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iPhoneで設定する
活動量計として使う
普段はWalk Scanを活動量計として使えます。Walk Scanを繰り返し使うことで、美しい歩き方へと導きます。

総消費カロリーとは
総消費カロリーとは、
0時から現在までの
【基礎代謝＋活動カロリー】
のことです。

Walk Scanの使いかた
● 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
● 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
● 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

 ・ Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc. が所有する登録商標であり、
  オムロンヘルスケア（株）は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

「10歩チェック」で歩行姿勢を測る

歩行姿勢を測る

2
測る

1
設定する

3
エクササイズ

2
測る

1
設定する

Walk Scanを正しく装着する 測定結果に応じてエクササイズする
本体をクリップに取り付けて、腰の後ろにぴったり装着します。

3.オムロンヌさん
 ピック

1.本体

※電池カバーを
　外した状態

2.装着
 クリップ

Walk Scanを繰り返し使う

腰に付けて歩くことで、
あなたの歩き方のタイプ（6種類）がわかります。

あなたにあった改善エクササイズで、美しい歩き方へと導きます。

オムロンロゴを正面に向けて、まっすぐ垂直になるように
取り付けてください。上下逆や斜めには取り付けないでください。

※3分ウォークについて詳しくは、
　「美姿勢ウォーキング」アプリの説明をご覧ください。

Walk Scanは、このような流れで使います。

健 康 サ ポ ー ト サ ー ビ ス

取扱説明書

10歩チェック ： 10歩歩いて、簡単チェック
３分ウォーク ： しっかり歩いて、詳しくチェック

活動量データをアプリで確認する
アプリで歩数、総消費カロリーを確認できます。

正しく装着する
歩数、総消費カロリーが測定されます。

3
エクササイズ アプリでエクササイズをする

活動カロリー

基礎代謝

総消費カロリー

＋

＝

体を動かして消費したエネルギー

生命維持に必要なエネルギー

その日に消費したエネルギーの合計

各部の名前と付属品

色 説明
設定をしているとき青

設定完了したとき

赤 電池の残量が少ないとき

赤 動作異常がおきたとき
さあ、あなたも、自分の姿勢を知って美しく歩きましょう。

ポケットに
入れる

ウエスト部分に
はさむ

ズボンの後ろポケット
への装着は破損の原因
となります。

iPhoneの「設定」から、
Bluetooth®を「オン」にする1 1

2

「歩行姿勢計」の「美姿勢ウォーキング」アプリを
ダウンロードする3

機器登録をする
アプリ画面の指示に従って登録をしてください。5

1

2
お知らせランプについて

「美姿勢ウォーキング」アプリについて

OK OK

NG

Walk Scan はiPhone専用です。

初期設定項目の入力を間違えると、正しく測定できない場合があります。

※ランプは、普段は消灯しています。
　設定後、本体をふってランプが青
　に点灯したら、本体は正しく動い
　ています。

背骨を中心とし、
左右±2cm以内
に装着

4 アプリを起動して、ログインする
はじめてご利用いただく場合は、会員登録をしてください。

お知らせ
ランプ

電池カバー
開け口

右記のサイトへ
アクセスする2

このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。

め ざ そ う
キ ラ キ ラ
フラミンゴ

 ・ iPhone はApple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ・ iPhone はApple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

ローライズやハイウエスト
では正しく測定されません。

「10歩チェック」
10歩で簡単に歩行タイプをチェック

歩行姿勢チェックに

あなたにあったエクササイズを

測定結果や悩みから、
あなたにあったエクササイズをおすすめ。

内ももの筋肉をのばす

内ももの筋肉をきたえる

お腹まわりの
筋肉をきたえる

iPhoneで結果を
アプリで、歩き方を 6タイプに分類。
歩行姿勢・歩行バランスの詳細を確認します。

1日 5分のエクササイズを続けることで、
美しい歩行姿勢に近づいていきます。

点滅

点滅

点灯

青 点灯

ランプの色で本体の状態をお知らせします。 アプリ画面の指示に従って10歩、まっすぐ歩きます。

ボタン
（ 9ページ）

iPhoneを機種変更したときは、　　からやり直してください。

OK

NG

NG

電源をOFFにする

1 まっすぐ
歩こう

クリップ部左右の
くぼみ部分に
シリコン部を
かぶせます。

装着クリップのシリコン部とクリップ部が外れたときは、
次のように正しく取り付けてください。

完成図

左右の
くぼみ部分

シリコン部の側面を
ひっぱります。

シリコン部とクリップ部を
取り付けます。1 3

2

クリップ部
※上下はありません。
シリコン部

ボタン

装着クリップの取り付け

10 歩チェック、3分ウォーク中の歩数、
活動カロリーはカウントされません。

「3分ウォーク」
日常の歩行姿勢の詳細をチェック

4.取扱説明書
 （本書：品質保証書付き）

裏面へ続く

普段は
活動量計
としても
使えるよ！

●電源をONにするには
ボタンを長押しすると、ランプが青に点滅します。
ランプが点滅してから10分以内にアプリを起動してください。
本体のランプが青に点灯すれば設定完了です。

無線機器の使用が禁止された区域では、本体の通信を
停止する必要があります。右イラストのボタンを長押し
して、必ず本体の電源をOFFにしてください。
・航空機に乗るとき ・病院にいるとき ・海外にいるとき

まずは
設定してね！ め ざ そ う

キ ラ キ ラ
フラミンゴ

（お試し用電池内蔵）

 本体をふってもランプが点灯しない
 場合、電源はOFFしています。
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受付時間
（祝日を除く月～金）
9：00～19：00

通信料
無料

通話料
無料

健康サポートサービスのお問い合わせ

オムロン お客様サービスセンター

サポートデスク お問い合わせの内容により、回答までに
お時間をいただく場合があります。
あらがじめご了承ください。

都合によりお休みをいただいたり、
受付時間帯を変更させていただく
ことがありますのでご了承ください。

販　売　名 オムロン 歩行姿勢計 HJA-600T ウォークスキャン　
電 源 電 圧
測 定 機 能

DC3V（リチウム電池CR2032 × 1 個）
歩行姿勢判定 *1・歩行バランス判定 *1・歩数 *2・総消費カロリー *2
歩数・総消費カロリー　最大14日分

使 用 環 境
通 信 距 離
通 信 方 式

温度：0～35℃　湿度：30～85%RH
約10m *3
Bluetooth® Version 4.0 (Low Energy support)

電 池 寿 命 約3カ月 *3  

外 形 寸 法 本体：縦 約53 ×横 約37 ×厚さ 約11.5mm 装着クリップ：縦 約56 ×横 約40 ×厚さ 約23mm 
質　　　量 本体：約17ｇ（電池含む） 装着クリップ：約13g
付　属　品 装着クリップ *4、オムロンヌさんピック、

お試し用電池（CR2032×1個、内蔵）、取扱説明書（品質保証書付き）

  *1 推奨：16才以上の女性   *2 歩行姿勢を測るときは、カウントされません。 

  *4 装着クリップは別売品としてご用意しています。お求めは下記までお問い合わせください。

  *3  通信距離、電池寿命は、通信機器間の距離や障害物、電波状況、お使いの機器の使用
 状況などにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。

商品のお問い合わせ、別売品や消耗部品のお求め、修理のご依頼

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後
  1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターに
 ご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ） 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ） お買い上げ後の落下・水没などによる故障および損傷。

（ニ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の
 使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
（ホ） 品質保証書の提示がない場合。
（へ） 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
 あるいは字句を書き替えられた場合。

（ハ） 本体を除く消耗部品。

（ト） 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
（チ） その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。
 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
品質保証書

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

〒617-0002　京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を
おこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しました
ときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償修理または交換いたします。

※以下につきましては、必ず販売店にて、
 記入捺印していただいてください。

販売名

ご芳名

ご住所

TEL （　　 ）

お買い上げ店名

住所

TEL （　　 ）
お買い上げ年月日 年 月 日

印オムロン 歩行姿勢計 HJA-600T ウォークスキャン

次のように使用した場合、歩行姿勢を正しく測定できません。
歩行姿勢を正しく測定できないとき

活動量や歩数を正しく測定できないとき

いつも清潔にしてお使いください。本体やクリップの汚れは乾いたやわらかい布で
拭き取ってください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませ
た布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。

汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、アルコールなどを
使用しないでください。
次のようなところに保管しないでください。
・ 水のかかるところ・ 傾斜、振動、衝撃のあるところ
・ 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
・ 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任
を負いかねます。

本体内部に水などが入らないようにしてください。

お手入れと保管

動作異常が起きた

電池残量が少ない

本体の向きが
間違っている

すみやかに新しい電池（CR2032× 1個）と
交換してください

ランプが赤に点灯 電池を入れ直してください

電池を正しく入れ直してください

ボタンを長押しして電源をONにし、ランプが青に
点滅したらアプリを起動してください

電池の　　の向き
が間違っている

電池残量がなくなった

電池交換後、設定せず
に10分以上放置した

こんなとき 対処のしかた原　因
ランプが赤に点滅

測定できない

本体をふっても
ランプが点かない

上記以外
ボタンを押しても動作しない

おかしいな？と思ったら 仕様

●上下移動を伴う運動や振動の多いところで
　使用したとき
 ・ 立ったり、座ったりする動作
 ・ 歩行・ジョギング以外のスポーツ
 ・ 階段や急斜面の昇り降り
 ・ 乗車中（自転車、自動車、電車、バスなど）の
  上下振動または横ゆれ
 ・ 上半身を中心としたトレーニング

アプリのヘルプをご覧ください。

※電池を交換しても過去の測定記録と設定した値は消えません。

※当日の測定値の記録は毎時00分におこなわれます。電池を交換すると毎時00分から
　電池交換時までの測定値は消去されます。

※測定記録の不整合の原因となるので、深夜0:00をはさんで電池を交換しないでください。

※本商品の故障、修理のときは、設定した値や当日データを含む測定値はすべて消去されます。
　万一に備え、こまめにアプリを起動し、測定結果を転送しておくことをおすすめします。

メ　モ　リ

保証規定

■ 警告、注意について

■ 図記号の例

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが
想定される内容を示します。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害* の発生が
想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

警告

注意

　記号は強制（必ず守ること）
を示します。

記号は禁止（してはいけないこと）
必ず守る 禁止

●ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、
他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
●表示と意味は次のようになっています。

安全にご使用いただくために
必ずお読みください。安全上のご注意

警告

警告

注意

注意
使用にあたって

本商品は歩行の診断装置ではありません。診断や理学療法には使用
しないでください。

必ず守る

運動中に身体に疲れや痛みを感じたら必ず休憩をとってください。
もし痛みや不快が続くようであれば、直ちに運動を中止し、医師の
診察を受けてください。
• 身体に過度の負担をかけた運動は、事故やけがの原因になります。
 無理のない範囲でおこなってください。

• けがの原因になります。
本体をズボンのうしろポケットに入れないでください。
• けがをしたり、本体が破損したりする原因になります。

禁止

必ず守る

必ず守る

電池の取り扱いについて
電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。
• 乳幼児が電池を飲み込む恐れがあります。電池を飲み込んだときは、
 すぐ医師の治療を受けてください。

電池を加熱したり、火の中に入れたりしないでください。
• 金属リチウムが溶解して、激しく破裂し、発火します。

禁止

保管について

乳幼児の手の届かないところに保管してください。
• 万一、小さな部品を飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。

お願い

• 分解や改造をしないでください。
• 本体に強いショックを与えたり、落としたり、踏んだりしない
 でください。
• 本体は防水ではありません。洗ったり、ぬれた手でさわったりしないで
 ください。故障の原因になります。
• 使用済みの電池は、端子　　　をセロハンテープで覆い絶縁してから、
 お住まいの市区町村の指導にしたがって処分してください。
• 本体を廃棄する際は、必ず電池を取り外してから処分してください。

電池の取り扱いについて

指定の電池を使ってください。
• 発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。

• 発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。

電池の 極を正しく入れてください。
• 発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。

腰の中央後ろに本体を装着したまま、椅子等に腰掛けないでください。

データ通信について
・ 本商品は電波法に基づく工事設計認証を受けた2.4GHz帯小電力データ通信シ
 ステムの無線設備です。本商品を改造、分解、本体記載の認証番号を消すと、
 電波法に抵触する恐れがあります。
・ 本商品を本商品と同じ周波数を使用した無線LAN、電子レンジ、無線機器など
 の周辺でご使用になりますと、本商品との間で電波干渉が発生する可能性があ
 ります。電波干渉が発生した場合、使用しない機器を停止するか、本商品の使
 用場所を変えるなど電波干渉の生じない環境でご使用ください。
・ 本商品は日本国内専用です。日本国外で使用しないでください。海外で使用さ
 れると、その国の電波法に抵触する恐れがあります。

データ通信について

必ず守る

必ず守る

航空機内や病院など、無線機器の使用が禁止された区域では
必ず本商品の電源をOFFにしてください。
植込み型医療機器（心臓ペースメーカーなど）の装着部位から
22cm以内に近づけないでください。

使用周波数帯域：2.4GHz 帯

全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能です。

変調方式：その他

想定干渉距離：10m

電波干渉に関するご注意
本商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の
同種無線局、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用構内無線局、および
免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下、「他の無線局」と
略す）が運用されています。
1 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」を運用していないことを確認 
 してください。
2 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに 
 使用場所を変えるか、商品の電源をOFF（電波の発信を停止）にしてください。
3 その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、 
 弊社サポートデスクまでお問い合わせください。
4 次のマークは電波の種類と干渉距離を表しています。

を示します。

（ 11ページ）

（ 9ページ）

電池を正しく入れ直してください（ 11ページ）

（ 18ページ）

（ 11ページ）

●不規則な歩行をしたとき
 ・ すり足で歩く
 ・ サンダル、下駄、草履などの履物で歩く
 ・ 歩行の乱れ（混雑した街を歩くなど）

●本体が不規則に動くとき
 ・ 不規則な動きをしているバッグの中

●曲がった道や、平らではない道を歩いたとき

●ワンピースやウエスト部分がゆるい服を着ているとき
●踵が固定されていない靴（スリッパやミュールなど）をはいているとき

次のように使用した場合、活動量を正しく測定できません。

●極端にゆっくり歩いたとき

■お手入れと保管の注意

2294516-0B　HJA-600T

長期間（3カ月以上）ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管して
ください。

ホームページ  http://www.healthcare.omron.co.jp/
通信料はお客様ご負担となります。（別売品・消耗部品は、
インターネットでもお求めいただけます。）

 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

（ 9ページ）

ランプが赤に点滅したら、電池の残量が少なくなっています。
すみやかに新しい電池（CR2032×1 個）と交換してください。

電池を入れ替えるとき

電池を入れてから10分以内にアプリを起動します。
アプリ画面の「設定」から「機器との通信確認」を
選択して、「開始する」ボタンをタップしてください。
本体のランプが青に点灯すれば設定完了です。

電池を取り出す

10分過ぎると本体の電源が自動的にOFFになり、
設定できません。

※付属の電池はお試し用ですので、早めに寿命が切れることがあります。

爪で電池カバーを開けないでください。
けがの原因になります。
ピックの突起部分で電池カバーを開けないでください。
破損の原因になります。

ピックを差し込み、
電池を取り出します。

電池カバーをピックで
ひねって開けます。

1 2

電池を入れる3 設定をする4

NG

ひねる

電池カバーを開ける

上記の方法でも直らない場合、本体についてはオムロンお客様サービスセンター、
アプリについてはサポートデスクまでお問い合わせください。

（ 11ページ）

（ 5ページ）

他のiPhoneに設定
されている

iPhoneと本体を再設定してください
4（ 4ページの　　からやり直してください）

（当社試験条件による）

本体を正しく装着してください。
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