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はじめに

■ご挨拶

本日は、弊社初回面談にご参加いただき誠にありがとうございます。
このプログラムを通じまして、皆さま方の生活がより輝くものになる様に
少しでもお手伝いが出来ればと考えております。
限られた時間ですが、精一杯応援させていただきますので、よろしくお願いいたします。

■初回面談を受けられる対象者さまへのお願い

弊社では、個人情報の紛失防止策の一環として、
初回面談時における紙情報での個人情報 (お名刺も含む )の受け取りを行っておりません。
大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力のほど、何卒お願い申し上げます。

■個人情報のお取扱いについて

対面面談にご参加の方
※初回面談にて健康相談員がご案内いたします。

別紙『生活習慣改善プログラムにおける個人情報のお取扱いについて（プライバシーステートメント）』を
ご確認ください。
生活習慣病予防のお取り組みサポートのため、健康保険組合様よりお預かりしている健診データや、初回

面談、継続支援で伺う情報に関して、利用目的の詳細や、管理方法等のお取扱いについて記載しています。

ICT 面談（ビデオ面談）にご参加の方

面談前にご確認いただいている内容です。
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1　生活習慣改善チャレンジシート

特定保健指導とは
特定健診の結果、生活習慣病のリスクが高く、生活習慣改善による生活習慣病の予防効果が期待できる方

が対象となるプログラムです。

1）　健診結果の振り返り

■健診結果
特定保健指導に該当となった項目を、健康相談員がお伝えします	。
指導該当欄（赤枠）に✓をいれて、どのようなリスクがあるか確認しましょう。

腹囲
内臓脂肪蓄積の

目安

男性 85cm以上
女性 90cm以上
＝内臓脂肪面積
　100cm2 相当

BMI
（体格指数）

25以上（肥満）
※標準：
　18.5 以上 25未満cm

保健指導判定
　　　　　　　　　	 健診項目　該当したものに○をつける

指導該当
該当したものに✓をつける

血糖
空腹時血糖 100mg/dL 以上

✓✓HbA1c 5.6 ％以上

随時血糖 100mg/dL 以上

血圧
収縮期血圧	（最高血圧） 130mmHg以上 ✓✓拡張期血圧	（最低血圧） 85mmHg以上

脂質
中性脂肪 150mg/dL 以上 ✓✓HDL コレステロール 40mg/dL 未満

タバコを吸う ✓✓
■支援レベル　
「✓の数」と、①または②の列の交わったところが、あなたの支援レベルです。

①腹囲が該当
腹囲は該当していないが
② BMI のみ該当 ✓✓の数

動機付け支援 動機付け支援 1 つ

積極的支援 動機付け支援 2 つ

積極的支援 積極的支援 3 つ

積極的支援 積極的支援 4 つ

積極的支援 生活習慣病の発症リスクが多い方の支援で、期間中、健康相談員が継続的にサポート
します。厚生労働省の指針で定められている回数のやり取りが必要です。

動機付け支援 リスクの数は少ないですが、生活習慣病の発症リスクがある方へのご支援です。
初回面談後、厚生労働省の指針により自主的に取り組むプログラムです。
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■通院・服薬状況、既往歴、自覚症状の確認
プログラムを実施するにあたり、下記の状況を確認します。
該当するものがある方は、□に✓を入れ、健康相談員にお知らせください。

□　現在、通院・服薬をしている　
□　過去に大きな病気をしたことがある
□　運動が難しいような自覚症状がある

■受診が必要な項目
健診結果に受診の必要な項目があった場合、健康相談員がお伝えします。
「受診が必要な項目」に	〇	、□に	✓	をつけましょう。

上記に該当した方は、次の内容をご確認ください。当てはまる状況について健康相談員がご案内します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受診が必要な
項目に○

空腹時血糖 / HbA1c / 随時血糖 / 収縮期血圧 / 拡張期血圧 / 中性脂肪 /
HDL コレステロール / LDL コレステロール / non-HDL コレステロール / AST / ALT / γ-GT / 尿酸

1.　□　早めに医療機関を受診しましょう 
2.　□　生活習慣改善に取り組み 3 カ月後を目安に医療機関を受診しましょう

受診予定日：　　　　　　　　　　　　
※受診勧奨プログラム時のみ記入

A　□	健康診断において、基準値を超えている項目があります。
　　　　※受診の際は、健康診断結果をお持ちください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B　□	健康診断において、基準値を大きく超えている項目があります。
　　　　※受診の際は、健康診断結果をお持ちください。
C　□	現在通院治療中の疾病があります。
D　□	既往歴（運動を行って良いか未確認）があります。

■当プログラム（特定保健指導）を継続してもよいか。
■速歩程度の有酸素運動をしてもよいか。

当プログラム（特定保健指導）の指導内容
●	内臓脂肪をためない習慣 (食事量のコントロール、	食事のタイミング、栄養バランス )を身につ
けられるようご支援します。

●	脈拍計測機能付き活動量計を装着し、運動負荷（脈拍ゾーン）を把握しながら、適切なペースで
歩くようご支援します。

※当プログラムでは、速歩程度のペースを推奨しており、過度な運動ではありません。

▶▶	医療機関を受診しましょう。

▶▶	医療機関を受診し、
　　	以下を医師にご確認ください。
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2）　現在の身体状況
現在の体重、腹囲を記入し、健診時から変化があるか確認しましょう！

3）　生活の振り返り
内臓脂肪が蓄積した要因がないか、現在の生活を振り返ってみましょう。
次の運動、食事、その他の習慣で、今の生活に当てはまっていたら、□に✓を入れましょう！

□　1.	通勤や買い物では、歩く機会が少ない
　　　　　（歩く・動き回る時間が 1日 60分未満）

□　2.		エスカレーターやエレベーターをよく
使う

□　3.	散歩や運動をすることが少ない
　　　　　（息が弾む・汗ばむ運動が週 60分未満）

□　4.	家事などで、体を動かすことが少ない
□　5.		食べ過ぎても、運動量を増やすなどの

調整をしない
□　6.	食後に体を動かすことは少ない

運動

□　11.	1 日 3食	食べないことが多い
　　　　　例：朝食を抜くことが週 3回以上ある

□　12.	食べる速さは速い方だ
□　13.		食物繊維の多い食品（野菜、きのこ、

海藻類など）から食べる習慣はない
□　14.	週の半分以上、飲酒をする
□　15.	間食をする日が週の半分以上ある
　　　　（お菓子、清涼飲料水、砂糖入りコーヒーなど）

□　16.		夕食を満腹になるまで食べることが多
い

□　17.	単品料理（麺、丼など）をよく食べる
□　18.		味の濃い（塩分の多い）ものをよく食

べる
□　19.		揚げ物など、油っこいものをよく食べ

る

食事

□　30.	体重を週に 1回も測っていない
□　31.	タバコを習慣的に吸っている

その他

体重
kg

着衣分として計測値から -1kg

BMI

今日の体重 kg÷身長m÷身長m

腹囲
cm
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内臓脂肪の蓄積

高血糖
高血圧
脂質異常

動脈硬化

4）　内臓脂肪はどんな悪さをするの？

血圧や血糖が高くなると、
血管の内側が傷つき、

厚く、硬くなっていきます。

脂質やコレステロール、
糖が入り込み、

大きな塊となります。

放置すると…

さらに放置すると…

ある日突然、血管が詰まり…

脳卒中
心筋梗塞

40歳～65歳　介護状態になる原因の約半数 (46.5%) が脳血管疾患 ( 脳卒中など )
� 厚生労働省�令和元年�国民生活基礎調査より引用

動脈硬化とは…血管が固くなって弾力性が失われた状態。
　　　　　　　プラークがついたり、血栓が生じたりして血管が詰まりやすくなる。

動脈硬化の原因は１つではありません。
「糖尿病」　「高血圧」　「脂質異常」　「喫煙」　「肥満」　「加齢」　「ストレス」など
危険因子が多いほど加速度的に動脈硬化が速まります。
自分ではどうにもならないことから、自分の意思でコントロールできるものもあります。
生活習慣を改善することが出来れば“予防”することが出来ます。



6

5）　内臓脂肪を撃退するための方法 

大事なことは内臓脂肪を落とすこと・新たにつけないことです！

■内臓脂肪を落とすためには？　→　 無理なくできる有酸素運動が効果的 

主観的：軽く息がはずむ程度　　　客観的：脈拍数

脈拍を知れば、効率よく有酸素運動ができます！

□　さあ！脂肪燃焼ゾーンで歩きましょう！（例：速歩、ジョギング）
	
□　LED１つを目安に歩きましょう。（例：速歩）
	
□　食事中心に取り組み、日常の活動量の計測にご使用ください。
□　速歩程度の運動を行ってよいか医師にご確認ください。

脂肪燃焼ゾーンに 1 日合計 30 分入るように歩きましょう！ 
※朝夕の 15 分ずつなど、30 分は断続的でも OK です。

脂
肪
燃
焼
量

脂
肪
燃
焼

ゾ
ー
ン有

酸
素
運
動

60 100 140 180 脈拍数（拍/分）

ペースを上げよう 脂肪燃焼ゾーン 脈拍が上がりすぎ

LED
表示

タップで
1つ
点滅

1つ
～ 3つ
点灯

4つ
～ 5つ
点灯

脂
肪
燃
焼
量

※概ね 1日 30～60分の速歩、ジョギングなどを週 3日以上、推奨しています。
（参考：厚生労働省	生活習慣病予防のための健康情報サイト「特定健診・保健指導における身体活動・運動指導」）
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■アプリ紹介
当プログラムでは、運動サポートツールとして、運動不足解消に向け、「脈拍計測機能付き活動量計」と

「専用のアプリケーション（PULSENSE	View）」の活用を提案しています。
手首に着けた活動量計と連動し、アプリで 1日の活動をわかりやすく表示します。
リアルタイム、日、週、月単位で振り返りができます。

●「脂肪燃焼ゾーン」「消費カロリー」「歩数」がわかる

●「自分の眠り」「こころバランス」がわかる
	「睡眠」「こころバランス」は生活習慣改善プログラムでは使いません。

■食事の管理や体重の入力

エクササイズ

脂肪燃焼 トレーニング

ウォーミング
アップ

カロリー収支

摂取カロリー 安静時

活動時

歩数・距離

歩数

エクササイズ時間（運動強度）
心拍ゾーン滞在時間を可視化

消費カロリー /摂取カロリー 歩数　移動距離を可視化

睡眠

深い

浅い

睡眠の時間と「深い」、「浅い」
を可視化

こころバランス

エキサイト リラックス

非活動時の脈拍が高ければ
「エキサイト」低ければ「リ
ラックス」として表示

保健指導システムと
アプリを連携することで、
健康相談員にアプリのデータ
(運動・食事・体重 )が
共有されます。
「睡眠」と「こころバランス」は
共有されません。

アプリのバージョンにより画面が変更になること
があります。

カンタンな食事入力
食べた時間と、量を記録するだけ。
量を「少な目」「普通」「多め」か
ら選択すれば、摂取カロリーを
自動算出するのでカロリー計算を

する必要はありません。
食べたもののカロリーがわかって
いる場合は、手入力も可能です。

体重予測
ウェイトコントロールの効果が表わ
れているかどうかをチェックするた
めに毎日計測したい体重・体脂肪率。
右肩下がりのグラフを目にすること
で続けるためのヤル気アップにも

繋がります。
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■内臓脂肪をつけないためには？　→　食生活の見直しが大切
～食生活のポイント～
1.	 1 日 3食規則正しく食べる
2.	 よく噛んで、ゆっくり食べる　
3.	 夜遅い食事や飲酒を控える
4.	 間食を控える（お菓子、清涼飲料水、砂糖入りコーヒーなど）
5.	 満腹になるまで食べない（腹八分目にする）

◆バランスの取れた食事
主食・主菜・副菜を基本とすることで、多様な食品から必要な栄養素をバランスよく摂ることができます。
食事に並ぶお皿は最低 3皿を意識することでバランスの偏りをなくすことに繋がります。

◆ 1 日の摂取エネルギーの目安
標準的な活動量の場合、推定エネルギー必要量は下表を参考にしてください。

◆野菜を食べましょう
生活習慣病などを予防し、健康な生活を維持するために、野菜類は 1日 350ｇ以上食べることを目標と

しています。
野菜のほか、きのこ、豆、いも、海藻料理も含めて「副菜」とし、1日5～6皿が摂取目安となっています。

年齢 30~49歳 50~64歳 65～74歳

男性 2300 2200 2050

女性 1750 1650 1550

身体活動「Ⅰ」の場合：生活の大部分を座って過ごし、静的な活動が中心の場合（デスクワーク、運転など）
出典：厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版の概要）」

出典：厚生労働省　「食事バランスガイド」

1 皿分＝   　　　　＝　　　 ＝　　　　＝　　　  ＝　　　  ＝　　　  ＝
野菜サラダ きゅうりとわかめの

酢の物
具だくさん
味噌汁

ほうれん草の
お浸し

ひじきの煮物 煮豆 きのこソテー

2 皿分＝　　　　   ＝　　　　    ＝　　　　
野菜の煮物 野菜炒め 芋の煮っころがし

組み合わせて 1日に 5～6皿を
目安に食べましょう

（kcal ／日）
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■重症化予防のための 食生活のおすすめポイント　
健診結果で基準値から外れた項目がある場合には、日頃の生活習慣を見直す必要があります。

血糖値の高い方　　 ～放っておくと　…　糖尿病の危険が～
　　　　　　　　　　　　進行すると動脈硬化が進み、脳卒中や虚血性心疾患になりやすくなります
　　　　　　　　　　　　	また 3大合併症として、網膜症、腎症、神経障害があり、失明や透析につ

ながる病気でもあります

油脂や糖質の多い単品料理を食べすぎると上がった血糖値はなかなか下がりません。
腹八分目を意識し、摂取カロリーオーバーにならないよう低カロリーの副菜を上手に取り入れましょう。
糖質の多い菓子類や清涼飲料水などは血糖値を急激に上げるため、なるべく控えましょう。

血圧の高い方　　		～放っておくと　…　脳血管障害の危険が～
　　　　　　　　　　　	高血圧は、喫煙と並んで、日本人の生活習慣病死亡に最も大きく影響する要因

です

日本人の高血圧の最大の原因は、食塩の摂りすぎです。
◆汁物１杯で 1食の塩分摂取目安量の半分になります。1日 1杯までにしましょう。
　ナトリウムの排泄を助けるカリウムの多い野菜やイモ類をたっぷりと加えると◎
◆加工食品や市販のお弁当、惣菜は塩分が高くなりがちです。
　付属の醤油、ソースの使用は控えましょう。
◆	単品料理 ( 麺や丼など )はご飯や麺に均一に味を付けるため、それだけで１食の塩分摂取目安量を超え
ることもあるので注意が必要です。

～飲酒習慣のある方～
週 2日以上休肝日を作り、日本酒換算 1日 1合までを目安にしましょう。

脂質の高い方　　		～放っておくと　…　心筋梗塞の危険が～
　　　　　　　　　　　	動脈硬化によって心臓の血管に血栓（血液の固まり）ができて血管が詰まり、

血液が流れなくなって心筋の細胞が壊れてしまう病気です

あぶらの多い食品を過剰に摂ると、中性脂肪値やコレステロール値が上がります。
あぶらの多い肉、乳製品、インスタント食品、お菓子類など、食べ過ぎに気をつけましょう。
　※乳製品１日の適量：ヨーグルト 1個、牛乳コップ１杯、プロセスチーズ 2個程度
魚や大豆のあぶらは、中性脂肪値やコレステロール値を下げる働きがあります。
朝食をしっかり食べるようにして、大豆製品を取り入れる工夫をしましょう。
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■砂糖・食塩・油脂　早見表
実は、こんなに含まれています！ 1 日の適正目安を意識しましょう！　

（図中の単位はグラム：g です。）

10g
2.5個

20g
5個

30g
7.5個

40g
10個

50g
12.5個

60g
15個

砂糖 食塩 油脂

1日の目安量　20g

男性1日の目安量7.5g未満

女性1日の目安量6.5g未満

男性1食の目安量 2.5g

男性1日の目安量 50g

女性1日の目安量 39g

男性1食の目安量 17g

60

ようかん2切 炭酸飲料
500ml

果汁飲料
500ml

60 60
炭酸飲料
350ml ミルクティー

500ml

42
39

38 38

30 30

28 28

スポーツ
ドリンク
500ml

カステラ２切 アイスクリーム

ショートケーキ

あんぱん クリームパン

缶コーヒー
（加糖）

栄養ドリンク
120ｍl

缶コーヒー
（微糖）

乳酸飲料
65ml

まんじゅう１個

あめ1個 チョコレート2片

17

19

18

8

4

43

ラーメン&半チャーハンセット

ラーメン（全量）

8.0

6.7

おでん

ポークカレー

       牛丼大盛
（紅しょうが,味噌汁）

カップラーメン  
   （全量）

     ラーメン
（スープ半量残し）

寿司（７貫）
多めのしょうゆ

寿司（７貫）
少なめのしょうゆ

6.3

6.2

5.1

4.3
4.1

4.0

3.0

塩鮭１切
味噌汁

梅干し

さきいか

のり佃煮
大さじ１

食塩
ひとつまみ

かまぼこ２切

たくあん２切

1.5

1.8

2.2

1.2

1.4

0.8 0.8

1.0

サーロインステーキ

ハンバーグ
（ポテト付）カツカレー チキン南蛮

カルボナーラ ミックスフライ

66

45 47 48

40 40

酢豚
フライドチキン

フライドポテトセット

チャーハン&餃子セット
ポークカレー

フライドポテト（M）
チーズケーキ

アイスクリーム

チャーハン ポテトチップス

3337

31 27

24
24

23

21 21

デニッシュパン
天ぷら盛り合わせ

餃子（5個）
コロッケ１個

からあげ１個 マヨネーズ大さじ１

13 16

10 11

8 9
１日の目安量は、目標量に相当する量

（食事摂取基準2020年度版参照）
１日の目安量は、30～49歳身体活動レベルⅠのときの

脂質目標量下限値に相当する量
（食事摂取基準2020年度版参照）

角砂糖
換算
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■体重管理のポイント
定期的に体重を測ることで、生活習慣が体重に影響することを実感できます。
増減を把握し、増えたままにしないことが大切です。

■体重・腹囲の正しい測り方
空腹時、かつ、朝起きてすぐなど、毎回同じ条件で測ってください。
入浴直後、運動直後で汗をかいているときや、飲食直後は、誤差が生じやすいため、避けましょう。
なるべく裸に近い状態で測り、体重計・体組成計は、固く水平な床に置いてください。

●測定時の注意点
　▷空腹時
　▷立った状態
　▷ベルトやズボンのボタンを外し締め付けない
　▷息を吸って軽く吐いてから
　▷人に測ってもらうときは両腕を下げる
●測定位置
　▷おへその高さ
　▷お腹側と背中側で測定する高さがずれないように
　▷メジャーがねじれないように
●例外
　▷お腹が前に突き出し、おへその位置が下がっている人は、
　　肋骨の最も低い位置と、骨盤の最も高い位置の真ん中で測定してください

食べ過ぎ

適切な
食事

運動不足

適度な
運動

固い平らな床 絨毯など軟らかい床
※体組成計のメーカーによっては、計測値に若干の誤差があります。なるべく同じ体組成計を使うようにしてください。
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6）　終了時の目標
取り組みの目安となる数値目標を設定しましょう。

■ 100kcal 消費するのに必要な時間

体重

kg

※BMI によっては上記以外をおすすめすることがあります。

腹囲体重の減量数

kg cm

リバウンドしにくく、
健診結果の改善も期待できる

おすすめ…1 カ月で現在体重の -1%　

1 日の削減カロリー

kcal

※7000(kcal)＝脂肪 1 ㎏のエネルギー量
体重の減量数 × 7000(※) ÷ プログラムの日数

現在の腹囲 ー 体重の減量数現在の体重 ー 目標体重

参照：健康づくりのための運動指針 2006

●100kcal 消費するのに必要な運動量（体重別早見表）

60kg ➡ 10 分
70kg ➡   8 分
80kg ➡   7 分
90kg ➡   6 分

ランニング

60kg ➡ 22 分
70kg ➡ 19 分
80kg ➡ 17 分
90kg ➡ 15 分

速歩

60kg ➡ 32 分
70kg ➡ 27 分
80kg ➡ 24 分
90kg ➡ 21 分

普通歩行

60kg ➡ 24 分
70kg ➡ 20 分
80kg ➡ 18 分
90kg ➡ 16 分

自転車

60kg ➡ 24 分
70kg ➡ 20 分
80kg ➡ 18 分
90kg ➡ 16 分

階段を上がる

60kg ➡ 24 分
70kg ➡ 20 分
80kg ➡ 18 分
90kg ➡ 16 分

子どもと遊ぶ

60kg ➡ 24 分
70kg ➡ 20 分
80kg ➡ 18 分
90kg ➡ 16 分

ラジオ体操

60kg ➡ 32 分
70kg ➡ 27 分
80kg ➡ 24 分
90kg ➡ 21 分

ウェイトトレーニング
（軽・中等度）

60kg ➡ 27 分
70kg ➡ 23 分
80kg ➡ 20 分
90kg ➡ 18 分

掃除機をかける

60kg ➡ 95 分
70kg ➡ 82 分
80kg ➡ 71 分
90kg ➡ 63 分

デスクワーク
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■カロリー早見表
カロリーを知り、減らせるものを探してみましょう！

ノ
ン
オ
イ
ル

300

245
200

238

-170

-130

-100

-60

-50

45分
225kcal

400

700

360

336

305

500

350

420

ビッグバーガー545

チーズバーガー250

とんかつ（ロース）660

とんかつ（ヒレ）410

930

710

-295

-250

-220

200

100

20

127

184

110

(

(

165

70

73

140

195

72

125

211

237

50

180

340

232

173

62

12

15分

速歩
脂肪燃焼
ウォーク

75kcal

30分
150kcal160

140

0
16

56

86

161

エネルギー
(kcal) 

350

800

278
235

214
230

100

90

30

50 35

70
62

38

125

220

400

440

フライド
ポテト

ワイン
ボトル1本

ポークカレー

メロンパン

アイスクリーム

350

かけそば

男性用茶碗
普通盛り
（180g）

ポテトチップス

クリームパン

カップラーメン
（全量）

餃子1皿
牛丼（大）

牛丼（並）
6枚切＋バター10g

6枚切＋ジャム20g

女性用茶碗
普通盛り（130）g

シュークリーム

炭酸飲料
500ml

缶ビール
（500ml）

日本酒1合 160

ビール
中ジョッキ

アメリカン
ドッグ

肉まん

フライド
チキン

コロッケ

サラダチキン

からあげ1個

豚骨ラーメン（大）970

豚骨ラーメン（並）
野菜多め

ポテトサラダ

野菜サラダ

天ぷらうどん

わかめうどん

おにぎり
（ツナマヨ）

おにぎり
（梅）

ごまドレッシング

ノンオイル
ドレッシング

クロワッサン
食パン6枚切

切り餅 ロールパン

ご飯ひと口

プリン 柿ピーナッツ1袋

まんじゅう

ヨーグルト

氷菓

チョコレート2片

クッキー
1枚

あめ1個

缶コーヒー
（加糖）

せんべい

缶コーヒー
（微糖）

缶コーヒー
（無糖）
0

焼酎ロック

梅酒ロック

酎ハイ

ウイスキー
シングル

日本酒
おちょこ1杯

缶ビール
（350ml）

ハイボール

106

ワイングラス1杯

ビール
糖質オフ
（350ml）

ゼロカロリー
ノンアルコール
（350ml）

※体重75㎏の人が4メッツの強度で歩いた時を想定
※図中のカロリー表記は想定値です。

300

146

130
牛乳コップ1杯

炭水化物 菓子・飲料 お酒 外食・コンビニ 置き換えると 運動で消費
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7）　期間内で取り組むこと
リスクの改善のために取り組むことを、具体的に考えてみましょう。
血液データ別おすすめの目標は　　　　　　　　　	マークが目印です。

■まず取り組むこと
次の目標は、まず取り組んでいただきたい目標です。早速始めましょう！

□　0.  活動量計を着けて、脂肪燃焼ゾーン内で歩く ( 軽く息がはずむ程度のペース
で歩く )

日常的な有酸素運動で血管がしなやかになり、動脈硬化の予防に繋がります
内臓脂肪の減少、高血糖、高血圧、脂質異常の改善に効果があります
①　活動量計を着けて１日の活動量を測定してみる　　
②　歩く時は脂肪燃焼（軽く息がはずむ程度）のペースを意識する
③　1日に 1回活動量計を着けて、脂肪燃焼ゾーンを意識してみる

□　30. 体重や体脂肪率は、最低週 1 回測る
適正体重を維持することは生活習慣病予防に繋がります
体重が増えたときは早めの気付きにより、生活習慣を見直すきっかけになり、モチベーションの
向上にも繋がります
①　測定する時間を決める（朝起きてすぐ、お風呂に入る前など）
②　同じ服装で測定する
③　アプリに記録をつけてみる

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質
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■期間内で取り組むこと
プログラム期間中に取り組んでみようと思う目標を選び、□に✓を入れましょう！
さらに健康相談員にすすめられた目標の中で、さらに具体的な行動を選び、番号に〇をつけてみましょう。

運 動

□　1．通勤や買い物で歩く、もしくは、自転車を使う
日常生活に運動を取り入れ、消費エネルギーを増やしましょう
①　1つ前の駅やバス停で降りて、会社や家まで歩く
②　車や公共交通機関を使用せずになるべく歩く

□　2．積極的に階段を使う
日常的な運動でエネルギーを消費し、体内に余分な脂肪をため込まないようにしましょう
①　エスカレーターではなく階段を使う
②　違うフロアのトイレを利用する
③　下り階段だけは必ず使用する

□　3．時間を見つけて散歩や運動をする
日常的な運動でエネルギーを消費し、体内に余分な脂肪をため込まないようにしましょう
①　昼休みに会社内（または家の近所）を一周する
②　現在の生活から、毎日＋10分動く
③　	在宅勤務中や休日は30分～１時間に1回は立って軽くストレッチや伸びなどをして体を動かす

□　4．家事や洗車、庭の手入れなどで体を動かす
日常生活のひと工夫で運動量を増やしましょう
①　休日は積極的に家事をする　　
②　家事をするときは常に背筋を伸ばして、つま先立ちを意識する

□　5．食べ過ぎた日の翌日は多めに歩く
摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスを考えて運動しましょう
①　夕食を満腹になるまで食べた日の翌日は＋10分歩く
②　間食をした翌日は＋10分歩く

□　6．食後に歩く（食後、30分～1時間が目安）
食事で摂取した糖分が、運動することでエネルギーとして速やかに消費され、脂肪の蓄積を防ぎます
①　昼休みに会社内（または家の近所）を一周する
②　夕食後、テレビを見ながらCM中はスクワットをする　　③　その場で足踏み運動をする

□　7．1日 30分、脂肪燃焼ゾーンで歩く（30分は連続した時間でなくてもOK）
日常的な有酸素運動で血管がしなやかになり、動脈硬化の予防に繋がります
①　買い物へ行くときはなるべく遠回りする　　②　平日は時間がない時は休日にまとめて歩く
③　通勤時間などを利用し、1つ前の駅やバス停で降りて歩く

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質
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□　11. 1 日 3 食 食べる
規則正しく食事を摂ることで必要な栄養を補い、生活のリズムを整えることで、自律神経やホル
モンなどを調節する効果も期待でき、健康増進に繋がります
①　朝食を毎日食べる
②　出来るだけ規則正しく、決まった時間帯に食事をする

□　12. よく噛んで、ゆっくり食べる
糖の吸収が緩やかになるため、食後の血糖値の上昇が抑えられます
①　ひと口食べたら、はしを置いて＋10回噛む　　　
②　普段の食事時間より＋5分を意識して食べる
③　ひと口の量を減らす　　　
④　食物繊維の多い野菜・きのこ・豆類など噛み応えのあるメニューを選ぶ

□　13.　野菜、きのこ、海藻類をはじめに食べる 
食物繊維が糖や脂質の吸収速度を抑えてくれるため、食後の血糖値の上昇や脂質の吸収を抑えら
れます
①　単品料理には必ず小鉢やサラダをつける　　　
②　1日 5皿小鉢程度の野菜を摂る
③　野菜・海藻類→メイン→ごはんをルーティン化する

□　14. アルコールの量や頻度を減らす
日常的な飲酒は過剰なカロリー摂取の原因となり、肝機能障害や脂質代謝異常、血圧上昇の原因
になります
①　休肝日を週 2日つくる　
②　500ml 缶を 350ml 缶に替える
③　糖質の多いビールは血糖値を上げやすい為、最初の１杯に抑える

□　15. 間食を控える
過剰なカロリー摂取の原因となりやすい糖質や脂質の摂取を控えましょう
①　お菓子をすぐ食べられる環境に置かない　
②　夕食の後の間食はしないようにする
③　たんぱく質やビタミン類が豊富な果物や乳製品、ナッツ類を選ぶ
④　飲み物は砂糖入りコーヒーやジュースなどではなくお茶や水にする

□　16. 夕食は腹八分目に抑える （夜勤の方は就寝前）

過剰に摂取し、エネルギーとして使われなかった余分な栄養素は脂肪となって蓄積されます
①　	夕食が 21 時以降になる場合 18時頃におにぎりなどで小腹を満たし帰宅後はごはんや麺

類・揚げ物を控えるようにする
②　もう少し食べられそうというところで食事を終わらせる　
③　少なめに盛り付ける

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

食 事
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□　17. 炭水化物（ごはん、パン、麺類）の量を控える
糖質を摂りすぎると血糖値が急上昇するため、からだに脂肪をためこみやすくなってしまいます
①　炭水化物を控えめにし、代わりに野菜を 1皿追加する	
②　お茶碗をひとまわり小さいものに変える
③　外食では主食、主菜、副菜のそろったバランスの取れた定食を選ぶ

□　18. 塩分の多い食品を控える
塩分を摂りすぎると体内の塩分濃度を保つために水分量が増えてしまい、血液量が増え、血圧が
上がります
適正な塩分摂取を心掛けましょう
①　調味料をかけるより、小皿に移して“つけながら”食べる
②　カリウムの多い食品 (野菜、果物 )を摂り、塩分の排出を促す
③　	血管拡張作用のあるDHA・EPAが豊富な青魚 (さば、さんま、あじ等 )を積極的に食べる

□　19. 油っこい食品を控える
あぶらは糖質やたんぱく質に比べてカロリーが高く、脂肪組織に蓄積されやすいため揚げ物やあ
ぶらの多い肉は控えめにしましょう
①　揚げ物の回数を週 2回までにする　
②　肉の脂身を除く
③　外食では揚げるより、ゆでる、蒸す、焼くなどの調理法のものを選ぶ
　　

□　31.　タバコをやめる　　　※喫煙者のみ
タバコに含まれる有害物質は内臓脂肪を増加させる働きがあります
また、血糖値、血圧を上昇させ、HDL( 善玉 ) コレステロールを下げる作用があります
①　期日を決めて禁煙を実行する　　
②　買ったつもりでタバコ代を毎日貯金してみる
③　吸いたくなったら「代わりの行動 (ガムを噛む、歯磨きをするなど )」を取る
④　禁煙外来を受診してみる／健康管理室に相談してみる
　　（タイプに合った方法で挑戦することが成功のコツです、専門家に相談してみましょう）

□　32. (                                 )

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

血 糖 血 圧 脂 質

その他
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2　継続支援のご案内

1）　支援連絡スケジュール

■　支援のイメージ
保健指導システム「WellsPort Step（ウェルスポートステップ）」を使い、継続的に支援をさせていただきます。

（※動機付け支援の方は、定期的な支援はありません。）

■　支援の流れ

質　問

アドバイス

回　答

対象者の皆さま
WellsPort Step、ウェルスポートステップは、PHC 株式会社の商標及び登録商標です。

健康相談員

動機付け支援

初回面談
( 本日 )

プログラム終了時
最終報告

積極的支援

初回面談
( 本日 )

１回目支援

2 回目支援

3 回目支援

4 回目支援

プログラム終了時
最終報告

健康診断結果や生活習慣を振り返り、
今後の目標を設定 面談

お取り組みについて伺います

お取り組みについて伺います

プログラムの前半を振り返り、
体重と腹囲を測定して教えてください

お取り組みについて伺います

（所定回数のやりとり後）
最後の質問を伺います

体重と腹囲のご報告が必須です

支援内容 支援方法

プログラム期間中
は自主的に取り組
んでいただきます。

（但し、健康保険組
合様により異なる
場合もあります）

プログラム終了予定日：

保健指導システム
(WellsPort Step) で

やり取りをします
※システムの使用環境が
　ない方は手紙のやりとり
　又は電話（1 回 15 分）
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2）　活動量計（PS-100）初期設定の仕方

1.　事前にご確認いただくこと

●迷惑メール設定をしている場合は、迷惑メールフィルターの解除を行い、メールを受け取れるようにしてく
ださい。但し、全てのフィルターを解除する必要はありません。（P53「困ったときは」をご覧ください。）

●スマートフォンの電波状態が不安定な場合、操作中にエラーとなることがあります。
　電波環境の良い場所で操作してください。

2. 使用の流れ
①活動量計をフル充電する

【P35】
はじめて使用するときには
充電が必要です。

②スマートフォンでの初期設定
【P36】
Bluetooth を ON。
アプリ (PULSENSE View)
をインストール。

③アプリでの
Epson Global ID、パスワードの登録

【P37】

④活動量計とアプリを繋げる ( ペアリング )
【P39】
活動量計とアプリが使用可能となります。

お困りごとは p.58～63 にある“よくある質問”をご覧ください。

Bluetooth

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊

Bluetooth　 オン

PULSENSE	View

詳細の初期設定方法は
設定＆ご利用ガイド P.35～をご覧ください
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3）　保健指導システム（WellsPort Step）の登録

本日から 2週間以内に、WellsPort	Step よりメールが届きます。
WellsPort	Step 初回ログインの為、下記①～⑧までの流れに沿って実施してください。

2週間を経過してもメールが届かない、または削除してしまった等の場合は、
サポートセンターへご連絡いただきますようお願いします。

※事前にご確認いただきたいこと
wellsport_master@wellsport-club.com のメール受信ができるようにしてください。

（ドメイン解除方法　p.53 参照）

①メールが届く
メールに記載されている、お持ちの端末に
対応したURL から、ログイン画面を開き
ます。

②ログインする
ユーザ ID…①の　　　　に記載
仮パスワード…チャレンジ BOOK表紙に
記入した「対象者識別コード」（10桁）　　
※プログラムを複数回受けられている方は、
今年度の新しいユーザ ID、仮パスワードを
ご使用ください。

③パスワードを変更する
現在のパスワード…チャレンジ BOOK表
紙に記入した「対象者識別コード」（10桁）
新しいパスワード…6~20 文字で設定して
ください
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健康相談員との共有設定のお願いとは

共有をすることで、
「活動量計のアプリ (PULSENSE	View) のデータ」が「WellsPort	
Step」に反映され、健康相談員もアプリのデータ ( 運動・食事・体
重の記録のみ )が閲覧できるようになります。
※プログラム期間中のみ

共有しないを選択した場合、アプリ (PULSENSE	View) のデータは
共有されません。

健康相談員との共有設定をするには、
先に活動量計のアプリ (PULSENSE	View) の初期設定が必要です。

④活動量計アプリのデータ共有設定
活動量計の初期設定がお済みの方　⇒「共有」を選択し、⑤へ進みます
初期設定がお済みでない方・活動量計を使用しない方　⇒「後で共有」、もしくは「共有しない」を選択し、⑧へ進みます

⑤ログイン
p.37 で設定した活動量計アプ
リの Epson Global ID( メー
ルアドレス ) とパスワードを
入力し、ログインします

⑥アクセス認可
アクセスを許可します

⑦データ共有設定完了
アクセスが認可されました。

⑧すべての設定完了
以上で WellsPort Step への初
回ログインが完了しました。
支援の時期になりますと Well-
sPort Step からメールが届き
ますので、お待ちください。

本システムのご利用期間は、面談開始から 1年です。1年を経過すると、システムが利用できなくなりますので、ご注意ください。
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4）　保健指導質問への回答方法
ご支援の時期になりましたら、「WellsPort	Step」から、
「【要回答】セイコーエプソン（株）生活習慣改善プログラム」という件名のメールが届きます。
メール本文のURL からログイン（P.20 参照）し、「保健指導質問」にご回答をお願いします。

5）　WellsPort Step ログインに関してよくある質問

Q. ログインに必要な ID が分かりません
A.	 ID はWellsPort	Step から届くメールの後半に記載しております。
	 例：■WellsPort	Step のユーザー IDです。
　　　　	ユーザ ID：*******
	 メールを紛失された方はサポートセンター（0120-957-778）にご連絡ください。

Q． パスワードを忘れてしまいました
A.	 WellsPort	Step ログイン画面にある「パスワードをお忘れの方」をタップしていただき、
	 仮パスワード再発行をお願いいたします。

「保健指導質問」の新着のみの場合 「保健指導質問」とそのほかの通知があった場合



2　継続支援のご案内　　23

6）　今日から実施していただくこと

■　活動量計を、早速、使ってみましょう
■　計画した目標を実践していきましょう

該当ページ
P14 期間内で取り
組むこと
P35　設定の仕方

■　継続支援に必要な保健指導システム
　　（WellsPort Step）を設定しましょう
・必ず、初回ログインをお願いします！

該当ページ
P20	 保健指導シス
テムの登録

■　健康相談員とコミュニケーションを取りましょう
◆積極的支援
・	定期的に保健指導システムより回答依頼メールが届き
ます。

　お取り組みの状況をお聞かせください。
　	（※保健指導システムが使用できない方は、電話・手紙でお伺いします。）

◆動機付け支援
・自主的にお取り組みいただきます。
　お困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。

該当ページ
P22	 保健指導質問
への回答方法

■　プログラムを振り返りましょう
・	期間中、皆さまの生活習慣とお身体にどのような変化
が現れたか、ぜひお聞かせください。

　	（※保健指導システムが使用できない方は、電話・手紙でお伺いします。）

該当ページ
P22 保健指導質問
への回答方法

さあ、はじめましょう！

おつかれさまでした！

スタート

ゴール

終了前

その後
期間中

2 週間
前後

保健指導システムを
ご利用の方

本日
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3　活用知識

1)　沈黙の臓器「肝臓」
食べ過ぎ、飲み過ぎは、肝臓の負担を増やします！

■　体の中で何が起こっているの？

肝機能の低下が続くと、生命の危機にかかわる重大な疾病を引き起こす恐れがあります

■　あなたの改善ポイント
肝臓は病状が悪化しても症状が出にくいため、気づいたときには手遅れになってしまう恐れがあります。
早めに生活改善をしましょう！

おすすめの目標
■　アルコールを控える　→　例えば、休肝日をつくる
　1日の適量は、ビールであれば 500ml、日本酒では 1合と言われています。

■　油っこい食品を控える　→　例えば、からあげは個数を控える
　からあげ 1個で 8g(72kcal) の油脂が含まれています。

肝機能の
数値悪化

肝臓への
負担大

肝機能の
低下

・糖
・たんぱく質
・脂質
の代謝がうまく
いかなくなる

・高血糖
・脂質異常
・高血圧

さらなる
肝機能低下

（脂肪肝や生活習慣病
になる恐れ）

食べ過ぎ
飲み過ぎ

悪循環
▼

肝機能障害
（肝炎→肝硬変→肝がん）

※その他の要因：薬物性、ウイルス性…なども考えられます。
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2）　タバコはこんなに危険です
タバコの煙には 4,000 種類もの化学物質が含まれます。そのうち有害物質は 200種類以上、発がん性物

質の疑いがあるとされるものが約 60種類と言われています。ご自身だけでなく、ご家族や身の回りの人の
ために、禁煙を考えてみましょう。

禁煙前の状況 たばこ　毎日 30本

禁煙開始日 2010 年 12月 31日（天気：大雪）

環境 40 代男性が長野県への帰省中

禁煙理由
妹が里帰り出産をしていて、実家でタバコを吸っていたら叱られた。
田舎のため、最寄りの自動販売機まで遠く、当日大雪のため、でかけるのが面倒だった。
３日過ぎたら我慢ができそうという感覚になり、1週間頑張ったら家族に褒められた。

努力をしたこと

帰省から自宅に戻って、ライターを捨てた。タバコを買わないときのお金を試算してや
めている状況を楽しんだ。	
（参考）：1箱 510円×30箱 /月×12カ月＝183,600円 /年
　　　　　　→　10 年で、1,836,000 円 !!

よかったこと 吸える環境を探さなくてもよくなった（旅行、飲食店、外出・出張時など）。
お小遣いが少し増えた。健康に関心を持つようになった。

禁煙成功者から
のひとこと

意外なことをきっかけに禁煙をしましたが、やめてみると悪いことは全くありません。
飲食店や旅行などで、いつもタバコの吸う場所を考えることから開放されたのが一番大
きいですね。
ちなみに、家族には「一時的にやめている」と伝えています。「禁煙しなきゃ！」とい
う強い意志をもってやるより、
楽な気持ちでトライしたほうが、変な圧迫感がなくて継続し易いかもしれません。

禁煙成功例

ニコチン
タバコ依存を招く

血圧上昇
心臓負担大

一酸化炭素
身体を酸素不足に

タール
発がん性物質が多い

タバコ三大有害物質

加熱式タバコは大丈夫？ 従来のタバコよりも
有害物質レベルは低い

新たな有害物質が
含まれる場合がある

健康リスクを減らせるわけではありません
「受動喫煙」が生じます
家族やまわりの人の健康に悪い影響が出る恐れがあります

加熱式タバコだからと安心せずに、
禁煙治療も含め、タバコと向き合っていきませんか？

（2019年 7月 26日　WHO　タバコ報告書　参照）

主流煙を 1とした場合、副流煙にはニコチンが 2.8 倍、タールが 3.4 倍、
一酸化炭素が 4.7 倍も多くみられます（厚生労働省『喫煙と健康』第 2版）
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3）　中間の振り返り
プログラムの折り返し地点となりました。
これまでを振り返ってみましょう！
（保健指導システムより回答依頼のメールが届いている方は回答をお願いします）

初回面談時に決めた目標について取り組んでいますか？
ご自身で面談時に決めた具体的な目標について下記に記入してください。(P14～P17参照）
残りの期間の取り組みに向けてもう一度確認してみましょう！

からだや生活に、ちょっとした変化を感じていませんか？
確認してみましょう！
チェックが１つでもあれば取り組みの成果が出ています。継続していきましょう。

体重
kg

着衣分として計測値から -1kg

BMI

今日の体重 kg÷身長m÷身長m

腹囲
cm

〈からだ〉
□　最近、からだが軽く感じる
□	　最近、お腹周りがスッキリしてきた
□	　最近、寝つきがよくなった
□	　最近、目覚めがよくなった
□	　最近、熟睡出来るようになった
□	　以前に比べて、疲れにくくなった
□	　以前に比べて、筋肉がついてきたと思う
□　お通じがよくなった気がする
□	　からだを動かすことが苦にならなくなった
□	　からだを動かすことが楽しい

〈食事〉
□　最近、朝食をおいしく感じるようになった
□	　噛みごたえのあるものを意識して食べるよ
うになった

□	　食事量が減ったが満足感は得られている
□	　以前と比べて、食前の空腹を心地よく感じる
□　以前と比べて、野菜の摂取量が増えた
□	　カロリー表示を気にするようになった
□	　ヘルシーメニューを選ぶようになった
□	　肉より魚を選ぶことが多くなった
□	　好きなものよりからだに良いものを選ぶよ
うになった
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4）　終了時の振り返り

プログラムは終了の時期になりました。
生活習慣や身体状況に変化はありましたでしょうか。これまでの取り組み状況を振り返ってみましょう。

（保健指導システムより回答依頼のメールが届いている方はご回答をお願いします）
　

～リバウンドしない為に～　筋トレで基礎代謝UPを目指しましょう！
～在宅勤務中や空き時間に～　気軽に出来る筋トレを実践してみましょう！

体重

現在の

kg
着衣分として計測値から -1kg

BMI

今日の体重 kg÷ 身長 m÷ 身長 m

腹囲
cm

体重

初回面談時と比べて

kg
着衣分として計測値から -1kg

腹囲
cm

減った

増えた

減った

増えた

「お腹引き締め、簡単筋トレ　①」
　　　　　　【ドローイン】

〈隙間時間での取り組み例〉
07：00 歯磨きをしながら
08：30 電車での通勤途中（電車の中で）
 車通勤の運転する前
09：30 始業するタイミング
10：30 トイレ、ミーティングのタイミング
12：00 昼食のタイミング
13：00 昼食後、午後の始業のタイミング
15：00 トイレ、休憩のタイミング
17：30 終業のタイミング
18：00 帰宅時の電車の中
21：00 帰宅後テレビの CM の途中
22：00 入浴のタイミング
23：00 歯磨きをしながら

1. 胸を張って背筋を伸ばして姿勢を正します。
2. 胸を張ったままゆっくりと息を吐きながら下腹部からお腹をへこ

ませていきます。
3. お腹がへこんだ状態を 10～30 秒キープ。呼吸は浅く続けます。
4. 脱力して終わりです。

「お腹引き締め、簡単筋トレ　②」
　　　　　　【片足浮かし】

〈隙間時間での取り組み例〉
09：30 始業するタイミング
10：30 トイレ、ミーティングのタイミング
12：00 昼食のタイミング
13：00 昼食後、午後の始業のタイミング
15：00 トイレ、休憩のタイミング
17：30 終業のタイミング
21：00 帰宅後テレビの CM の途中

1. 座ったまま、片足を浮かせる。
2. そのまま 15 秒キープ。
3. 反対側も同様に行う。
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5）　スマートフォン・タブレット環境の無い方向け「生活習慣振り返りシート」
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4　設定＆ご利用ガイド【PS-100】

活動量計をお使いいただくための設定方法と、
プログラムの中で使用する頻度の高い操作を説明します。

活動量計で計測したデータを見るためには、スマートフォンが必要です。
（本製品は、医療機器ではありません。）
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1）　はじめに
本製品を正しくご使用いただくために、必ずお読みください。

1. 設定 & ご利用ガイドの記載について

■商標
・EPSON	および	EXCEED	YOUR	VISION	はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
・Microsoft、Windows	は米国	Microsoft	Corporation	の米国およびその他の国における登録商標です。
・Apple、Apple ロゴは米国および他の国々で登録されたApple	Inc. の商標です。
・iPhone は、Apple	Inc. の商標です。
・iPhone	の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
・App	Store は Apple	Inc. のサービスマークです。
・iOS は、米国およびその他の国におけるCisco	Systems,	Inc.	の商標または登録商標であり、ライセンス
に基づき使用されます。

・Android、Google	Play 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. が所有する登録商標であり、セイコー
エプソン株式会社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。

・その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

■安全にお使いいただくために
本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に必ず本書「設定&ご利用ガイド」をお読みく

ださい。本書の内容に従わずに取り扱うと、故障や事故の原因になります。
・本製品の設定&ご利用ガイドは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。
・本製品を国外に持ち出して使用することはお止めください。
・本製品は医療機器ではありません。運動の目安としてお使いください。

■記号の意味
設定&ご利用ガイドでは、お客様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に、危険を

伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上、本文をお読みください。

必ず守っていただきたい内容を記載しています。
この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる恐れがあります。！重 要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容を示してい
ます。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う恐れおよび財産の損害の恐れが想定される内
容を示しています。

この記号は、必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。

警告

注意
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2. 使用上のご注意

■活動量計ならびに付属品について

「脈拍センサー」と接触している皮膚の汗は定期的に拭き取ってください。
汗をかいた状態で長時間使用すると、かゆみ、かぶれが生じるおそれがあります。

活動量計を装着して、アレルギーやかぶれを起こした場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科など専門医にご相談ください。

むくみなどにより就寝時に装着がきつくなることがあります。就寝前は穴位置を1つ緩めに装着することをおすすめします。

ご使用中に汗をかいたら、手首と活動量計の汗を拭いてください。そのままご使用になるとかゆみなどを起こす場合があり
ます。

直接蛇口から強い流水をかけることは避けてください。水道水は非常に水圧が高く、防水不良になるおそれがあります。

入浴やサウナの際はご使用を避けてください。蒸気や石鹸、温泉の成分などが防水性能の劣化やサビの原因となります。

運動は体調に合わせて行ってください。急な運動や無理な運動は危険です。
運動の途中で気分が悪くなるなど体調の変化を感じた場合は運動を中止し、医師などの診察を受けてください。

装着部にかゆみなどの異常を感じたら、穴位置を緩めに変更してください。
それでもかゆみなどが改善されない場合は、速やかに使用を中止し医師などに相談してください。

本製品は、脈拍計測機能付き活動量計です。医療機器ではありません。
本製品を使用するにあたり体調などにご不明点があるときは、医師にご相談ください。

歩行中・運動中などに製品を注視しないでください。転倒や交通事故などを起こすおそれがあります。

本製品は精密な機械、電子部品で作られています。次のような場所での使用や保管はしないでください。
感電 /火災 /動作不良 /故障の原因となります。
・温度、湿度変化の激しい場所
・揮発性物質のある場所
・油煙やホコリの多い場所
・火気のある場所
・強い磁気の近く（スピーカーの近くなど）

お客様による分解 /修理はしないでください。感電 /事故の原因となります。

小さなお子様の手の届くところには、本製品を放置しないでください。

警告

注意

・活動量計では電池残量を確認できません。電池残量は「PULSENSE	View」の「機器設定」から確認でき
ます。

・活動量計を使用しない場合でも、6カ月に 1回は必ず充電してください。
　長期にわたり放置すると充電池の性能が劣化し使用できなくなることがあります。
・活動量計に内蔵の充電池は交換することができません。
　長期間の使用により、満充電後の使用時間が低下した場合は電池寿命が考えられます。
　電池寿命の場合は活動量計の交換になります。

！重 要
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■充電用クレードルについて

3. 保管上のご注意

本製品は	Bluetooth®	技術搭載機器です。対応するスマートフォンの動作時に計測データを無線通信で
活動量計と送受信する機能を有します。本製品は電波法に基づく小電力データ通信システムとして認証を受
けています。よって、本製品を使用するときに、無線局の免許は必要ありません。
以下の行為をすると法律で罰せられることがあります。
・本製品の分解および改造
・本製品の証明および認証番号を消去

4. VCCI クラス B 情報技術装置

この装置は、クラス B情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

充電用クレードル（USBケーブル一体型）、ACアダプターを使用の際は、次の事項にご注意ください。
次の事項を守らないと感電、火災、故障の原因となります。
・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
・破損したACアダプターおよびUSBケーブルを使用しないでください。
・煙が出たり、変なにおいや音がしたりするなど異常状態のまま使用しないでください。
・異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。
・USBケーブルは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。
・指定外のACアダプターでは、充電しないでください。

充電用クレードルを使用しない時は、ケーブルを抜いてください
端子部に金属物やホコリなどの異物が付着すると火傷や火災の原因になります。

警告

磁気や電磁波の影響を受ける場所（テレビの上など）に置かないでください。データが壊れ消失することがあります。

化学物質が発散している場所や薬品にふれる場所に放置しないでください。
ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプレー液、クリーナー液、トイレ用洗剤、接着剤などが付着すると機器	/ バンドが
変色したり、破損したりすることがあります。

注意
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5. 周波数について

本製品は、2.402GHz～	2.480GHz の周波数を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使ってい
ることがあります。
他の無線機器との電波干渉を防止するため、以下事項に注意してご使用ください。	
	

■無線通信使用上の注意
本製品の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。この周波数では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器

のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定
小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されていま
す。	
1.	この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線
局が運用されていないことを確認してください。	

2.	万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速や
かに使用周波数帯を変更するか又は電波の発射を停止した上、本書「お問い合わせ窓口」にご連絡いただ
き、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。	

3.	その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干
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、本書「お問い合わせ窓口」に記載の「生
活習慣改善プログラム・サポートセンター」にご相談ください。

　　　　　不要になった電池は、捨てないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
Li-ion 01　詳細は、一般社団法人 JBRCのホームページ (http://www.jbrc.com) をご参照ください。

航空機内や病院など使用を制限された区域では、現場の指示（機内アナウンスなど）に従ってください

本製品からの電波は、医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。医療機関の中や、医療用機器の近くで本製品を使用す
る場合は、医療機関の管理者、医療用機器側の指示や注意に従ってご使用ください。

警告
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6. PULSENSE View について

活動量計で計測したデータを、専用アプリケーション PULSENSE	Viewで見るためには、スマートフォ
ンが必要です。
※	専用アプリケーション PULSENSE	View＝以下、「アプリ」または「PULSENSE	View」と表記。アプリは、バージョンアップにより画面
が変更になる場合があります。

7. 計測項目　：本製品でできること

8. 活動量計の仕様

9. クレードルの仕様

項目 内容

運動強度 現在の脈拍数から運動の強度がどの程度の心拍ゾーンにあるのか表示します。

消費カロリー 脈拍計測中は、加速度と脈拍数をもとに計測しています。
そのため、状況に応じた精度の高いカロリーを計算できます。

歩数 加速度センサーにより、歩行、ランニングに伴う腕振りを計測しています。

距離 歩数と身長から換算した歩幅をもとに計測しています。

睡眠 脈拍と活動量から睡眠に入ったことを自動計測します。
睡眠時の脈拍推移で、睡眠時間とともに眠りの「浅い」「深い」を可視化します。

こころバランス （運動量の少ない）非活動時に脈拍数が高ければ「エキサイト」、低ければ「リラックス」として表示します。

活動量計からの
データ転送

Bluetooth®

PULSENSE View
(iOS.Android TM)

活動量計

項目 仕様

電池 充電式　リチウムポリマー電池　40mAh

連続計測時間 約 36時間（使用環境による）

充電時間 約 2.5 時間（満充電までの最長時間）

防水性能 3気圧防水　
水がかかる程度（汗や洗顔時の水滴、雨など）の環境で使用できます。
水道水を蛇口から直接かけることや、水泳など水圧の変化が激しい環境では使用できません。

無線 Bluetooth®

項目 仕様

機能 充電
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2）　設定の仕方　①活動量計をフル充電する
はじめて使用するときには、必ず充電してください。充電すると活動量計の電源がオンになります。
充電完了になったことを確認してください。

1. 活動量計をクレードルにセット

①  活動量計の端子とクレードルの端子が手
前にくるように手で持つ

クレードルを左手、活動量計を右手に持ち、
双方のロゴの向きが合っていれば OK
②  活動量計を斜め方向からクレードルに差

し込む
   （正しい位置でセットすると、カチッと

音がして無理なく入ります。）

③  クレードルの右側に刻印されている三角
マークと活動量計の右側にある溝と位置
を合わせる

 （セット完了）
注意：  活動量計をクレードルにセットする

ときは、正しくセットしてください。
裏表や上下を逆にセットすると、活動量計
やクレードルが故障するおそれがあります。

2. クレードルの USB コネクターをパソコンの USB ポートまたは AC アダプターに接続
正しくセットできると活動量計のオレンジ色の LED ランプが点灯します
・充電中はオレンジ色、充電完了時は青色が点灯
 ※青色になるまで充電してください
・充電完了目安：1.5～2.5 時間
 ※状況により異なります。

注意：  USB ハブなどは介さずクレードルとパソコンなどを直接接続し
てください。

AC アダプターを使う場合
※ AC アダプターは付属されておりません。ご了承ください。
クレードルの USB コネクターを、ご自身でご用意していただいた AC アダプターに接続してコンセントに差し込みます。

3. 充電完了後、活動量計をクレードルから外す
次の初期設定で、活動量計からクレードルを外しておく必要があります。
クレードルの△印に指を添えて、活動量計を下から押す
クレードルから外すと、スタートアップ動作が行われ、活動量計が使用可能になります。

4. 使用上の注意
・活動量計は充電式です。毎日、1 時間程度　充電することを推奨します。※1 日 1 回　1 時間の充電で、昼夜通して計測が可能
・電池残量が約 1 時間になると活動量計のオレンジ色の LED ランプが 4 秒ごとに点滅します。1 時間以内に充電してください。
 （4 秒ごと点滅）
この後、約 1 時間計測を続けると、オレンジ色の LED ランプが 1 秒ごとに 30 秒間点滅します。
脈拍計測は停止し、充電するまで操作できません。すぐに充電してください。
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2）　設定の仕方　②スマートフォンでの初期設定
「PULSENSE	View」を起動し、活動量計を接続（ペアリング）することで計測データを記録できます。
＊接続（ペアリング）を行わないと計測が記録されません。

1. スマートフォンの「Bluetooth」設定をオンにする

■ iPhone の場合

「設定」をタップ。 「Bluetooth」の設定の「オン」、「オフ」を
確認。

「オフ」の場合は、「Bluetooth」を「オン」
にする。

「Bluetooth」が「オン」になったことを
確認。

■ Android の場合　※機種によって表示が異なる場合があります。

「設定」をタップ
※  機種によってスマートフォンの画面や設

定のマークは違います。
 「設定」を探してください。

2. アプリをインストールする
スマートフォンのアプリケーションストアで
専用アプリ「PULSENSE View」を検索し、インストールします。
iPhone：iOS9 以上で対応しています。
Android：Android6.0 以上で対応しています。
※機種によって、アプリをインストールできない場合があります。

■ iPhone のインストール方法
「App Store」で、
「エプソン　パルセンス」と検索し、
専用アプリ「PULSENSE View」をインストール

■ Android のインストール方法
「Play ストア」で、
「エプソン　パルセンス」と検索し、
専用アプリ「PULSENSE View」をインストール

3. スマートフォンの「PULSENSE View」アイコンをタップ（アプリを起動）

「PULSENSE View」のアイコンをタップ

設定

設定

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊

Bluetooth　オフ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Bluetooth

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊

Bluetooth　 オン

「Bluetooth」の「オン」、
「オフ」を確認。
「オフ」の場合、
「Bluetooth」を「オン」
にする。

「Bluetooth」をタップ。「接続済みのデバイス」を
タップ。
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2）　設定の仕方　③アプリ「PULSENSE View」での Epson Global ID の登録
※既に Epson Global ID をお持ちの方は「Epson Global (Sensing) ID (Email)」にメールアドレス、
「パスワード」にパスワードを入力して「ログイン」をタップし、以降ページの「ペアリング」の説明
ページへ進んでください。

「ソフトウェアの使用許諾」と
「プライバシーステートメント」を確認して
「上記に同意する」をタップ。

「登録」をタップ。
※初めて登録する場合は
「ログイン」ではありません。

国＝日本を選択し、生年月日を入力。
「プライバシーステートメント」と「利用規約」
を読んだ上でそれぞれ「同意します」にチェッ
クを入れる。
「次へ」をタップ。

①メールアドレス (ID) を入力
　※メールアドレスは手入力してください。
　　 コピー＆ペースト・履歴などで入力をすると、エラーが発生する場合が

あります。
　※ 登録中、30 分以内にメール受け取りを確認できるメールアドレスをご

指定ください。

②パスワードを入力
　（10文字以上で英字大文字・英字小文字・数字・記号から 2種類以上を
組み合わせて作成）

③パスワード確認　＝再入力
　※ Epson Global ID となるメールアドレス、
　　パスワードは忘れないようにしてください。

④「登録確認メール送信」をタップ

次ページへ続く

①

②

③

④

「入力したメールアドレス (ID) は使用することが
できません。」
と表示された場合は、最初の画面に戻り、
メールアドレス (ID) とパスワードを入力し、
ログインをタップしてください。
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前ページからの続き

Epson Global ID の作成で入力したメール
アドレスに
登録確認のお知らせメールが届きます。

「確認コード」を確認します。

【注意】　メールが届かないときは
A　受信メールの新着を更新・確認

（時間がかかることがあります）
B　迷惑メール設定をしている場合、 
P53「困ったときは」を見ながら設定
Ｃ 前の画面（メールアドレス入力画面）に戻り、
再度登録情報を入力

（アドレスを再度ご確認ください、大文字小文字も判別します）

アプリ【登録画面】を開く
メールに記載されている確認コー
ドを入力し、「確認」をタップ

プロフィール設定項目を入力 「次へ」をタップ

※送信元ドメイン：～@cp.epson.com
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2）　設定の仕方　④活動量計とアプリを繋げる：ペアリング
※以前に別の活動量計とペアリングされたことのある場合は次ページに進んでください。
【注意】

・iPhone の場合、各アプリ設定で Bluetooth 設定がONになっているか確認してください。
　①ホーム画面の「設定」アイコンをタップし、下にスクロール
　②「PULSENSE	View」をタップし Bluetooth がON( 緑色 ) になっているか確認
・ペアリング中は、活動量計をクレードルから外してください。
・活動量計をスマートフォンの近くにおいてください。（目安 1ｍ以内）
・位置情報へのアクセスを求められた場合は「許可」をタップしてください。
　※Android	OS の場合、位置情報を「許可」にしないと、Bluetooth 通信が行えません。
・エラーが表示された場合、④の操作を最初からやり直してください。

S/N: PAA2102KTJ
M/N: PS-100

「新しいリスト機器を登録する
+」をタップ

「PS-100」をタップ 「活動量計の裏側に記載されている
シリアル番号の末尾 3 ケタ」と、

「スマートフォンの画面に表示されている数字ま
たはアルファベット」が同じものを選択。［登録］
ボタンをタップ

戻る ペアリング

Bluetooth ペアリングの要求
“PS-100KTJ”がお使いの iPhone への

ペアリングを求めています。

この画面が表示されたらペアリング
をタップ

活動量計本体のバイブレーション・
LEDのON/OFF 設定
→アプリ (PULSENSE View) 内で設
定可能です。
設定方法は P48 「4. 活動量計の動作
設定をする」をご参照ください。

LEDランプと振動のパターン
→ P62~63 をご参照ください。

「さあ、はじめましょう！」をタップ

これで、活動量計とアプリの設定は完了です。
※活動量計とアプリの使い方については、P43～をご覧ください。
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3）　活動量計とアプリが繋がらない、繋がらなくなったときの解決方法

以下のようなケースの場合、インターネット環境をご確認の上、P41～「解決方法①～④」をすべてお試
しください。

●　使用中、活動量計とアプリが繋がっていたのに繋がらなくなった
●　活動量計のデータがアプリに反映されない
●　OSバージョンアップ、活動量計のファームウェア更新の後、繋がらない
●　エラーメッセージが出た（コード番号 20－0101－0008または 20－0101－0026）

【注意】
当現象は、スマートフォン（ハード）、スマートフォンOS（iOS，Android）、インターネット環境が原

因の場合があります。
その場合、ご利用の通信会社にお問い合わせいただくことがありますので予めご了承ください。
　

Wi-Fi 通信が不安定だとペアリングエラーとなってしまうことがあります。
その場合、Wi-Fi を OFF にしてペアリングをお試しください。

PS-100 とスマートフォンの一方または両方のバッテリーが低下している場合、
ペアリングや他の機能についても正常動作しないことが考えられます。

充電が十分にある状態でお試しください。
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■解決方法①：PULSENSE View のペアリングを解除

画面左上の「メニュー」をタップ 「設定」をタップ 「ペアリング」をタップ

画面右上の「ゴミ箱」マークをタップ 左下に表示される「マイナス」マー
クをタップ

右下に表示される「削除」をタップ PS-100 の表示がなければ解除完了
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■解決方法②：スマートフォン (iPhone) からの登録を削除
※Android の方は、「解決方法③ : 活動量計のペアリング解除」へ。

■解決方法③：活動量計のペアリング解除
※確実な実施をお願いします。

■解決方法④：再度、ペアリングする
●　スマートフォンを再起動してください。
●　スマートフォンがインターネットに接続されていること、Bluetooth がオンになっていることを確認
してください。

●　ここから先は P39「設定の仕方　④活動量計とアプリを繋げる：ペアリング」と同じ手順になります。

設定

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊

Bluetooth　オン
＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Bluetooth　PS-100 1MP

このデバイスの登録を解除

Bluetooth　PS-100 1MP

このデバイスの登録を解除

デバイスの登録を解除

キャンセル

OS の設定アイコンをタップ

設定から「Bluetooth」
をタップ

ご利用の「PS-100」が表示されて
いる場合は、i マークをタップ

※「PS-100」の登録がない場合は、
「解決方法③活動量計のペアリング

解除」に進んでください。

「このデバイスの登録を
解除」をタップ

画面下部の
「デバイスの登録を

解除」をタップ

設定 PULSENSE

活動量計をクレードルにセット
　※必ず充電状態で実施してください。
青またはオレンジ色の LED ランプが
点灯していることを確認

活動量計上部を連続タップ（指で数回たたく※）し
LED ランプが 2 回スクロールすることを注視してください。
※スマートフォンをタップするよりも強めにたたいてください。

Bluetooth

＊＊＊＊＊＊＊

Bluetooth　 オン

PS-100 1MP　　　　接続済み　i
＊＊＊＊＊＊　　　   接続済み　i
＊＊＊＊＊＊　　　   未接続　　i
＊＊＊＊＊＊　　　   未接続　　i
＊＊＊＊＊＊　　　   未接続　　i

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊
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4）　機器の使い方

1. 装着方法

内側のバンドと外側のバンドの間に指を入れて内側のバンドが挟み込まれないようにしながら装着します。

装着部にかゆみなどの異常を感じたら、穴の位置を緩めに変更してください。
それでもかゆみなどが改善されない場合は、速やかに使用を中止し医師などに相談してください。
【注意】

●　	むくみなどにより就寝時に装着がきつくなることがあります。就寝前は穴の位置を 1つ緩めに装
着することをおすすめします。

●　	ご使用中に汗をかいたら、手首と活動量計の汗を拭いてください。そのままご使用になるとかゆみ
などを起こす場合があります。

●　	手首を曲げたり握ったりする動作が長い時間続くと、血液の流れが悪くなり、脈拍計測ができない
場合があります。このようなときは、手首を伸ばして安静にすると計測できるようになります。

●　	寒い季節は、手足の血流の流れが少なくなるため、脈拍が取れにくくなることがあります。血行を
良くするため、体が十分温まるように肌の露出を避け、手袋や帽子、マフラーを着用するなど暖か
い服装で計測してください。

2. 計測開始から終了まで

■計測を開始する：腕に装着
活動量計を動かすと脈拍センサー (緑色の光 ) が作動開始します。装着後、自動的に脈拍を検出します。

脈拍の検出ができると、すべての青色 LEDランプが 2回点滅した後消灯し、脈拍計測状態になります。

装着 OK の状態
内側のバンドが腕に沿っている状態

装着 NG の状態
内側のバンドが外側のバンドと
バックルの間に挟まった状態

警告

消灯2回点滅

脈拍検出



44

3. 計測の確認方法

腕に装着後、脈の計測状態を活動量計で確認するときは、①②の方法があります。
①　活動量計の上部をタップ（指で 1 回たたく）
②　アプリの「リアルタイム HR」画面で確認

4. 脈拍を検出できない時

脈拍を検出できないときは、LEDランプが点滅してお知らせします。

5. 時刻修正が必要な場合

スマートフォンで設定します。　※スマートフォンとペアリングした状態で実施
①　PULSENSE View のアイコンをタップすると、自動的に同期が開始されます。
②　活動量計との同期が完了すると現在時刻に修正されます。

■自動で同期が開始しない場合
a）リアルタイムHRを画面上部にフリック。
※フリック＝	画面内の一点や特定の位置（画面の端あたり）をタップしてそのまま画面から指を離さずに

動かすこと
b）画面をタップし、右上にある同期ボタンをタップ。
c）活動量計との同期が完了。現在時刻に修正されます。　※後述の「リアルタイムHRを表示する」

6. 運動中の脂肪燃焼 ( 運動強度 ) 確認

脈拍数に応じた LEDの点滅により現在の運動の強さをお知らせします。
脂肪燃焼ゾーンに 1 日合計 30 分入るように歩きましょう。
【注意】初回面談で健康相談員から歩き方に指導があった方は、その指示に従ってください。

LED ランプの表示（点滅） 状態 対処方法

装着が正しくできていない恐れあり。 装着がきつすぎたり、緩すぎたりしていないかを確認
し、正しく装着し直す。

装着が正しくできていないか、皮膚
温度が低くて検出できない恐れあり。

装着の確認、および指先や手首を温める。

LED ランプパターン 心拍ゾーン タップ ゾーン

～40% 遅い点滅 ウォーミングアップ
健康管理や、ウォームアップに適した運動
強度です。
ゆるやかなウォーキング

40～49%

速い点滅 脂肪燃焼ゾーン 脂肪燃焼が効率的に行われる運動強度です。
早歩き、ジョギング50～59%

60～69%

70～79%
速い点滅

有酸素運動ゾーン 心肺機能を高めるのに適した運動強度です。
低強度のランニング

80～89% 無酸素運動ゾーン スピードアップなどに適した運動強度です。
中強度のランニング、ダッシュ

90%～ より速い
点滅 最大強度ゾーン 注意が必要な心拍ゾーンです。

高強度のランニング、スパート

点滅で表示
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7. 計測を停止する：脈拍センサーの作動停止

8. 脈拍センサーと Bluetooth をオフ＝飛行機搭乗モードにする

以下の場合、飛行機搭乗モードにしてください。
●　活動量計を鞄の中に入れて持ち歩く際など、脈拍センサー（緑色の光）を一時的に停止したい。
●　飛行機に搭乗するときなど、活動量計の無線機能 (Bluetooth®) をオフにする必要がある。
【参考】飛行機搭乗モード=脈拍センサーオフ中は、脈拍計測と無線機能 (Bluetooth®) を停止しますが、
加速度計により消費カロリー、歩数、距離を簡易的に計測します。
①　活動量計を腕から外した状態で持つ
②　活動量計上部を 7～8回タップ連打
（連続して指でたたく）

充電状態でタップ連打するとペアリングが解除されます。間違えないよう注意してください。
腕に装着して脈拍計測中は飛行機搭乗モードになりません。
必ず腕から外して、LEDランプの点滅を確認してから操作してください。

9. 脈拍センサーと Bluetooth をオン＝飛行機搭乗モードを解除する

①　活動量計上部をタップ
LEDランプが右記のように点灯して、飛行機搭乗モードであることを知らせます。
②　LEDランプが消灯するまでタップ連打
下記のとおりに LEDが点滅後、脈拍計測や無線機能 (Bluetooth®) が使用可能な状態になります。

【参考】活動量計を充電することでも、飛行機搭乗モードを解除できます。

！重 要

×
活動量計を腕から外し
横に置いておくと、
LEDランプが点滅

その後 5～6分間動かさないでおくと
自動的に脈拍センサー (緑色の光 )が停止

※ななめに置くと停止しません。
再度、活動量計を動かすと、計測を自動的に
開始します。

７～8回タップ

点滅
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5）　アプリの使い方

1. アプリでわかること

アプリでは、活動量計からの情報をもとに記録し、日、週、月単位で各数値を可視化します。

2. アプリの操作方法

【エクササイズ】 
運動時間、運動強
度（心拍ゾーン滞
在時間）
①脂肪燃焼
②トレーニング
③ウォーミング
アップ

【カロリー】 
摂取カロリーと消費
カロリーバランス
①摂取カロリー
②安静時カロリー
③活動時カロリー

【歩数】 【睡眠】 
睡眠時間と睡眠状
態
①深い
②浅い

【こころバランス】
非活動時のこころ
の状態
①エキサイト
②リラックス

【リアルタイムＨＲ】
現在の脈拍と
心拍ゾーンを表示

①
① ① ①② ②

②

②

③
③

アイコンをタップして、
アプリを立ち上げます。

①

②

③

④
⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨
①画面の切り替え：
画面を押さえてから、
上下にスライドさせ、表示を変更でき
ます。

②メーターの切り替え：
メーターを押さえてから、
左右にスライドさせ、表示を変更でき
ます。

③タップ：画面をタップすると、
メニューアイコンが表示されます。

④メニュー : メニュー画面が表示
⑤ リロード : データを更新・再読

み込み・現在時刻補正
⑥ SNS:SNS で情報共有
⑦ 画面の切り替え : リアルタイム

HR 画面へ
⑧画面の切り替え : グラフ画面へ
⑨ データ入力 : 食事、体重、睡眠

の入力
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3. 目標設定の方法

アプリでの目標設定の入力は必須ではありませんが、設定をすることでアプリをよりお楽しみいただくこ
とができます。

※ アプリで設定した「目標体重」、「消費カロリー／日」、「摂取カロリー／日」などの情報は、健康相談員
にデータ共有されません。

■「設定」メニューでできること
●　アカウント設定：アカウントやパスワードの変更、Epson	Global	ID	(Email) の登録解除ができます。
●　プロフィール設定：ニックネームや身体情報を変更
●　目標設定：目標体重や、目標期間の変更
●　機器設定：LEDなど活動量計の動作に関する設定、起床アラームなどを変更
●　環境設定：言語や時制を変更
●　接続　　　：他社製のアプリケーションと連携するとき、使用します。

メーター画面の左上の「メニュー」
をタップ

「目標設定」をタップ

目標欄のそれぞれの
項目を入力

【体重】
初回面談で決めた数
値を入力
（P12で
決めた目標体重）

【体脂肪率】の入力
は任意

【目標期間】
プログラム期間
「いそいで (3ヶ月 )」
もしくは
「普通に（6ヶ月）」
を選択

入力が終わったら、左上のマークをタップ
データが更新されます。

メーター画面に戻るときは、左上のマー
クをタップ

「ライフログ」をタップ
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3. 目標設定の方法

アプリでの目標設定の入力は必須ではありませんが、設定をすることでアプリをよりお楽しみいただくこ
とができます。

※ アプリで設定した「目標体重」、「消費カロリー／日」、「摂取カロリー／日」などの情報は、健康相談員
にデータ共有されません。

■「設定」メニューでできること
●　アカウント設定：アカウントやパスワードの変更、Epson	Global	ID	(Email) の登録解除ができます。
●　プロフィール設定：ニックネームや身体情報を変更
●　目標設定：目標体重や、目標期間の変更
●　機器設定：LEDなど活動量計の動作に関する設定、起床アラームなどを変更
●　環境設定：言語や時制を変更
●　接続　　　：他社製のアプリケーションと連携するとき、使用します。

メーター画面の左上の「メニュー」
をタップ

「目標設定」をタップ

目標欄のそれぞれの
項目を入力

【体重】
初回面談で決めた数
値を入力
（P12で
決めた目標体重）

【体脂肪率】の入力
は任意

【目標期間】
プログラム期間
「いそいで (3ヶ月 )」
もしくは
「普通に（6ヶ月）」
を選択

入力が終わったら、左上のマークをタップ
データが更新されます。

メーター画面に戻るときは、左上のマー
クをタップ

「ライフログ」をタップ
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4. 活動量計の動作設定をする

バイブレーション　ON	/OFF 設定	など、活動量計の動作設定ができます。
※ 活動量計をクレードルに接続したままスマートフォンで設定しても、スマートフォンでの設定が活動量

計に保存されません。

メーター画面の左上の「メ
ニュー」をタップ

「設定」をタップ 「機器設定」をタップ バイブレーション ON /
OFF をタップ

5. リアルタイム HR を表示する

活動量計で計測中のデータは、アプリの「リアルタイムHR」画面で、脈拍数と心拍ゾーンをメーターと
グラフで分かりやすく表示できます。

①

もしくは

①
②

③

④

⑤
■方法①
メーター画面で、画面にふれてか
ら、
下方向にスワイプ

（＝指で画面を押さえてから、
なでるしぐさ）

■方法②
画面をタップ

（メニューアイコンが表示され
ます）
①をタップ

■リアルタイムＨＲ
①　心拍ゾーン表示
②　現在の脈拍数
③　脈拍推移：直近５分間の
　　脈拍をグラフ表示
④　計測時間
⑤　スタート / ストップ
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6. アプリでデータの振り返り

エクササイズメーターの場合：
運動強度別のゾーン滞在時間を表示。身体の動きと脈拍数が一定レベル以上になると運動として記録され

ます。
脂肪燃焼ゾーン滞在時間の目標値をフラッグで示すので、目標以上行えたかを見ることができます。

③過去の情報確認：
日付横の矢印をタップするか、グラフを左に
スワイプ

④期間表示：
日、週、月ごとにサマリーデータをグラフ表
示

⑤グラフの数値：
縦軸の数値は最低脈拍、最高脈拍。
グラフ上部の横軸は時間ごとの推移。
日 ： 1 時間ごとのデータ推移
週 ： 1 日ごとのデータ推移
月 ： 1 日ごとのデータ推移

①目標フラッグ：設定した目標値
②情報表示切替：
運動強度を 3～５段階のゾーンでみる

①

②

③
④

⑤

7. 計測したデータをアップロードする

■ A. 自動アップロード：スマートフォンの Bluetooth が「ON」の場合
活動量計とスマートフォンが通信可能である場合は、自動でデータがアップロードされます。アプリで確

認可能です。
■ B. 手動アップロード
アプリのメニューアイコン「　		」マークをタップします。
【注意】アプリの画面の表示は、以下の2段階①②で実施します。完了したことを画面で確認してください。
①　活動量計→スマートフォン

②　スマートフォン→サーバー

ご自身のスマートフォン
PULSENSE View

活動量計からの
データ転送

Bluetooth®

活動量計

バーが半分まで行きます
（数秒間）

ご自身のスマートフォン
PULSENSE View

バーが画面右端まで行きます。
毎日 1 回アプリを開くと自動的にデータ同期
が行われるので、数十秒ですみます。
アプリを数日開かなかった場合、その間、貯
まったデータを読み込むのに、数分かかるこ
とがあります。
※バーが画面右端まで行く前に途中でアプリ
を閉じてしまうと、活動量計とアプリの通信
に不具合が生じる場合があります。

PULSENSE View
（Web）
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8. 食事の入力方法

メーター画面で、画面を
タップ

右下の鉛筆アイコンをタッ
プ

(＋) ボタンをタップ。 食事の時間を入力
（以下のいずれかで入力が
可能）
時間入力方法①　
時間表示部分（マーク）
をタップ。
「朝食」「昼食」「夕食」「酒」
「間食」
から選択して、「完了」を
タップ
時間入力方法②　
時間表示部分（「００：
００」）
をタップ。食事時間を選
択して、
「完了」をタップ

① ②

① ②

もしくは

食事入力方法①
メニュー選択
①をタップ。
「なし」「少な目」「普通」「多
め」から自分の感覚で選択
し「完了」をタップ。
※この場合、体重から推測
される標準的な摂取カロ
リーが自動入力されます。

食事入力方法②
カロリー数値を入力。
②をタップ。
食べたもののカロリー数値
を入力し、
「完了」をタップ。

もとの画面に戻る

チェックボタン

食事時間、食事量の入力
が終わったら、「✓」チェッ
クボタンをタップ。入力
した内容で更新されます。
元のメーター画面に戻り
たいときは、左上のマー
クをタップ。

食事の量を入力
方法①、方法②
いずれかで入力が可能
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9. 体重の入力方法

メーター画面で、画面を
タップ

右下の鉛筆アイコンをタッ
プ

画面を上へスワイプ。
「体重入力画面」が出ます。

体重入力画面

体重 体脂肪

入力日を指定：
ターゲットバーが入力日付に来るように、
指で左右に動かして、入力日をあわせる。

（＋）ボタンをタップ

体重・体脂肪入力欄で入力したい項目を
タップ

体重・体脂肪の数値を入力
「完了」をタップ

右下の「✓」チェックボタンをタップ

入力した内容で更新されます。

チェックボタン
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10. ファームウェア更新

新たな機能の追加や、機能の改善・修正を行うために、ファームウェアの更新をお薦めします。

ファームウェアを更新すると、活動量計に保存されている記録が消去され、設定が初期化される場合があ
ります。ファームウェアを更新する前に、必ず活動量計と PULSENSE	Viewを同期して、データを更新し
てください。

！重 要

活動量計と PULSENSE View を
同期して、データを更新します。

右上の「リロード」マークをタップ
※リロード＝更新、再読込　

ファームウェアの更新がある場合、
PULSENSE View の設定アイコンに

お知らせのマークがでます。
お知らせ「New」のマークをタップ

「設定」をタップ

「機器設定」をタップ 「機器ソフトウェア更新」を選択

1. 活動量計をクレードルにセット（充電状態にする。充電状態にしていない場合エラー表示）
2.「スタート」をタップ（更新開始）
　・更新まで約 15 分。完了するまで活動量計をクレードルから取り外さないでください
　・新データの転送が完了すると青色 LED が順番に点灯していきます。
3．スマートフォンに「ファームウェアのアップデートが完了しました」と表示されると更新完了
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6）　困ったときは

1. 迷惑メールフィルターの解除方法

設定方法に関しての詳細は、各携帯会社、もしくは、
ショップにてご確認ください。
※掲載の画面や登録方法などは、
機種や画面変更により異なる場合がございます。予めご了承ください。

■ docomo スマートフォンでの迷惑メールフィルターの解除方法
①　メール設定画面の開き方
　●　iPhone 以外のスマートフォンの場合
　　　	d メニュー→お客様サポート→メール・PWなどの設定→メール設定→本人様確認画面の SPモー

ドパスワードを入力→
　　　「次へ」→②へ
　●　iPhone の場合
　　　	ブラウザの「Safari」を起動→ブックマークから「ドコモお客様サポート」を選択→「サービス・

メールなどの設定」→メール設定→本人様確認画面の SPモードパスワードを入力→「次へ」→②へ
②　「メール設定」画面

■ドコモ窓口：携帯 151（無料）
■一般電話：0120-800-000（無料）

docomo スマートフォン
au スマートフォン
SoftBank スマートフォン

「迷惑メール対策」内、
「受信リスト設定」を選択

「設定を利用する」にチェック

「＋さらに追加する」を選
択し、
ドメイン
「@exc.epson.co.jp」
を入力、
「＋さらに追加する」を選
択し、
ドメイン
「@cp.epson.com」
を入力
「＋さらに追加する」を選
択し、
ドメイン
「@wellsport-club.com」
を入力

「確認する」を選択 設定確認画面の「設定を確定する」を選択し、
設定完了

必ず、上記 3 種類の
全てのドメインを設定

してください
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■ au スマートフォンでの迷惑メールフィルターの解除方法
①　迷惑メールフィルターの開き方
●　iPhone 以外のスマートフォンの場合
　　1.　au サポート→「迷惑メール対策」
　　2.　Eメール　「②迷惑メールをブロックするために」を選択
　　3.　迷惑メールフィルター設定→「受信リスト設定」を選択
　　4.　「迷惑メールフィルター設定へ」を選択
　　5.　購入時に設定した暗証番号を入力
　　※機種によっては、「その他の設定」の後「迷惑メールフィルター」となる場合があります。
●　iPhone の場合
　　1.　Wi-Fi を off にする
　　2.　	ブラウザの「Safari」を起動→ブックマークから「auサポート」を選択→「iPhone 設定ガイド」

→「メールの設定を変更・確認したい」→「メール設定画面へ」をタップ　
　　　　※　au	ID でのログインが必要
　　3.　「メールアドレス変更・迷惑メールフィルター・自動転送」を押す
　　4.　「迷惑メールフィルターの設定 /確認へ」を選択
　　5.　購入時に設定した暗証番号を入力する

②　ドメイン指定 (受信許可リストの設定 )

■ au窓口：携帯 157（無料）
■一般電話：0077-7-111（無料）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

個別設定

受診リストに登録／アドレス帳受診設定をする

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊
　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊　＊＊＊＊　＊＊＊＊＊＊＊

アドレス帳受診設定へ

＊ ● @exc.epson.co.jp ドメイン一致

＊ ●

＊ ●

＊ ●

＊ ●

＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

有効 ＊＊＊＊

変更する ＊＊＊＊

＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

受診リスト設定　変更確認
＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊

＊＊＊＊　　＊＊＊＊　＊＊＊＊＊＊
　　　　＊＊＊＊　＊＊＊＊＊＊＊＊

OK ＊＊＊＊

＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊

受診リスト設定　登録完了

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

アドレス欄に
「@exc.epson.co.jp」　と
「@cp.epson.com」と
「@wellsport-club.com」を
入力し、確認の範囲で

「ドメイン一致」を選択

必ず、上記 3種類の
全てのドメインを設定してく

ださい

「受信リスト・アドレス帳
受信設定をする」を選択

「有効」を選択し、
「変更する」を選択

内容を確認 「OK」を選択 設定完了
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■ softbank スマートフォン (@softbank.ne.jp) での迷惑メールフィルターの解除方法
※	本ページの操作で、S! メール (MMS)( ＠ softbank.ne.jp)、E メール (i)(@i.softbank.jp)	についてま
とめて登録できます。

①　My SoftBank の開き方
●　iPhone 以外のスマートフォンの場合
　　「My	SoftBank」→「メール設定」を選択→②へ
●　iPhone の場合
　　▷　	ブラウザの「Safari」を起動→画面下タブの右から 2番目にある「ブックマーク」アイコンを

タップ→ブックマークの中から「My	SoftBank」をタップ (※My	softbank アプリからは設定
できません。)

　　▷　開いた「My	SoftBank」の「メール設定」を選択→②へ
※「My	SoftBank」から「メール設定」を選択するためには、My	SoftBank へのログインが必要です。
②　メール個別受信許可設定

■ソフトバンク窓口：携帯 157（無料）
■一般電話：0800-919-0157（無料）

My SoftBank

メール管理

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

許可するメールの登録

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

メール管理

＊＊＊＊＊＊＊＊

入力 確認 完了

My SoftBank

メール管理

トップ メール
アドレス

迷惑メール
対策 通知 メルマガ

＊＊＊＊＊

SP メール（MMS）
＊＊＊＊ @softbank.ne.jp

E メール（i）
＊＊＊＊ @i.softbank.ne.jp

＊＊＊＊＊

My SoftBank

メール管理

トップ メール
アドレス

迷惑メール
対策 通知 メルマガ

登録する
（＊＊＊＊＊＊＊＊＊）

許可するメールの登録

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

迷惑メール対策の設定

My SoftBank

メール管理

続けて追加する

受診許可するメールアドレス

＊＊＊＊＊

1.

○完全一致　　　○前方一致
●後方一致　　　○部分一致

My SoftBank

メール管理

戻る

設定対象のメールアドレス

S! メール　＊＊＊＊@＊＊＊＊
E  メール　＊＊＊＊@＊＊＊＊

次へ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊

許可するメールの登録

My SoftBank

メール管理

戻る

設定対象のメールアドレス

S! メール　＊＊＊＊@＊＊＊＊
E  メール　＊＊＊＊@＊＊＊＊

1.　＊＊＊＊@＊＊＊＊
　　＊＊＊＊

許可するメールの登録

トップ メール
アドレス

迷惑メール
対策 通知 メルマガ

登録する

「受信許可する
メールアドレス」に

「@exc.epson.co.jp」
「@cp.epson.com」
「@wellsport-club.com」
を入力し、
すべて「後方一致」に
チェックを入れる
※続けて入力する場合は、

「続けて追加する」を選択

必ず、上記 3 種類の
全てのドメインを設定してく

ださい

「迷惑メール対策」を選択 「許可するメールの登録」の
「登録する」を選択

入力後、
画面下の「次へ」を選択

「登録する」を選択 設定完了
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2. 関連ホームページ情報

お困りのときは、まず、URL 内の最初のステップ、ヘルプ、FAQ、初期設定方法、ユーザーズガイド
（PDFマニュアル）などをご確認ください。

検索画面

https://go-wellness.epson.com/sensing/
を開き、キーワードで検索したい場合は、以下を参考に試してみてください。
1. インターネット検索画面を開く
2. 検索キーワードを入力し検索
　A)PULSENSE	potal
　B) ゴーウエルネス　エプソン
　C)Epson	sensing				
3. 検索キーワード（A,B,C）を参考
　に選択
4.「PULSENSE	View」をタップ
5.「ヘルプ」や「FAQ」などをタップ

初期設定の方法

検索画面　https://go-wellness.epson.com/sensing/　を開いてください。
各種設定について、動画が掲載されています。

ユーザーズガイ
ド（PDF マニュ
アル）
の掲載

http://www.epson.jp/　を開いてください。
「エプソン	サポート」を入力して検索
→「サポート&ダウンロード｜エプソン」をタップ
→型番検索で「PS100BL」を入力して検索
→「マニュアル一覧」をタップ
→「ユーザーズガイド」をタップ
→マニュアル一覧　の　ユーザーズガイド（PDFマニュアル）

OS対応情報と
動作確認機種
の掲載

http://www.epson.jp/　を開いてください。
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7）　運動サポートツールの活用

1. 活用コンテンツご紹介（弊社WEBサイト内）

活動量計に注目した内容に加え、体重管理のちょっとしたコツ、成功のヒントなど豊富なWEBコンテン
ツをご紹介しています。
日々の活動にぜひご活用ください。

https://shukan-kaizen.jp/topics/20111005/index.htm

2. ヘルスケアアプリ連携

弊社アプリは、iOS ヘルスケア、Google	Fit などの各ヘルスケアアプリとのデータ連携が可能です。

※2020年 10月から利用可能です。実際の操作とは異なる場合があります。
※ iOS は米国およびその他の国におけるCisco 社の商標または登録商標です。Google、Google	Fit ロゴはGoogle	LCCの商標または登録商標です。

設定方法

アプリを開く メニュー ヘルスケア
アプリ連携

ヘルスケア連携　→ON
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8）　よくある質問

■ Epson Global ID について

Epson Global ID
登録時の確認メール
が届かない

1．Epson	Global	 ID として登録した ( 入力した ) メールアドレスに間違いがある場
合があります。

　余計なスペースや文字の打ち間違いがない事を確認してください。
2．メールフィルターによって届いていない場合があります。
　P53「迷惑メールフィルターの解除方法」を参考に
　「@exc.epson.co.jp」と「@cp.epson.com」と「@wellsport-club.com」をド
メイン指定してください。

Epson Global ID
の登録途中に

「想定外のエラー」と
表示される場合

確認コードを入力する画面で「確認」ボタンを 2回押した可能性があります。
以下について確認してください。
1．アカウントが既に作成されている可能性がありますので、
　再度アプリ (PULSENSE	View) のログイン画面からログインしてみてください。
　⇒ログインができればプロフィール作成画面に遷移し、
　そのまま登録作業を続けると利用できるようになります。
2．「1．」でログインできなかった場合は再度、ログイン画面の「登録」をタップして
新規アカウントを作成してください。

　（その後は、P37の流れに沿って進んでください。）
3．「2．」で「すでにメールアドレスが存在しています」と出る場合は、何らかの不具
合が考えられます。

　生活習慣改善プログラム	サポートセンターにお問合せください。

パスワードを
忘れてしまった

パスワードを忘れた場合にはパスワードの再発行が必要です。
パスワードの再発行については、ログイン画面にある「パスワードを忘れた場合は ?」
をタップして再度、パスワードの発行をお願いします。
ログイン画面の表示の方法は以下を参考にしてください。
1．アプリ「PULSENSE	view」を立ち上げます。
2．アプリの画面左上にある「Ξ」マークをタップします。
3．「設定」をタップします。
4．「ログアウト」をタップします。
5．「ログアウト確認」が表示されるので「OK」をタップします。
6．ログイン画面になったら、下にある「パスワードを忘れた場合は ?」をタップして
パスワードの再発行を行ってください。

パスワードを変更し
たい

１．アプリ「PULSENSE	View」を立ち上げます。
２．アプリの画面左上にある「Ξ」をタップします。
３．「設定」をタップします。
４．「アカウント」をタップします。
５．「アカウントメンテナンス画面へ」をタップします。
６．「パスワード変更」をタップして、必要事項を入力しパスワードの変更をしてくだ
さい。
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■ペアリングについて

スマートフォンと
ペアリングができない
がどうすれば良いか
（再ペアリング）

P40「活動量計とアプリが繋がらない、繋がらなくなった時の解決方法」をご確認く
ださい。

解決方法①
1．アプリ (PULSENSE	View) を立ち上げ、画面左上の「Ξ」マークをタップし、「設
定」をタップします。

2．「ペアリング」をタップします。
3．画面右上の「ごみ箱」マークをタップし、左下 (PS-100	xxx の左側 ) に表示され
る「－」をタップします。

4．右下 (PS-100	xxx の右側 ) に表示される「削除」をタップします。

PS-100 の表示がなければ解除完了です。

解決方法②（iPhone の方のみ）
1．iPhone ホーム画面の「設定」のアイコンをタップします。
2．「Bluetooth」をタップします。
3．「自分のデバイス」に PS-100 が表示されている場合、PS-100 の右側にある「i」
マークをタップします。

4．「このデバイスの登録を解除」をタップし、「デバイスの登録を解除」をタップし
ます。

解決方法③
1．PS-100	をクレードル（充電器）につなぎ、充電状態にします。
2．充電状態のまま PS-100 上部（LEDランプが光る部分）を７～８回強めにタップ
し、青いランプが 2回流れるように光ることを確認します。

3．PS-100 をクレードル（充電器）から外します。

その後、一度スマートフォンを再起動していただき P39「活動量計とアプリを繋げ
る：ペアリング」の方法で再度ペアリングを行ってください。

「予期せぬエラーが発
生しました」と表示さ
れている場合は

「モバイルデータ通信」がOFFになっていると、ペアリングができない場合がござい
ますので、以下の手順にてご確認をお願いします。

〈確認手順〉
１．iPhone の「設定」を開く。
２．下にスクロールしていただき、「PULSENSE」をタップ。
３．「Bluetooth」と「モバイルデータ通信」がONになっているか確認をお願い致
します。

その後、上記「スマートフォンとペアリングができないがどうすれば良いか」の方法
を参考に一度ペアリング解除後、再度ペアリングを行ってください。

スマートフォンを変更
した場合のペアリング
方法は

1．新しいスマートフォンにアプリ「PULSENSE	View」をインストールします。
2．アプリを立ち上げます。
3．以前に登録した Epson	Global	 ID のメールアドレスとパスワードでログインを
します。

4．活動量計 (PS-100) とのペアリングを行ってください。
　P40「活動量計とアプリが繋がらない、繋がらなくなった時の解決方法」の「解決
方法」を参考に、設定してください。

※ペアリングの際には「解決方法③活動量計のペアリング解除」の確実な実施をお願
いします。（これを行わないとペアリング時にエラーが発生することがあります。）
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■アプリ（PULSENSE View について）

アプリ（PULSENSE View）
のデータが
更新されない

ペアリングが何らかの理由により解除されてしまうとアプリ「PULSENSE	View」の
データが更新されません。「リアルタイムHR」の表示が「---」となっている場合、
ペアリングが解除されてしまっていますので、以下の方法で再ペアリングを行ってく
ださい。
（「リアルタイムHR」に数字が表示されている場合には、よくある質問の「データの
同期ができない」の項目を確認してください。）

［再ペアリング方法］
前のページに書かれている「スマートフォンとペアリングができないがどうすれば良
いか」をご確認ください。

データの同期が
できない

アプリ「PULSENSE	View」を開いた時に表示されるバー（PULSENSE	View を開
いた時に一番上に表示される灰色のバー）が半分ぐらいまで来た時点でアプリを閉じ
ていないか、または Bluetooth をOFFしていないか確認してください。
データの同期をとるには必ずバーが右端に行くまで待ってください。
（場合によりますが、バーが右端に行くまでに 15分以上かかる事があります。）
詳しくは、P49「計測したデータをアップロードする」をご覧ください。

「 リ ス ト 機 器 と サ ー
バーとのデータ同期が
終了していません。」
というメッセージが
表示される

サーバーにデータが送られていない日数が 15日を経過すると表示されます。
バー（PULSENSE	View を開いた時に一番上に表示される灰色のバー）が半分ぐら
いまで来た時点でアプリを閉じていないか、または Bluetooth をOFF にしていない
か確認してください。
データの同期をとるには必ずバーが右端に行くまで待ってください。
（場合によりますが、バーが右端に行くまでに 15分以上かかる事があります。）
詳しくは、P49「計測したデータをアップロードする」をご覧ください。
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■その他

充電が
出来ない、
出来なく
なった

1．クレードル本体にある金色のピン、2本または 1本が折れて (下向きになって )いないか
確認してください。

2．クレードルを挿しているUSBポートを変更して充電が出来るか確認してください。
　	ピンが折れている、充電が出来ない場合は生活習慣改善プログラム	サポートセンターまで
お問合せください。

LED と
バイブレーショ
ンの設定方法は

1．アプリ「PULSENSE	View」を立ち上げます。
2．アプリ画面左上にある「Ξ」をタップします。
3．「設定」をタップします。
4．「機器設定」をタップします。
5．「報知設定」の「LED」をタップし、点灯方法を選択します。
6．同様に「バイブレーション」をタップするとバイブレーションのON、OFF が選択でき
ます。

詳しくは、P48「活動量計の動作設定をする」をご覧ください。

Apple ID の
パスワードを
忘れた場合

1.	ホーム画面より「Safari」をタップします。
2．「検索 /Webサイト名入力」欄に「iforgot」と入力し検索します。
3．「Apple	ID	の復旧」をタップします。
4．Apple	ID	と画像内の文字を入力し、画面右上の「次へ」をタップします。
※Apple	 ID	はメールアドレスで設定されています。ご利用中の思い当たるアドレスをご
入力ください。忘れた場合には、以下をご確認ください。

　ホーム画面で「設定」>「[ ユーザ名 ]」>「iTunes	と	App	Store」の順にタップしま
す。

　iOS	10.2	以前では、「設定」>「iTunes	Store	と	App	Store」の順にタップします。
　ここに載っていない場合は、対応方法をインターネットで検索してください。

5．「パスワードをリセット」にチェックを付け、画面右上の「次へ」をタップします。
6．パスワードをリセットするには、「メールを受け取る」方法と	Apple	 ID	登録時に設定し
た「セキュリティ質問に答える」方法の 2パターンがあります。

　〈「メールを受け取る」方法〉
①「メールを受け取る」にチェックを付け、画面右上の「次へ」をタップします。
②Apple 社よりレスキューメール (修復用メールアドレス )、または	Apple	 ID	宛にメー
ルが送信されます。

③「今すぐリセット」をタップします。
〈「セキュリティ質問に答える」方法〉
①「セキュリティ質問に答える」にチェックを付け、画面右上の「次へ」をタップします。
②生年月日を選択し、画面右上の「次へ」をタップします。
③質問に対する回答を入力し、画面右上の「次へ」をタップします。

７．新しいパスワードを入力し、画面右上の「次へ」をタップするとパスワードの変更完了
です。

活動量計の
使用環境がない

（対応スマート
フ ォ ン ／ タ ブ
レットがない）

スマートフォン /タブレットでの初期設定をせず活動量計単体で脈拍を確認できます。	
ただし、以下の注意事項を確認の上、使用してください。	
・安静時 ( 睡眠中 ) の計測をすると１週間ほどでご自身に合った脂肪燃焼ゾーンに変わっ
ていきます。（脂肪燃焼ゾーン下限値は変化しますが上限値は変化しません。）	

また、LEDの表示については以下を確認してください。	
※ P6「内臓脂肪を撃退するための方法」のチェックもご参照ください。	
・初回面談時に、「脂肪燃焼ゾーンで歩きましょう。」とお伝えした場合	
⇒身体データの設定ができないため、安全を考慮して LED1～2つを目安に歩いてくださ
い。	

・初回面談時に、「LED1つを目安に歩きましょう。」とお伝えした場合	
⇒身体にご負担がかからないように、LED1つを目安に歩いてください。	
・初回面談時に、「食事中心の取り組み、日常の活動量の計測にご使用ください。」とお伝
えした場合

	⇒日常使用するときは LED1つを目安にしてください。
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■おもな LED ランプと振動
脈拍計測中の LED表示は LED　OFFでは点滅／点灯しません。

状
態 内容 表示 LED/バイブレーション 補足

脈
拍
計
測
中

40%未満 タップしたと
きのみ
遅い点滅

振動パターンイメージ

ウォーミングアップ中
ゾーン内から下限に移動したとき（自動点
滅）はゾーン下に変化してから、30秒後に
バイブレーションが動作します。
0.5 秒の振動が 0.25 秒の間隔を空けて 5回
動作します。
その後 1.5 秒後に再度繰り返します。

40%～46% 速い点滅 脂肪燃焼ゾーン
50%～59%
60%～69%
70%～79% 有酸素運動ゾーン
80%～89% 無酸素運動ゾーン
90%～ より速い点滅 最大強度
脈拍が設定ゾーン
に入った時

速い点滅 各設定ゾーンによる
振動パターンイメージ

バイブレーションが 1回動作します。
0.5 秒の振動が 0.25 秒の間隔を空けて 5回
動作します。

脈拍が設定ゾーン
の上限を超えた時

速い点滅
各設定ゾーンによる
振動パターンイメージ

上限を超えたときと、上限を超えて滞在し
続けると 1分ごとに動作します。
0.5 秒の振動が 0.25 秒の間隔を空けて 5回
動作します。その後 1.5 秒後に再度繰り返
します。

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

クレードルから
外した直後

スクロール
動作

振動パターンイメージ

オレンジ色 LEDランプの点灯後バイブレー
ションが動作します。

1秒の振動が 0.5 秒の間隔を空けて 2回動
作します。

脈
拍
検
出

脈拍検出中 繰り返し

振動パターンイメージ

脈拍を検出ができないときは、1分後と 2
分後にバイブレーションが動作します。

0.5 秒の振動が 0.25 秒の間隔を空けて 5回
動作します。

脈拍検出成功 点滅

振動パターンイメージ

バイブレーションと同期して2回点滅します。

0.5 秒の振動が 0.25 秒の間隔を空けて 2回
動作します。

脈拍検出エラー。
装着が正しくでき
ていないか、皮膚
温度が低くて検出
できない。

点滅

振動パターンイメージ

脈拍検出ができないときは、3分後にバイブ
レーションが動作して計測中止します。
約 1秒に 5回の振動を、1秒の休みを挟み
ながら 5回繰り返します。
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計
測
エ
ラ
ー

装着が正しくでき
ていない

点滅

振動パターンイメージ

脈拍検出ができないときは、3分後にバイブ
レーションが動作して計測中止します。
約 1秒に 5回の振動を、1秒の休みを挟み
ながら 5回繰り返します。

脈拍計測中に取り
外した

点滅 そのままにしておくと 5～6分後に計測中止
します。

ペ
ア
リ
ン
グ

ペアリング成功 スクロール
動作

2回スクロールします。

ペアリング解除 スクロール
動作

充電表示状態から青 LEDランプのみ 2回ス
クロールします。

電
池
状
態

電池残量が少ない 4秒ごと点滅 計測可能な時間は約 1時間となります。
電池残量ゼロ 1秒ごと点滅 30秒間点滅した後脈拍計測を停止します。
充電中 点灯 ━
充電終了 点灯 ━
充電異常 0.25 秒ごと点

滅
頻繁に発生する場合、または充電時に LED
が点灯しない場合は、活動量計の故障が考
えられます。

飛
行
機
搭
乗

飛行機搭乗モード
設定

スクロール
動作

腕から外して、活動量計上部をタップ連打
します。

飛行機搭乗モード中 点滅 タップしたときに点滅します。
飛行機搭乗モード
解除

スクロール
動作

振動パターンイメージ

飛行機搭乗モード中に活動量計上面をタッ
プ連打します。

LED点滅後バイブレーションが 2回動作し
ます。
1秒の振動が 0.5 秒の間隔を空けて 2回動
作します。

報
知

スマートフォンへ
の電話やメールの
着信、および、ス
ケジュールの報知

スクロール
動作

振動パターンイメージ

青色 LEDが 6回スクロールし、バイブレー
ションが動作します。

0.5 秒の振動が 0.25 秒の間隔を空けて 5回
動作します。

起床アラーム スクロール
動作

振動パターンイメージ

青色 LEDが 6回スクロールし、バイブレー
ションが動作します。

約 1秒に 5回の振動を、1秒の休みを挟み
ながら 5回繰り返します。

バイブレーションは、PULSENSE	Viewの「機器設定」で「バイブレーション」が「ON」のときに動作します。
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活動量計の使用環境早見表

YES

YES

YES 不明、NO

Start

スマートフォンあるいはタブレット (iPad は除く ) をご利用ですか？

・　iPhone5 以降の機種ですか？
・　Android 機種のご購入は 2015 年 8 月以降ですか？
　  （中古品は除く）

Android のバージョンは 6.0 以上ですか？
（バージョンの確認方法 :
メニュー→設定→端末情報→Android バージョン〇.〇.〇）
※機種により確認方法が異なる場合があります。

PS-100 とアプリ PS-100 を単体で使用

不明、
NO

使用には、事前に充電が必要です。
＊安静時（睡眠中）に計測すると１週間ほどでご自身に合った脂肪燃焼ゾーンに変わっていきます。
　なるべく長いお時間（お仕事などで使用できない場合を除く）着用してください。
　（ただし、脂肪燃焼ゾーン下限値は変化しますが上限値は変化しません）
＊身体データの設定が出来ないため安全を考慮して LED１～２つを目安にご使用ください。
　LED については健診結果、受診状況などによりおすすめの目安が異なります。
　詳しくは健康相談員がお伝えします。
Android 以外の OS（Windows Phone など）及び iPad には対応していません。
Android のバージョンは 6.0 以上にて対応をしています。

（但し、全ての機種で動作確認をしていません。稀にうまく動作しない場合があります。）
対応するスマートフォン、タブレットがない場合や、専用アプリケーションのインストールが不可の場合は
単体でのご使用となります。
・iOS は、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。Android、Google Play、Google Cloud 

Print は、Google Inc. の商標です。
一覧に記載・表示されている商標、サービスマークおよびロゴマークはその他第三者の登録商標または商標です。iphone は、Apple Inc. の商標です。WindowsR は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

単体使用についての注意事項



生活習慣改善プログラム サポートセンターのご紹介
本書の内容にご不明な点などありましたら下記へお問い合わせください。

◆　プログラム終了後の活動量計・アプリケーションのお取り扱い
本件に関する各種問い合わせ、活動量計の修理対応などはサポート期間中のみのご提供となります。
プログラム終了後は、サポート対象外となっておりますので、何卒、ご了承のほどお願い申し上げます。

◆　保健指導システム (WellsPort Step) とアプリ (PULSENSE View) 使用時のお願い
保健指導システム (WellsPort	Step) とアプリ (PULSENSE	View) に使用するパスワードは、別のシステ

ムでのご使用はお控えください。

セイコーエプソン
株式会社

メールでのお問い合わせ

メールアドレス

hc_support@exc.epson.co.jp
	

受付時間 24時間

対応について

平日（9:00～17:30）に回答させていただきます。
迅速な回答が難しい場合やメールでお伝えできない内容の場合、
メール以外の手段で連絡を差し上げることもございます。
ご了承のほどお願い申し上げます。

電話でのお問い合わせ

電話番号 0120-957-778　	無料

受付時間
平日
　9:00～17:30
　但し祝日・弊社指定休日を除く

●お名前
●所属されている健康保険組合様名
●お使いの活動量計の種類（PS-100、J-50）
をご記入の上、メールでお問い合わせく
ださい。

ComName_LogoJ_hrz_f`

※本書の内容は、2021年 9月時点の情報です。


