
「登録」をタップして
新しいアカウントを登
録してください。

HealthKeeper ユーザーガイド
HealthKeeper アプリの入手1

Android iOS

App Store / Google Play HealthKeeper 右のQRコードを使用して
アプリケーションを入手して、インストールしてください。

で「 」を検索するか、

登録 と ログイン2

アプリケーションを起動すると、以下の画面が表示されます。画面に従って登録してください。

amor HP+ と接続する3

お生まれ年を選択してくだ
さい。

性別を選択してください。

体重を入力してください。 身長を入力してください。

アカウントが登録され
ました。このアカウン
トでログインできます。

デバイスリストから 
HP+"をタップしてください。

"amor 「許可」をタップして
ください。

「許可」をタップして
ください。

amor HP+ のタッチボタ
ンを タップしてください。

アプリは、 amor HP+
を検索します。

   

amor HP+ のタッチボタ
ンをタップして接続して
ください。

接続に失敗した時は、「再試行」
ボタンをタップしてください。

アプリは と接続されまし
た。「完了」をタップしてください。

amor HP+ 

Emailアドレスとパス
ワードを入力してくだ
さい。

お名前を入力してください。



リマインダーおよびヒント4

はじめてHealthKeeperを使用される時、amor HP+がどのように身体管理に役立つかについての説明が表示されます。

設定5

「デバイス」をタップすると、デバイスの各設定ページが表示されます。 の右側にあるスイッチをタップすると、各項目の設定（オン/オフ）を切り替えることができ
ます。

各項目

アカウント情報6

「アカウント」をタップするとアカウント情報が表示されます。ここで、パーソナルデータ、目標、設定を変更することができます。

ご自身のパーソナルデータ
がここに表示されます。各
項目をタップして設定を変
更することができます。

「目標」メニューには、活動、睡眠、身体情報などの様々な
目標値が表示されます。各項目をタップして設定目標を変更
することもできます。

カロリーの項目をタップし
て、毎日の消費カロリーの
目標を設定してください。

アカウントが未認証の場合は、
「未認証」をタップして確認
メールを受信してください。
確認メールは迷惑メールと誤
判断される場合がありますの
で、届かない場合は、メール
のごみ箱フォルダを確認して
ください。

「デバイスの表示」メニュー
では、 amor HP+ に表示され
る項目が設定できます。各項
目の右側にある眼のアイコン
をタップすると、開/閉に切
り替わります。眼が開いてい
る項目は amor HP+ に表示さ
れ、閉じていると表示されま
せん。



「歩数」をタップして、
毎日の歩数の目標を設
定してください。

「距離」をタップして、
毎日の移動距離の目標
を設定してください。

「活動時間」をタップし
て、毎日の活動時間の目
標を設定してください。

「睡眠」をタップして、
毎日の睡眠時間の目標
を設定してください。

「体重」をタップして、
体重目標を設定してく
ださい。

「血圧」をタップして、
血圧を設定してくださ
い。

「血糖値（食前）」を
タップして、食前の血糖
値を設定してください。

「血糖値（食後）」を
タップして、食後の血糖
値を設定してください。

「血糖値（就寝前）」を
タップして、就寝前の血
糖値を設定してください。

サブメニューの「設定」では、各種設定をすることができ
ます。

「身長/体重」をタップし
て、身長と体重の単位を
設定します。

「速度」をタップして、
速度の形式を設定します。

「体温」をタップして、
体温の単位を設定します。

「血糖値」をタップし
て、単位を設定します。

「週の一日目」をタッ
プして、週の始まる曜
日を設定します。

「国」をタップしてお
住いの国名を選択しま
す。

「通知音」をタップし
て、通知音を設定しま
す。

「このアプリについて」を
タップすると、アプリの
バージョン情報と免責事項
が表示されます。



管理項目一覧7

「管理項目一覧」をタップすると、 のメイン画面が表示されます。各項目情報がタイルレイアウトで表示されます。各タイルをタップすると個別の項目の詳
細を確認することができます。

HealthKeeper 

お好みに応じて、タイルを並べ替
えることができます。
タイルに1～2秒タッチしていると、
タイルの移動が可能になります。
そのまま別の位置へ移動して指を
離すと、タイルがその位置へ置か
れます。

タイルレイアウトが変更できます。

ストレスレベル8

この画面では、1週間の
各曜日のストレスレベ
ルを確認することがで
きます。

その日の
の変化を確認するには、
日付をタップします。

ストレスレベル

活力レベル9

この画面では、1週間の
各曜日の活力レベルを確
認することができます。

その日の活力レベルの変
化を確認するには、日付
をタップします。

「ストレスレベル」のタイルを
タップすると、上記の画面が表示
されます。ストレスレベルの測定
を開始するには、amor HP+ 本体
のタッチボタンを2～3秒タッチす
るか、この画面の右上のアイコン
をタップします。

「活力レベル」のタイルを
タップすると、上記の画面が
表示されます。活力レベルの
測定を開始するには、amor 
H2 本体のタッチボタンを2～
3秒タッチするか、この画面の
右上のアイコンをタップしま
す。



「歩数」タイルをタッ
プすると、1週間の各曜
日の歩数を確認するこ
とができます。

「カロリー」タイルを
タップすると、1週間の
各曜日の消費カロリー
を確認することができ
ます。

「距離」タイルをタッ
プすると、1週間の各曜
日の移動距離を確認す
ることができます。

歩数10 カロリー11 距離12 活動時間13

「活動時間」タイルをタッ
プすると、1週間の各曜日
の活動時間を確認すること
ができます。

心拍数14

「心拍数」タイルをタッ
プすると、1週間の各曜
日の心拍数を確認するこ
とができます。

その日の心拍数の変化を
確認するには、日付を
タップします。

睡眠15

「睡眠」タイルをタップ
すると、1週間の各曜日
の睡眠パターンを確認す
ることができます。

ログ（各記録）をタップ
すると、睡眠パターンに
ついての概要が表示され
ます。



サイレントアラーム設定16

「デバイス」をタップ
します。

「サイレントアラー
ム」をタップします。

新しいアラームを追加
するには、右上の⊕を
タップします。

アラームの時刻を設定
し、「完了」をタップ
します。

アラームをリピート設定
する場合は、時刻の設定
の後に、曜日を指定して
「完了」をタップします。

管理項目17

「管理項目」タイルをタップして、一覧に
表示される項目を選択します。

各項目横にある「眼」のアイコンをタップ
して開閉を切り替えます。眼が開いている
場合、その項目は一覧画面に表示され、閉
じていると一覧画面には表示されません。
選択を確定するには、画面右上の「チェッ
ク」マークをタップしてください。

デバイス情報18

「デバイス」をタップ
します。

「デバイス情報」を
タップします。

デバイス情報が表示さ
れます。



ファームウェアの更新19

新しいファームウェアが利用
できる場合、「デバイス情
報」ページのファームウェア
の項目横に「アップデート」
ボタンが表示されます。ボタ
ンをタップするとファーム
ウェアのアップデートが開始
されます。

amor HP+ 
ことを確認して、「次
へ」をタップします。

が近くにある アプリが、
の検索を開始します。

amor HP+ amor HP+ 
始します。

の更新を開 更新が終了したら「完
了を」タップします。

製品情報20

amor HP+  H 、 をご参考ください。および ealthKeeperの詳細 については http://health.leadtek.com/Hpplus/  

ご注意：このマニュアルのHealthKeeperアプリのスクリーンショットおよび説明は参照用になります。 実際のスクリーンショットは、ダウンロードするバージョンによっ
て異なる場合があります。


