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開始 

Fitbit Zip ワイヤレス・アクティビティトラッカーへようこそ。製品の安全性については、 

fitbit.com/safety でご確認ください。 

同梱内容 

Zip の同梱物 

 

 

 
  

本体 クリップホルダー バッテリードア

ツール 

ワイヤレス同期 

USB ドングル 

3vコイン電池 

CR2025 

電池を入れる 

1. Zip をパッケージから取り出し、バッテリードアツールを使って、バッテリードアのロッ

クを解除します。工具を本体背面のスロット（溝）に差し込み、ドアを反時計回りに回

して取り外します。  

2. ドアが外れたら付属の電池を、「＋」マークを上にして本体背面に差し込みます。電池

は、収納部の中央部に収まります。  

3. 電池をセットしたら、バッテリードアの矢印を Zip の「ロック解除」アイコンに合わせ

て、バッテリードアを取り付けます。バッテリードアツールを使って、バッテリードア

の矢印が「ロック」アイコンと一致するまで時計回りに回して、バッテリードアを「ロ

http://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
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ック」します。 

 
4.  ディスプレイが表示されたら、セットアップを進める準備をします。Zip のデバイスバー

ジョンが表示され、次にアクティビティレベルを表すスマイルフェイスが表示されま

す。電池を入れてから 30 分間は、ディスプレイは点灯したままです。 

5. 箱からワイヤレス同期ドングルを取り出し、パソコンの USBポートに差し込みます。 

6. これで、セットアップを開始する準備ができました。 

スマートフォンでセットアップする 

iPhoneや iPadの Fitbitアプリ、または Androidフォンの Fitbitアプリで、Zip 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であれば、お使いのアカウントにログインして、

今日タブ  > お使いのプロファイル画像 > 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。 

https://www.fitbit.com/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
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3. そのまま画面の指示に従って、Zip をアカウントに接続します。  

セットアップが完了したら、ユーザーガイドをお読みになって、新しく購入されたトラッカー

の情報を確認し、Fitbit アプリを探索してください。 

詳細については、 help.fitbit.com をご覧ください。 

Fitbit アプリでデータを確認可能 

スマートフォンやタブレットで Fitbitアプリを開くと、運動や睡眠のデータを見たり、食事や水

分の摂取を記録したり、チャレンジに参加したり等ができます。 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873
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Zip を装着する 

トラッカーの最適な装着方法を学びます。 

クリップの配置  

画面が外側になるように、Zip を体の上または近くに装着します。クリップをシャツのポケッ

ト、ブラジャー、ズボンのポケット、ベルト、またはウエストバンドにしっかりと固定しま

す。いろいろな場所に装着してみて、最も快適で安全な場所を確認してください。 

ブラジャーやウエストバンドに Zip を装着して肌に刺激を感じた場合は、ベルトやポケットな

どの外側の衣類にクリップで留めてください。  
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基本 

ナビゲート方法、バッテリー残量の確認、トラッカーのお手入れ方法を学びます。 

Zip を操作する 

Zip をタップして、データをスクロールします。バッテリーを節約するため、歩数が記録されな

い場合は、20 秒後にトラッカーの画面がオフになります。ディスプレイは、移動するまでオフ

のままです。 

バッテリー残量をチェック 

Fitbitアプリの [Today]タブ から、[プロフィール写真] をタップします。横にあるバッテリー

アイコンは、トラッカーの現在のバッテリー残量を示しています。 

Zip のお手入れ 

Zip は定期的にきれいにし、乾燥させることが大切です。詳細については、 

fitbit.com/productcare をご覧ください。 

https://www.fitbit.com/productcare
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アクティビティを記録 

Zip は装着するたびに、さまざまなデータを継続的に追跡します。Fitbitアプリの範囲内であれ

ば、一日中、データは自動的に同期されます。 

データを見る 

Zip をタップすると、1 日単位のデータを見ることができます。 

• 歩数 

• 移動距離 

• 消費カロリー 
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Zip をアップデートする 

トラッカーをアップデートして、最新の拡張機能を手に入れ、製品のアップデートを行ってく

ださい。 

アップデートが利用可能になると、Fitbitアプリに通知が表示されます。アップデートを開始す

ると、アップデートが完了するまで、Zip と Fitbitアプリにプログレスバーが表示されます。ア

ップデート中は、トラッカーとスマートフォンを近づけておいてください。 

詳細については、 help.fitbit.com をご覧ください。 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2047
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トラブルシューティング 

次のいずれかの問題が発生した場合は、トラッカーを再起動します。 

• 同期されない 

• 歩数などのデータが記録されない 

• タップしても反応しない 

トラッカーを再起動するには： 

1. 電池交換ツールを使用してふたを開け、電池を取り出します。 

2. 10 秒間待ちます。 

3. 電池の「＋」側を上にして、トラッカーに戻し、ドアを閉めます。 

その他のトラブルシューティングのためにまたは顧客サポートへのお問い合わせは、

help.fitbit.comを参照してください。 

https://help.fitbit.com/
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返品ポリシーおよび保証 

保証情報および fitbit.com の返品ポリシーについてはfitbit.com/legal/returns-and-warrantyをご覧

ください。 

http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
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規制および安全通知 

モデル名：FB301 

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： 

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. 本デバイスは、本デバイスでの望ましくない動作を引き起こす可能性がある干渉を含

む、いかなる干渉も受け入れなければなりません。 

FCC 警告 

コンプライアンスの責任を負う組織によって明示的に許可されていない変更および修正を行っ

た場合、機器を操作するユーザ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。 

• 受信アンテナの方向を変更し再配置する。 

• 本装置と受信機の間の距離を増やす。 

• 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。 

本装置は、公共の場または制限のない環境での高周波無線暴露に対する FCC と IC の規定を満た

しています。 

FCC ID: XRAFB301 
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カナダ：カナダ産業省（IC）のステートメント 

RSS GEN 目下の問題に規定されるユーザーへの IC 通知（英語／フランス語）： 

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. 本デバイスは、本デバイスでの望ましくない動作を引き起こす可能性がある干渉を含

む、いかなる干渉も受け入れなければなりません。 

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 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

IC ID: 8542A-FB301 

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FB301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。 

www.fitbit.com/safety 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB301 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 FB301 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
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Déclaration UE de conformité simplifiée 

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB301 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 FB301 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 

 

オーストラリア 

 

中国 

 

ワイヤレス同期 USB ドングル 

部件名称  有毒和危险品 Don 

 ドングルモデル FB301 铅 

(Pb) 

水银 

(Hg) 

镉  

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴化苯  

(PBB) 

多溴化二苯

醚 

(PBDE) 

表带和表扣  O O O O O O 

电子  X O O O O O 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制  

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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部件名称  有毒和危险品 Don 

 ドングルモデル FB301 铅 

(Pb) 

水银 

(Hg) 

镉  

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴化苯  

(PBB) 

多溴化二苯

醚 

(PBDE) 

 O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求  

Zip 

部件名称  有毒和危险品  

Zip モデル FB301 铅 

(Pb) 

水银 

(Hg) 

镉  

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴化苯  

(PBB) 

多溴化二

苯醚 

(PBDE) 

表带和表扣  O O O O O O 

电子  X O O O O O 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制  

 O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求  

イスラエル 

אישור  התאמה 51-37305  

. אין לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר  

メキシコ 
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IFETEL: RCPFIFB13-1798 (FB301B), RCPFIFB13-1798-A3 (FB301C), RCPFIFB13-1798-A1 (FB301G), 
RCPFIFB13-1798-A2 (FB301M), RCPFIFB13-1798-A4 (FB301W) 

セルビア 

 

И005 15 

シンガポール 

IDA規格 

DA107950 

に準拠 
 

南アフリカ 

 

TA-2013/745 

承認 

大韓民国 

 

-. 사용 주파수 (Used frequency):  2402 MHz-2480 MHz 

-. 채널수 (The number of channels): 40 

-. 공중선전계강도 (Antenna power):  1.2 dBi 

-. 변조방식 (Type of the modulation): デジタル 



 

19 

-. 안테나 유형(Antenna Type): 垂直 

-. 출력 (出力電力):  1.32 mW/MHz E.I.R.P. 

-. 안테나 종류 (アンテナの種類) PCB 

KCC 承認情報  

1) 機器名 (モデル名): 무선데이터통신시스템용 

특정소출력무선기기  

FB301 

2) 証明書番号 :  MSIP-CMM-XRA-FB301 

3) 申請者 :  Fitbit, Inc. 

4) 製造元:  Fitbit, Inc. 

5) 製造 / 生産国:  中華人民共和国 

アラブ首長国連邦 

  

TRA  
登録 

NO:  
ER35024/14 

 
ディーラー NO:  

35294/14 

  

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. 

重要な安全情報 

• この取扱説明書をお読みください。 

• この取扱説明書を保管してください。 

• 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。 
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• トラッカーを開けようとしないでください。本製品やバッテリーに含まれる物質は、不

適切に扱ったり廃棄したりすると、環境や人体に害を及ぼす可能性があります。 

• Zip をいじらないでください。 

• Zip の清掃に研磨剤入りの洗剤を使用しないでください。 

• Zip を食器洗い機、洗濯機、乾燥機の中に入れないでください。 

• 極端に高温または低温の場所に Zip を置かないでください。 

• Zip をサウナやスチームルームで使用しないでください。 

• Zip 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。 

• Zip を火気のそばに置かないでください。 

• Zip を火中に投じないでください。バッテリーが爆発するおそれがあります。 

• Zip を分解しないでください。修理可能な部品は入っていません。 

• お子様に Zip で遊ばせないでください。小さな部品は窒息の危険があります。 

バッテリーに関する注意事項 

本ガイドに付属の説明書に従って、電池を交換してください。  

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。最寄りのリサイクル回収所に関する情報については、各地域の関連する電子

電気機器廃棄物管理当局または製品をご購入になった小売店にお問い合わせください。 

• Fitbit 製品を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。 

• パッケージおよび Fitbit 製品の処分については、お住まいの地域の規制に従ってくださ

い。 

• バッテリーは地方自治体の廃棄物処理に回してはならず、別途回収する必要がありま

す。 

リサイクルにご協力ください！  
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©2022 Fitbit LLC. 無断複写・転載を禁じます。Fitbit および Fitbit のロゴは、米国および

その他の国における Fitbit の商標または登録商標です。Fitbit の商標の詳細なリスト

は、 Fitbit 商標リスト をご覧ください。記載されている第三者の商標は、それぞれの

所有者に帰属します。 

 

  

https://www.fitbit.com/global/us/legal/trademark-list
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