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｢ウェルネスリンク」に登録すると

活動量計の設定や測定記録の管理がかんたんにおこなえ、

さまざまなサービスを利用することができます。

スタートアップガイド

活動量計

ゆるぴかダイエット
カラダのリズムに合わせて
効果的にダイエット！

はじめにお読みください

5334215-3B
HJA-311IT
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「ウェルネスリンク」なら機器の設定や
測定記録の転送・管理が簡単！
ダイエットが楽しく続けられます！

※ 携帯電話でのご利用には、事前にスマート
フォンまたはパソコンから初期登録が必要
です。

活動量計

USB 通信トレイ
（別売）

スマートフォン
おサイフケータイ
・NFC対応機種 携帯電話

おサイフケータイ
対応機種

データベース
サーバー

初期登録
データ転送

初期登録
データ転送データ転送

スマートフォン
で楽しめる！

パソコンで
確認できる！

はじめにお読みください
オムロンの活動量計をお買い上げ
いただきましてありがとうございます
● ｢ウェルネスリンク」への登録は、スマートフォ
ン、パソコンからおこなえます。携帯電話か
ら登録はできません。

● パソコンで登録をされる方は、別売の「オム
ロンUSB 通信トレイ（HHX-IT3）」が必要です。
登録はUSB 通信トレイの取扱説明書にした
がっておこなってください。

● お使いのスマートフォンやパソコン、携帯
電話が対応していることをご確認ください。
（  22ページ）
操作方法については、それぞれの取扱説明書
をご参照ください。

● 「ウェルネスリンク」に転送されたデータは当
社が管理するサーバーに保管されます。（お使
いのスマートフォンやパソコンには保存されま
せん。）

● 「ウェルネスリンク」のサービスをご利用いた
だくには、1ユーザーにつき1つのメールアド
レスが必要です。

● ｢ウェルネスリンク」基本サービスでの測定
記録の保管期間は６カ月です。



3 4

••••パソコンでできること ••••

• マイグラフ
毎日の測定記録をグラフで表示。カラダの
変化がひとめでわかります。

• 定期レポート
月に 1 度、あなたの測定記録や成果をレ
ポートにしてお届けします。日々の測定
だけではわからないカラダへの気づきを
提供します。

■ 「ウェルネスリンク」のサービス

••••スマートフォンでできること ••••
• ゆるぴかダイエット
生理周期、便秘、むくみなどで体重が変
化しやすい女性にぴったりのダイエッ
トアプリ。あなたのカラダに合わせて
無理なくダイエットが進められます。
このアプリをお使いになるには、スマー
トフォンでアプリのダウンロードが必要
です。

カラダのリズム
（生理周期）に合わせて
無理なくダイエット。
無理しないとき、
がんばるときを
お知らせしてくれます。

または「ウェルネスリンク」で検索

サービスの詳細は次のサイトをご覧ください。 ※ウェブサイト・アプリの仕様および本ガイドに
記載されている内容は、予告なしに変更すること
があります。

ごほうびカロリー
100kcal につき、
小さいプリンマーク
１つで表示。
毎日のがんばりの成果を
プリンをためながら
楽しくダイエットできます。
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はじめて「ウェルネスリンク」を
　　利用される方  ---------------------------------7
すでに「ウェルネスリンク」に
　　ユーザー登録されている方  -----10

目次

スマートフォンで登録・転送する  -----------7

パソコンで登録・転送する  -------------------17

｢ウェルネスリンク」推奨環境 -------------22

はじめにお読みください  --------------------------2

登録の前に  ----------------------------------------------------6

「ウェルネスリンク」に登録する  ------7

データ転送する  -----------------------------------14

■ 機器の準備のしかた
初めて設定するときは…
活動量計の準備をおこなってください。
活動量計の    いずれかのボタンを
「HELLO」と表示するまで押し続けてください。
性別設定表示になれば、機器の準備は完了
です。

すでに本体で設定してお使いの方は、
機器の準備は不要です。

登録の前に

携帯電話で転送する  -------------------------------19

15 分以上放置すると、ご購入時の状態に戻
ります。
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http://wlm.jp/

「ウェルネスリンク」に登録する

「ウェルネスリンク」のサービスをご利用いただ
くために、次の手順で初期登録をおこなってく
ださい。

Step.1
次のサイトにアクセスし、
「ゆるぴかダイエット」アプリを
ダウンロードする

Step.3
機器の準備をする
機器の準備のしかた（  6 ページ）

はじめて「ウェルネスリンク」を
利用される方

Step.2
アプリを起動し、
「新規ユーザー登録」をする
画面の指示にしたがって、登録してください。

Step.4
「機器登録」をする

スマートフォンで登録・転送する

すでにユーザー登録をされている方は、『すでに
「ウェルネスリンク」にユーザー登録されている
方』（ 10ページ）を参照し、機器登録をお
こなってください。

・ 「ウェルネスリンク」には、歩数計もしくは活動量計
のいずれか 1台のみの登録となります。

・ 活動量計の表示が消えている場合は、機器の準備を
してください。（ 6 ページ）

・ マークのない NFC 対応機種でもお使いいただ
ける場合があります。対応機種をご確認ください。
（  22ページ）
・ スマートフォンの マークが活動量計の通信エリ
アからはみ出したり傾いていたりすると、正しく認
識できないことがあります。

活動量計の表示が消えてい
ないことを確認のうえ、活動
量計の通信エリアマーク
とスマートフォンの FeliCa
マーク を合わせて機器登
録をおこなってください。
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すでに「ウェルネスリンク」に
ユーザー登録されている方

Step.1
次のサイトにアクセスし、
「ゆるぴかダイエット」アプリを
ダウンロードする

Step.5
「機器設定」をする
画面の指示にしたがって、設定してください。

設定後、再度転送してください。

・ 「OK」「Err」表示の際にスマートフォンから音が鳴り
ます。音量設定はスマートフォンでおこなってください。

登録ができなかった場合
「Err」を表示します。
スマートフォンを活動量計から
離し、    いずれかの
ボタンを押して「Err」表示
を消してください。
「Err」表示が消えていることを確認のうえ、
スマートフォンの指示にしたがって、もう一度
Step.4（  8 ページ）からやり直してください。

http://wlm.jp/

登録が完了すると
「OK」を表示します
スマートフォンを活動量計から離
し、活動量計のいずれかのボタン
を押してください。
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・ 「ウェルネスリンク」には、歩数計もしくは活動量計
のいずれか 1台のみの登録となります。

・ 活動量計の表示が消えている場合は、機器の準備を
してください。（ 6 ページ）

・ マークのない NFC 対応機種でもお使いいただ
ける場合があります。対応機種をご確認ください。
（  22ページ）
・ スマートフォンの マークが活動量計の通信エリ
アからはみ出したり傾いていたりすると、正しく認
識できないことがあります。

画面の指示にしたがって、機器登録をおこなって
ください。

Step.5
設定画面から
「機器登録」を選ぶ

活動量計の表示が消えてい
ないことを確認のうえ、活動
量計の通信エリアマーク
とスマートフォンの FeliCa
マーク を合わせて機器登
録をおこなってください。

Step.3
スマートフォンの
「メニュー」ボタンを押し
「設定」を選ぶ
Step.4
機器の準備をする
機器の準備のしかた（  6 ページ）

Step.2
アプリを起動し、ログインする

登録が完了すると
「OK」を表示します
スマートフォンを活動量計から離
し、活動量計のいずれかのボタン
を押してください。
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データ転送する
登録が完了したあとは、かんたんに測定記録の
転送がおこなえます。

「ウェルネスリンク」マークについて
が点滅／点灯したときは、すみやかに

測定記録を転送してください。

点滅： 10 日分以上の測定記録があります。

点灯： 14日分の測定記録があります。古い測定記録
から順に削除されます。
すぐに測定記録を転送してください。

「ウェルネスリンク」
マーク

・ 「ウェルネスリンク」にデータ転送をおこなったとき、
正確な時間に合わせるために、時刻が補正される
ことがあります。詳しくは、ウェブサイト「ウェル
ネスリンク」のヘルプをご参照ください。

Step.6
「機器設定」をする
画面の指示にしたがって、設定してください。

設定後、再度転送してください。

・ 「OK」「Err」表示の際にスマートフォンから音が鳴り
ます。音量設定はスマートフォンでおこなってください。

登録ができなかった場合
「Err」を表示します。
スマートフォンを活動量計から離
し、    いずれかのボタン
を押して「Err」表示を消してく
ださい。
「Err」表示が消えていることを確認のうえ、
スマートフォンの指示にしたがって、もう一度
Step.5（  11ページ）からやり直してください。
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スマートフォンが検出されると活
動量計の表示が図のように変わ
り、自動的に転送が始まります。

・ 「OK」「Err」表示の際にスマートフォンから音が鳴り
ます。音量設定はスマートフォンでおこなってください。

データ転送ができなかった場合
「Err」を表示します。
スマートフォンを活動量計から離
し、    いずれかのボタン
を押して「Err」表示を消してく
ださい。
「Err」表示が消えていることを
確認のうえ、スマートフォンの指示にしたがっ
て、もう一度 Step.3（  15 ページ）からや
り直してください。

データ転送が完了すると
「OK」を表示します
スマートフォンを活動量計から離
し、活動量計のいずれかのボタン
を押してください。

Step.4
測定記録を転送する

Step.1
アプリを起動し、ログインする

Step.2
「データ転送」を選ぶ

Step.３
スマートフォンの FeliCaマーク
と活動量計の通信エリアマーク
を合わせる
・ マークのない NFC
対応機種でもお使いいた
だける場合があります。
対応機種をご確認くだ
さい。（  22ページ）

・ スマートフォンの マークが活動量計の通信エリ
アからはみ出したり傾いていたりすると、正しく認
識できないことがあります。

・ 電池交換マーク点灯中は転送できません。
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パソコンで登録・転送する
■ USB通信トレイへののせ方
活動量計の通信エリアマークと USB 通信
トレイの通信マークを合わせてください。

パソコンでの登録には別売りの「オムロン
USB通信トレイ（HHX-IT3）」が必要です。

「ウェルネスリンク」への初期登録・転送
方法は、USB 通信トレイの取扱説明書を
参照してください。

・ 電池交換マーク点灯中は転送できません。

■ 「Err」表示の消し方
データ転送の際、活動量計が「Err」を表示した
ときは、    いずれかのボタンを押して
「Err」表示を消してください。
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Step.4
測定記録を転送する

Step.3
携帯電話の FeliCaマーク を
活動量計の通信エリアマーク に
合わせる
・ 携帯電話の マー
クが活動量計の通信
エリアからはみ出し
たり傾いていたりす
ると、正しく認識で
きないことがありま
す。

・ 電池交換マーク点灯中は転送できません。

携帯電話が検出されると活動量計
の表示が図のように変わり、自動
的に転送が始まります。

Step.1
ウェルネスリンクアプリを
ダウンロードする

Step.２
ウェルネスリンクアプリを起動する

FeliCa 対応携帯電話をお持ちの方は、
FeliCa 通信で測定記録の転送ができます。
（携帯電話でのご利用には、事前にパソ
コンまたはスマートフォンから初期登録
が必要です。）

次のウェブサイトでお使いの携帯電話が対応機種
であるかどうかをご確認のうえ、ウェルネス
リンクアプリをダウンロードしてください。

対応機種は随時更新しています。

携帯電話で転送する

http://wlm.jp/
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Android OS 2.3で、おサイフケータイもしくは
NFC に対応する機種　※一部機種を除く
● NFC（Near Field Communication 近距離
無線通信）の FeliCa に対応しています。

● Android は Google Inc. の商標または登録
商標です。

スマートフォン

「ウェルネスリンク」推奨環境

NTTドコモ 903i ／ 703i シリーズ以降のおサ
イフケータイ（i モード FeliCa 対応携帯電話）
対応機種　※一部機種を除く
※携帯電話でのご利用には、事前にパソコンま
たはスマートフォンから初期登録が必要です。

● NTTドコモ、おサイフケータイ、iモードは株
式会社NTTドコモの登録商標です。

● FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触
ICカードの技術方式です。FeliCa はソニー株
式会社の登録商標です。

※「ウェルネスリンク」の推奨環
境については、次のウェブサ
イトで最新の情報をご確認く
ださい。
　　http://wlm.jp/

携帯電話　※測定記録の転送のみ

・ 「OK」「Err」表示の際に携帯電話から音が鳴ります。
音量設定は携帯電話でおこなってください。

データ転送ができなかった場合
「Err」を表示します。
携帯電話を活動量計から離し、
   いずれかのボタンを押

して「Err」表示を消してください。
「Err」表示が消えていること
を確認のうえ、携帯電話の指示に
したがって、もう一度 Step.3（  20 ページ）
からやり直してください。

データ転送が完了すると
「OK」を表示します
携帯電話を活動量計から離し、
活動量計のいずれかのボタンを押
してください。
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