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MIO FUSE について、ご不明な点はございますか。
ご質問を承ります。 弊社の目標はお客様に満足して頂くことです。そのため、お客様からのフィードバックを大切にしています。
ご意見、ご質問、ご心配な点がございましたら、知識豊富な弊社サポートチームまでお問合せください。

1.877.770.1116			

facebook.com/mioglobal

support@mioglobal.com		
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instagram.com/mioglobal
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ようこそ

正確かつ継続的な心拍モニタリングを提供する、チェストストラップ不要のパフォーマンススポーツ
ウォッチ、次世代の Mio ALPHA のご購入おめでとうございます。 Mio ALPHA は、スマートフォンと
の接続中に、心拍数とワークアウトデータを表示して、お好みのフィットネスアプリのすべてのトレー
ニング機能および追跡機能を提供します。
すべての保証サービスを受けるには、Mio GO アプリまたは mioglobal.com/register からお使い
の Mio ALPHA を登録してください。

セット内容
1. Mio ALPHA 2
2. USB 充電器
3. クイックスタートガイド / 保証および規定

QUICK START GUIDE

WARRANTY & REGULATIONS

Set up your heart rate
zones and register for
product updates

1

2

3

製品を安全にご使用いただくために

新しいエクササイズプログラムを始める前に、かかりつけの医師にご相談ください。
Mio ALPHA では非常に正確な心拍測定が可能ですが、医療機器ではありません。Mio ALPHA およ
び USB 充電器には強力なマグネットが使用されています。ペースメーカー、除細動器、またはその他
埋め込み型電子機器をご使用の場合、Mio ALPHA をご使用の前にかかりつけの医師にご相談くだ
さい。
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MIO ALPHA
バッテリーインジケータ

A 左ボタン

B 右ボタン

C 心拍数を示す
LED ライト

時間

A

B

ワークアウトモード
タイマー

C

心拍

入門
MIO ALPHA を起動する

Mio ALPHA を起動するには、 A または B を長押ししてください。
ユーザープロファイルの設定を求められます。本体または Mio GO アプリから設定することができま
す。

ユーザープロファイル

以下の情報を入力し、Mio ALPHA から高精度のワークアウトデータを取得してください。
•
•
•
•
•
•

日付および時間
帝国 (米国) 単位またはメートル法
体重および身長
性別
生年
最大心拍数 (MHR)

MHR は、ユーザープロファイルの情報から計算されます。MHR が分かっている場合は、手動で入力
することもできます。

お使いの機器で直接設定する場合

[Workout Mode (ワークアウトモード)] がオフになっている場合は、ユーザープロファイルを編集する
には、 A を長押ししてください。
点滅している値を増加または変更するには、 B を押してください。 A を押して値を確定し、次へ
進みます。
ユーザー設定を終了するには、 A を長押ししてください。
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Mio GO から設定を行う場合

Mio GO アプリをダウンロードし、ユーザープロファイルを作成してください。Mio GO での設定は、
自動的に Mio ALPHA と同期されます。
Mio GO でユーザープロファイルを編集するには、左上隅の名前をタップしてください。

充電

1. 警告: 裏面の 4 つの充電端子が湿っている場合は、Mio ALPHA を充電しないでください。
必要に応じて、充電前にタオルで軽くたたくようにして拭き取ってください。
2. コンピュータの USB ポートに USB 充電器を差し込んでください。
3. Mio ALPHA 裏面の 4 つの充電端子を、USB 充電器の 4 つの充電端子に接続してください。
充電端子のマグネットが、2 つの端子を固定する際に役立ちます。

が表示されます。充電が完了すると、画面に
バッテリーの充電中は、ディスプレイに
が表示され、すぐに消えます。
[Workout Mode (ワークアウトモード)] を 1 日に 1 時間使用すると、満充電で約 20 日間使用でき
ます。
バッテリーの取り扱いおよび安全に関する重要情報は、
「バッテリーの取り扱い」を参照してください。

バックライト

ディスプレイをダブルタップして、いつでも Mio ALPHA のバックライトをオンにすることができます。

WORKOUT MODE
(ワークアウトモード )

Workout Mode (ワークアウトモード) の機能は以下のとおりです。
•
•
•
•
•
•

継続的な心拍表示
心拍ゾーンのアラート
クロノグラフタイマー
カウントダウンタイマーおよびリピートタイマー (Mio GO アプリから起動)
カロリー、距離、速度の表示
Mio GO アプリによる画面表示オプション
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MIO ALPHA を装着する

ワークアウト中の心拍数を正確に測定するために、以下の点にご注意ください。
•

•

Mio ALPHA は手首から約 3～8㎝ (1～3in) 上の前腕下部にぴったりと装着してください。裏
面の光学センサを肌と密着させてください。

手首が細い場合は、Mio ALPHA を前腕の上部 (肘寄り) に装着してください。

重要: より正確な心拍測定を行うために、手が冷たい方や血行が悪い方は、心拍の読み取りを開始す
る前に数分間体を動かしてみてください。
重要:皮膚のかぶれを防ぐために、低刺激の石鹸と水で、Mio ALPHA を定期的に洗浄して
ください。 着用を再開する場合は、腕および ALPHA が乾いた状態であることを確認して
ください。

心拍数の測定

心拍のモニタリングをオンにするには、ビープ音が鳴り、ディスプレイに FIND が表示されるまで、
B を長押ししてください。心拍が検出されるまで、腕を動かさないでください。心拍データは、タイ
マーを起動するまで記録されません。
が表示される場合は、Mio ALPHA は心拍数を検出できていません。以下の「トラブルシューテ
ィング」のヒントを参照してください。
心拍のモニタリングを停止にするには、ビープ音が鳴り、ディスプレイに QUIT が表示されるまで、
B を長押ししてください。

トラブルシューティング
•
•
•
•
•

Mio ALPHA が最初の心拍の読み取りを行っている間は、腕を動かさないように
してください。
ストラップをしっかり締めてください。
Mio ALPHA を前腕の高め (肘寄り) の位置に装着してください。
気温が低い場合は、屋外に出る前に心拍の読み取りを開始してください。
Mio ALPHA をもう一方の腕に付けてみてください。
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タイマー

タイマーを起動するには、まず、心拍のモニタリングをオンにしてください。Mio ALPHA は [Workout
Mode (ワークアウトモード)] になり、タイマーが起動すると、心拍数およびその他のワークアウトデ
ータの記録を開始します。
Mio ALPHA は、クロノグラフ、カウントダウン、リピートの 3 つのタイマーに対応していま
す。Chronograph, Countdown, and Repeat.
Mio ALPHA の工場出荷時のタイマー設定は、クロノグラフです。別のタイマーを選択するには、Mio
GO アプリで機器の設定を開いてください。詳細は、
「Mio GO を使用して Mio ALPHA の設定を行
う」をご覧ください。

クロノグラフタイマーを使用する

心拍のモニタリングをオンにしてください 「
( 心拍数の測定」参照)。心拍が検出されると、以下の操作
が可能です。
開始: B を押して、タイマーを起動します。ディスプレイに START が表示されます。
ラップ: B を押して、ラップを計測します。
一時停止: B を長押しして、タイマーを一時停止します。
再開: タイマーを一時停止している場合、 B を押すと再開できます。
停止/終了: タイマーを一時停止している場合、 B を長押しして [Workout Mode (ワークアウ
トモード)] を終了し、記録を停止することができます。

カウントダウンタイマーを使用する

Mio GO アプリでカウントダウンタイマーを選択してください。
心拍のモニタリングをオンにしてください 「
( 心拍数の測定」参照)。心拍が検出されると、以下の操作
が可能です。
開始: B を押して、タイマーを起動します。ディスプレイに START が表示されます。
一時停止: B を長押しして、タイマーを一時停止します。
再開: タイマーを一時停止している場合、 B を押すと再開できます
停止/終了: カウントダウンを途中で停止する場合は、まずタイマーを一時停止し、次に B を
長押しして [Workout Mode (ワークアウトモード)] を終了します。
Mio ALPHA は、カウントダウンの最後の 4 秒でビープ音を鳴らします。タイマーが 0:00:00 になる
と、Mio ALPHA は自動的に [Workout Mode (ワークアウトモード)] を終了し、記録を停止します。
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リピートタイマーを使用する

Mio GO アプリでリピートタイマーを選択してください。
心拍のモニタリングをオンにしてください 「
( 心拍数の測定」参照)。心拍が検出されると、以下の操作
が可能です。
開始: B を押して、タイマーを起動します。ディスプレイに START が表示されます。
一時停止: B を長押しして、タイマーを一時停止します。
再開: タイマーを一時停止している場合、 B を押すと再開できます。
停止/終了: タイマーを一時停止している場合、 B を長押しして [Workout Mode (ワークアウ
トモード)] を終了し、記録を停止することができます。
Mio ALPHA は、カウントダウンの最後の 4 秒でビープ音を鳴らします。タイマーが 0:00:00 になる
と、Mio ALPHA はカウントダウンサイクルをもう一度開始し、新しいサイクル番号を表示します。

HEART RATE TRAINING MODES
[Workout Mode (ワークアウトモード)] 中は、心拍数 (HR) のインジケータライトは心拍に関するリア
ルタイムのフィードバックを提供します。Mio ALPHA が Bluetooth 対応機器に接続されると、HR の
インジケータライトが一回点滅します。Bluetooth 対応機器に接続されていない場合は、HR のイン
ジケータライトが二回点滅します。
[Training Zone Mode (トレーニングゾーンモード)] (5 ゾーン) または [Zone Alert Mode (ゾーンアラ
ートモード)] (1 ゾーン) のいずれかを選択してください。初期設定は 5 ゾーンモードです。オーディオ
アラートまたは心拍ゾーンの範囲を設定するには、
「Mio ALPHA の設定を行う」の節の手順を参照
してください。

Training Zone Mode (トレーニングゾーンモード) (5 ゾーン)

5 ゾーンモードでは、HR のインジケータライトは現在の心拍ゾーンを示します。
COLOR

DESCRIPTION

水色

休息

青色

ウォームアップ

緑色

軽い運動

黄色

適度な運動

ピンク

激しい運動

赤色

高負荷運動

オーディオアラートがオンになっている場合、別の心拍ゾーンに移ると、Mio ALPHA はビープ音を鳴
らします。
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Zone Alert Mode (ゾーンアラートモード) ( 1 ゾーン)

1 ゾーンモードでは、HR のインジケータライトは心拍数がターゲットゾーンに満たない、ターゲット
ゾーンの範囲内、またはターゲットゾーンを超えているかどうかを示します。
COLOR

DESCRIPTION

青色

ターゲットゾーンに満たない

緑色

ターゲットゾーン内

赤色

ターゲットゾーンを超過

オーディオアラートがオンになっている場合、心拍数がターゲットゾーンの範囲外になると、Mio
ALPHA は 10 秒ごとにビープ音を鳴らします。

MIO GO を使用せずに MIO ALPHA のワークアウト設定を行う
スマートフォンを使用せずに Mio ALPHA でワークアウト設定を行うことができます。ま
ず、[Workout Mode (ワークアウトモード)] を開始し、次に A を長押ししてください。
以下の設定を変更することができます。
1. オーディオビープ音のオン/オフの設定
2. 1 ゾーンモードまたは 5 ゾーンモードの選択
3. 心拍ゾーンの範囲の変更
点滅している値を増加または変更するには、 B を押してください。 A を押して値を確定し、次へ
進みます。
ユーザー設定を終了するには、 A を長押ししてください。

MIO GO を使用して MIO ALPHA の設定を行う

スマートフォンを使用して Mio ALPHA の設定を行うには、Apple App Store または Google Play ス
トアから Mio GO アプリをダウンロードしてください。
Mio GO アプリケーションを開いて、お使いの機器を接続してください。(手順については、
「Mio GO
アプリとペアリングする」を参照してください。)[Known Devices (既知の機器)] で Mio ALPHA をタ
ップし、機器の設定にアクセスしてください。

心拍のトレーニングモード
•
•

心拍のトレーニングモードを 1 ゾーンまたは 5 ゾーンのいずれかに切り替えてください (詳
細は「心拍のトレーニングモード」を参照)。
心拍ゾーンの下限および上限をそれぞれ設定してください。
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機器の名称
•

お使いの Mio ALPHA の名称を設定してください。お使いの機器の名称は、Bluetooth 対応
機器を検出する際に表示されます。

Workout (ワークアウト) 画面
•

•

タイマー動作中は、In-Workout (ワークアウト中) 画面をスクロールして、リアルタイムのワーク
アウト測定値を表示できます。最大 6 つまで In-Workout (ワークアウト中) 画面を選択するこ
とができます。
Workout Review (ワークアウト確認) 画面は、タイマーを一時停止している場合またはワーク
アウト終了後にスクロールできるデータ画面です。最大 6 つまで Workout Review (ワークアウ
ト確認) 画面を選択することができます。

ワークアウトタイマー
•

クロノグラフ、カウントダウンまたはリピートタイマーから Mio ALPHA で使用するタイマー
を選択してください。Chronograph, Countdown, or Repeat timer

オーディオおよびビジュアルアラート
•
•

[Workout Mode (ワークアウトモード)] でオーディオビープ音のオン/オフを設定し
てください。
ビジュアルアラート (心拍数 (HR) のインジケータライト) を設定してください。

データの確認および保存

現在のワークアウトまたは最新のワークアウトを Mio ALPHA で直接確認することができます。さらに
詳しいワークアウトデータを確認するには、Mio GO アプリと同期してください。データ画面を設定す
るには、Mio GO アプリで機器の設定を開いてください。詳細は、
「Mio GO を使用して Mio ALPHA
の設定を行う」をご覧ください。

ワークアウト中のデータの確認

現在のワークアウトのリアルタイムの測定値を確認することができます。Mio ALPHA が [Workout
Mode (ワークアウトモード)] になっている場合やタイマーが起動中の場合は、 A を押して、画面を
スクロールします。 タイマーが一時停止になっている場合は、 A を押して、現在のワークアウトデ
ータの概要をスクロールします。

ワークアウト後のデータの確認

最新のワークアウトの概要を確認するには、ワークアウト完了後または [Workout Mode (ワークアウ
トモード)] 終了後に A を押してください。
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データの保存

Mio ALPHA は最大 25 時間のワークアウトデータを保存し、Mio GO アプリに接続されると自動的
に同期します。「
( Mio GO を使用して Mio ALPHA の設定を行う」を参照。)メモリがいっぱいになる
と、Mio ALPHA は古いデータを上書きします。

スマートフォンアプリに接続する

Bluetooth Smart Wireless Technology (BLE) を使用して、Mio ALPHA を一般的なフィットネスアプ
リに接続することができます。mioglobal.com/compatibility で対応アプリのリストを参照してくだ
さい。
新しいアプリは、Mio ALPHA とのペアリングを求められます。ペアリングにより、周辺にあるその他
のセンサや機器からの信号干渉を防ぎます。
Mio ALPHA の接続についての詳細は、mioglobal.com/support を参照してください。

ペアリングのヒント

ペアリングは、他の Bluetooth のセンサや機器から 30 メートル (100 フィート) 離れた場所
で行ってください。
•
スマートフォンをできるだけ Mio ALPHA に近い位置 (1 メートル (3 フィート) 以内) に置いて
ください。
•
スマートフォンは、腕、前ポケット、またはベルトや自転車のハンドルバーであなたの前面に
装着してください。スマートフォンを背面 (後ろポケットやバックパックなど) に置かないでく
ださい。
注記: Mio ALPHA の心拍数の算出は、瞬間の RR 間隔に基づくものではないため、心拍変動 (HRV)
データが必要なアプリや機器には機能しません。
•

ANDROID アプリの要件

Bluetooth Smart を使用して Android アプリとペアリングを行うには、以下の要件をすべて満たして
いなければなりません。
•
•
•

お使いの機器は Android 4.3 以降をサポートしている
お使いの機器は Bluetooth 4.0 対応である
お使いのアプリは、上記 2 つに対応している

お使いの Android 搭載機器が互換性要件を満たしているかどうかを確認するに
は、mioglobal.com/compatibility を参照してください。
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MIO GO アプリとペアリングする

Apple App Store または Google Play ストアから、Mio GO アプリをダウンロードしてください。
1. お使いのスマートフォンの Bluetooth をオンにし、Mio GO アプリを開いてください。(初め
て Mio GO を開く場合は、ユーザープロファイルの設定を求められます。)
2. [Discovered Devices (検出された機器)] の一覧から Mio ALPHA を選択してください。.
接続されると、画面に ALPHA CONNECTED が表示されます。ペアリングされた機器が [Known
Devices (既知の機器)] に一覧表示されます。Mio GO を開く度に、最近使用した Mio 機器が自動的
に接続されます。
機器の設定方法は、
「Mio GO を使用して Mio ALPHA の設定を行う」の節で確認してください。

その他のフィットネスアプリとペアリングする

1. お使いのスマートフォンの Bluetooth をオンにしてください。Android スマートフォンを
ご使用の場合は、Bluetooth の設定メニューを開き、お使いのスマートフォンがその他の
Bluetooth 機器で表示されるよう設定してください。
2. ペアリングを行いたいアプリを開いてください。ペアリングの手順はアプリごとに異なります
が、通常は、アプリ設定を開いて心拍センサを追加またはスキャンするよう求められます。
注記: ペアリングは、スマートフォンの Bluetooth 設定ではなく、アプリ設定で行っ
てください。

3. 新しいアプリには上記のペアリング手順を行ってください。最初のペアリングが完了すると、
アプリを使用する度に Mio ALPHA が自動的に認識されます。

MIO ALPHA のメンテナンス
バッテリーの取り扱い

Mio ALPHA は、充電式リチウムポリマーバッテリーを使用します。以下の指示およびガイドラインに
従い、バッテリーの寿命を維持してください。

警告: ガイドラインに従わない場合、バッテリーの寿命が短くなる可能性、Mio ALPHA が破損する危
険性、火災の危険性、電解質漏出や化学熱傷の危険性、またはけがの危険性が発生します。

バッテリーの取り扱いについてのガイドライン
•
•
•
•
•

6 ヶ月に一度はバッテリーを充電してください。
Mio ALPHA を高温にさらさないでください。
Mio ALPHA は、5°C～45°C (41°F～113°F) の温度範囲で使用してください。
Mio ALPHA は、-5°C～55°C (23°F～131°F) の温度範囲で保管してください。
Mio ALPHA のストラップやケーシングを分解したり、穴をあけたり、焼却したりしないでく
ださい。
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•

機器の外装が破損し、バッテリーが露出している場合は、バッテリーを子どもの手の届かな
い場所に保管してください。 機器およびバッテリーの廃棄方法については、地方自治体の
リサイクル担当部門にお問い合わせください。

バッテリーの寿命
•
•

バッテリーの耐用充電回数は約 300 回です。週 1 回の頻度で充電した場合、バッテリーの
耐用期間は約 5 年間です。
バッテリーは交換できません。バッテリーの持続期間が以前に比べ著しく短くなった場合、
お使いの Mio 製品は耐用年数に達した可能性があります。機器およびバッテリーの廃棄方
法については、地方自治体のリサイクル担当部門にお問い合わせください。

MIO ALPHA のお手入れ
•
•
•
•
•
•

皮膚のかぶれを防ぐために、低刺激の石鹸と水で、Mio ALPHA を定期的に洗浄してくださ
い。
着用を再開する場合は、腕および ALPHA が乾いた状態であることを確認してください。
Mio ALPHA の破損を防ぐため、機器を傷つけないようにしてください。
Mio ALPHA をガソリン、洗浄溶剤、アセトン、アルコール、防虫剤などの化学薬品にさらさ
ないでください。化学薬品は、シール、ケース、および表面に損傷を与える恐れがあります。
水泳の後は、水道水で Mio ALPHA をすすぎ、柔らかい布で拭いてください。
皮膚がかぶれた場合は、ALPHA をもう一方の腕に着用するか、皮膚のかぶれが治まるまで
着用を中止してください。

MIO ALPHA を水中で使用する
•
•
•
•
•
•

Mio ALPHA は最大 30 メートルの防水のため、装着したまま水泳が可能です。
重要: 傷や破損がない場合に限り、Mio ALPHA は耐水です。
低温の水中、または大きな腕の動きがある場合、心拍モニタリングの精度が低下する可能性
があります。
Mio ALPHA はダイビングには使用できません。
ワイヤレス通信は水中では機能しません。
水泳の後は、水道水で Mio ALPHA をすすぎ、柔らかい布で拭いてください。

MIO ALPHA の取り扱い
•
•

Mio ALPHA を分解または修理しないでください。
Mio ALPHA に大きな衝撃を与えたり、極端な暑さ、直射日光にさらさないでください。
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MIO ALPHA の仕様

読み取り可能な最大心拍数: 220 BPM
読み取り可能な最小心拍数: 30 BPM
動作温度: 5℃～45℃ (41°F～113°F)
ケース: PA+GF
ケース裏面: PC+GF
ケース裏面の充電端子: SUS 316
ストラップ: シリコン
耐水性: 最大 30 メートル
バッテリー: 170mAh リチウムポリマー
バッテリーの予想寿命: 最大 5 年
マグネット: ネオジム-鉄-ホウ素 (NdFeB)
無線周波数/プロトコル: Bluetooth Smart Wireless Technology

保証および規定
保証およびサービス

弊社「製品サポート」ページ ( mioglobal.com/support ) にて、お使いの製品のオンラインヘル
プ、FAQ、ビデオおよびマニュアルをご確認ください。

Mio Global 限定保証について

本製品は、当初購入者に対し、限定保証期間 (下記参照) において、販売時の品質、材質および仕
上がりに欠陥がないことを保証します。限定保証期間中にそのような欠陥があった場合、Physical
Enterprises Inc. (Mio Global) は、独自の裁量により、本限定保証に定める条件に従って、a) 修理、b)
交換、または c) 取得購入金額 (税金、送料、手数料、関税および同様の金額は除く) の返金のいずれ
かの方法で、無償で対応します。保証請求の対応は、製品が最初に購入された地域の代理店が行い
ます。保証サービスを受けるには、製品を購入した小売店または販売店に連絡し、保証請求を行って
ください。

保証期間

「限定保証期間」は、購入日より 1 年間 (購入日より 1 年後の応当日まで) となります。 小売店また
は販売店 (その輸入業者または代理店) は、販売の一部として保証期間の延長を提供する場合があ
りますが、Mio Global はそのような期間の延長に対し一切の責任を負いかねます。保証期間の延長
についての詳細は、小売店または販売店にお問い合わせください。 限定保証期間は予告なしに自動
的に終了し、以下の場合 (Mio Global 独自の裁量により)、本限定保証の履行義務はありません。
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1. 製品を開いた場合、または改造した場合 (マニュアル等の関連文書の指示に従いバッテリー
を交換した場合などは除く)
2. Mio Global 以外のサービス提供者が製品にサービスを提供した場合
3. シリアル番号が削除された、改ざんされた、または判読できない場合
4. Mio Global の認定再販業者以外から製品を購入した場合 (Mio Global から認定再販業者
のリストを入手してください)
各国の保証に関する情報は、mioglobal.com/support を参照してください。

除外および制限

本限定保証は、以下の場合は適用されず、お客様はいかなる請求を行う権利もありません。
1. 誤用または乱暴な取り扱い、不注意または不適切な取り扱いに起因する問題 (前述を制限
することなく、製品を曲げたり、落としたことによる破損は、誤用または不適切な使用の結果
とみなされます)
2. 使用目的または推奨用途に反する誤用に起因する問題
3. 製品の適切な機能に影響するほどの湿気または水濡れによる破損、製品ケースの破損また
は目に見える表面のひびなど、Mio 製品の変形に起因する問題
4. Mio 製品を Mio Global 以外のサービス提供者が製造または提供した製品、附属品、ソフ
トウェアまたはサービスと使用したことに起因する問題
5. 交換式バッテリー、またはユーザーマニュアルや第三者機関のアイテム
上記のいずれの場合も、Mio Global 独自の裁量によって判断されます。

責任の除外および制限、免責

本限定保証は、購入国においてのみ有効かつ強制力があります。以下は、適用法、強制的法律で認め
られる最大限の範囲において適用されます。
1. 本限定保証は、唯一かつ排他的な救済であり、明示的であれ暗示的であれ、その他すべて
の保証、表明、担保または条件に代わるものです。
2. 本限定保証、または黙示的な保証および条件 (商品性または特定目的への適合性を含むが
それに限らず) を含む、その他のいかなる保証、担保、表明または条件も、限定保証の期間
を超えて延長されることはありません。
3. MIO GLOBAL またはその系列会社、それぞれの従業員、役員、重役、代表者および代理人 (
「関係者」と称する) のいずれも、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、間接的損害または結
果的損害 (予想利益の損失、データの損失、使用機会の喪失、資本コスト、代替設備のコス
ト、第三者機関からの請求、物品の購入または使用による、または保証不履行による財産へ
の損害、契約の不履行、過失、厳格な不法行為、または法的もしくは衡平法上の理論を含む
がこれに限定されるものではない）について、MIO GLOBAL がそのような損害の可能性を
知っていたとしても、一切の責任を負いません。
4. 前述を制限することなく、関係者は、製品の動作が中断しないこと、動作中にエラーが発生
しないこと、製品が第三者機関のハードウェアまたはソフトウェアで動作することを保証し
ません。また、製品の不正確さ、数学的な不正確さ、または保存データの消失によって生じる
いかなる損失についても一切の責任を明示的に放棄します。
5. 関係者は、保証サービスの提供の遅延に対し一切の責任を負いません。
ユーザーガイド完全版
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地方、州または法域によっては、黙示の保証または条件の期間の制限は認められません。また、特定
の損害の除外または制限、当事者の過失による死亡または身体傷害に対する責任の除外または制限
も認められません。当初購入者の地方、州または法域がそれに該当する場合、前述の除外または制
限は、そのような適用法で認められる最大限の範囲を除き、適用されません。 本限定保証は、お客
様に特定の権利を付与します。しかし、お客様は、法域によって異なる他の権利を有する場合がある
ため、本限定保証は義務的権利、法的権利の縮小または排除には適用されません。

Mio Global へのお問合せ

本限定保証に関するご質問は、Mio Global にお問い合わせください。
1.877.770.1116
support@mioglobal.com

著作権および商標

©2015 Physical Enterprises Inc. All rights reserved. Mio および Mio のロゴは、米国およびその他
の国における Physical Enterprises Inc. の登録商標です。
Mio® は Physical Enterprises Inc. の登録商標です。
iPhone® は Apple Inc. の登録商標です。
Android™ は Google Inc. の商標です。
Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。Physical Enterprises
Inc. または Mio は、許可を受けて、それらの商標を使用しています。
その他の商標および商品名は、それぞれの所有者に帰属します。

規定および適合性
EU 居住者: 本製品を都市廃棄物として廃棄することはできません。お客様の責任の下、お住まいの
地域のリサイクルサービスをご利用ください。
EU 適合宣言書: Physical Enterprises Inc. は、心拍計 (Mio ALPHA) が EMC 指令 2004/108/EC に
適合していることを宣言します。適合宣言書のコピーが必要な場合は、support@mioglobal.com
まで E-mail でご連絡ください。
静電気による障害の可能性がある環境では、製品が正常に機能しない、またはエラーが表示される
場合があります。そのような場合は、製品をリセットするか、障害のない場所へ移動してください。
型番 #58P
Designed in Canada
Made in China
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