceci est votre responsabilité d'éliminer les 

équipements électroniques à des centres de recyclage afin d'aider à préserver les ressources 

naturelles.Chaque pays de l'Union européenne a ses centres de collecte et de recyclage pour le 

recyclage des équipements électriques et électroniques.Pour plus d'informations ou trouver un centre 

de recyclage, contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le produit. 

• Aria 2 体重計を、家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。 



 

 

• 電池は一般廃棄物処分場に廃棄せずに、別途回収してもらう必要があります。 

• 梱包材および Aria 体重計の廃棄は、お住まいの地域の規制に従って行う必要がありま

す。  

                

  



 

 

ヘルプおよび保証 

ヘルプ 

Aria 2 のトラブルシューティングおよびサポートについては、 help.fitbit.com をご覧ください。 

返品ポリシーおよび保証 

保証情報および Fitbit.com ストア返品ポリシーについては、 fitbit.com/returns をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://help.fitbit.com/
http://www.fitbit.com/returns
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