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Measurement - Measure activity

日本語

Supplement

Measure your body composition in a correct posture.

User Guide
•Safety has two categories that ‘Warning’ and ‘Caution’. If there are any
notes, please refer to ‘Note’. They have below meanings.
  Warning : In this case that violate the instructions for use this device, it might present a
risk of serious harm or death.
  Caution : In this case that violate the instructions for use this device, it is a possibility
of slight injury or damage to the product.

Safety
Requirements for the Safety
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Configuration
Configuring your product
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Features
Features of ONESMARTDIET
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  Note : Indicates that you provide good content or tips to use the product.

Application
App Installation
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•Product descriptions are subject to change without notice.
•Images and contents in the manual may differ from your device.

Measurement

•If you are curious about the details, refer to the application or homepage.

Measure body composition
Measure activity

•The term is divided into two colors: device and application.
It means device term.
It means application term.
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When you open the ONE SMARTDIET box, the product is configured below.

Warning
•If you use the biometric devices like cardiac regulators, medical ECG,
mechanical heart or heart-lung machine, the device could impact your
body. In this case, do not use the device.
•Do not check the body composition by ONE SMARTDIET while you are
pregnant or have a period.
•The electric current (under 150uA of 50kHz) is used in such a small
amount that normal person cannot feel it. If you feel it, do not use.
•Use the device by the user for their specific application. Do not use the
other way.
•Do not disassemble or modify the device.
•This product is not a medical device and is not intended to diagnose,
treat, cure or prevet any disease.

ONE SMARTDIET device
QSG

Front LED lamp

Four electrode sensor

Check the LED lamp. During
operation in blue, it is displayed
in red while charging.

Muscle mass, body fat mass,
body fat percentage and the basal
metabolic rate are measured by
the four electrode sensors.

USB cable

Customer Support
Compensation criteria for consumers’ damages
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or

. You can also download the app by QR code on the box.

Run ONE SMARTDIET application.

•You don’t talk or move during measurement.
•If your body water is changed, the result may not correct.

For more information about installing the application, see page 4 App installation.
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Requirements

Go to Fun  Body type Determinant and check your body type.

Ⓡ

E-mail : info@onesoftdigm.com
Phone : +82-54-279-4467

at the first time open it. Privacy Agreement may change without notice.

Acceleration sensor

Quick power button

ONESMARTDIET supports Bluetooth 4.0(BLE). It means you don’t need to input the PIN

Activity is measured through the
acceleration sensor.

Give lightly press the button
while the LED lamp is lit. It
will be activated.

CODE on your smartphone. However, the pop-up window (PIN CODE) may be shown when
you turn on the Bluetooth feature on your smartphone after press the power button of the
ONESMARTDIET. In this case, don’t input the PIN CODE and select the ‘Cancel’ button.
And then run the ONESMARTDIET application.
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You can also check your history at the bottom of today’s activity.
See the following for accurate measurement.
1. Stand for 5 minutes to check your body composition by ONE SMARTDIET.

You must agree to the Privacy Agreement and Data collection list to use this application
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If the procedure fails during use the ONE SMARTDIET, please let us know
for assistance.

Compensation criteria for consumers’ damages

Pear(Slender upper body) in Body type section.

We recommend updating the latest version of the ONE SMARTDIET application to ensure
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Customer Support

Go to Record  Activity and check today’s activity data.

In the case of the female, you must select Apple(Slender under body) or



Syncs with Android OS 4.3 / iPhone 4S or above.

•Don't close the materials which have electrical or electromagnetic. It
makes the error.
•The device has heavy battery. Don’t eat or dismantle. Do not allow the
children to contact it. Throw away in accordance with the regulations.
•When throw away the device, accessary (pouch) or battery, you must
keep the local regulations.
•Do not apply any physical impact.

1
ONE SMARTDIET has acceleration sensor so it can measure your steps.
Go to Settings  Connect with the Activity and select methods for sync.
•Before sync activity data, measure body composition first.
•Only the first registered user can sync activity data.

Input the details that Name, Gender, Weight, Height and Year of Birth on the screen.

the smooth use of the application.
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•To see the details, refer to the ONE SMARTDIET application.
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Pouch

Caution
Supplement

1

You can search and download ONE SMARTDIET app through

Activity records can be viewed up to 90 days.

2. Check the body composition 2 hours after wake up

3
Select Measure button on the navigation at the bottom of your screen
and turn on the ONE SMARTDIET. The device will be connected to your
smartphone and LED will be turned on.
You can charge ONE SMARTDIET by micro 5 pin.
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3. Check the body composition after wake up an empty stomach.
4. If you have a meal, measuring after 2 hours. It is a way to reduce errors by food.
5. You should measure body composition before activity or bath that reduce body water.

4
Go to Fun  Activity assistant and compare your steps with famous streets.

• In this case, the warranty period shall be a year starting from the date of
obtaining, unless otherwise stipulated by the applicable law.
• We shall not be responsible for any damages arising out of the use of or
otherwise related to Cautions and Prohibited activities in this.
• Damages from natural disasters are not a free service target.
• In this case of fall or drop in water, you need to pay for the repair.
•Information, operation, specifications and product appearance may change
without notice.

取扱説明書

 eople are doing water metabolism at certain times so you should measure body
6. P
composition at certain times at room temperature.
7. Should not talk and move during measurement.
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www.onesmartdiet.com
smartdiet.onesoftdigm.com

Data relating to your activity may be unavailable, inaccurate or incomplete.
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使用する前に
使用説明書

• 注意事項は 「警告」と「注意」の二つのタイプで区分されています。
「警告」、 「注意」、 「参考」 の意味は�をご参照ください。





  警告 : �
 った取�をすると人が死亡または重症を�う可能性がある事を示し
ます。
  注意 : �った取�をすると人が傷害を�うまたは物理的損失が発生するかそ
の可能性がある事を示します。

  参考 : 製品を使用する際、知っていると便利な事や補足を記載しています。

•本取�説明書の内容は製品の品質向上等のために予告無く変更することがあり
ます。あらかじめご了承ください。
• 本取�説明書は実際に�入した製品と異なるイメージや内容が含まれることが
あります。

• より詳細な内容をお知りになりたい場合、アプリで提供しているヘルプやホーム
ページをご参照ください。
• 用語はデバイスとアプリ２つの色で区分されています。
デバイス用語を表す時に使います。
アプリ用語を表すときに使います。

注意事項

Contents
注意事項

安全の為の注意事項

構成
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構成

安全の為の注意事項

商品の特徴

商品の構成

警告

•心
 臓拍動調�器、心電図医療器、人工心臓、人工心�装置などの医療機器と共に使
用すると、本機器が悪影�を与えることがあるため、一緒に使わないでください。
• ワンスマートダイエット(ONESMARTDIET) は BIA方法を利用する為、妊娠中ま
たは生理中では測定�差が大きく生じる恐れがあります。また安全の為、妊娠
中の方はご使用をお控えください。
• 本機器は50kHz 約 150uA以下の�細電流を使用する為、測定中は電流が感じ
られません。万が一測定中に電流が感じられた場合は、直ちに使用を中止して
ください。
• 必ず、用�に合った利用方法でお使いください。他の用�での使用はお止めく
ださい。
• 機器の分解、改�を禁じます。
• 本機器は医療機器ではないので、病気の診断、治療または予防目的の製品では
ありません。

ワンスマートダイエットのパッケージは、�の同梱物で構成されています。

ワンスマートダイエット

ワンスマートダイエット(ONE SMARTDIET) の主な特徴
前面部 LED ランプ

4か所の電極センサー

起動中は青色、充電中は赤色で点
灯します。

クイックガイド

4か�の電極センサーを�じ筋肉量、
体脂肪量、体脂肪率、基礎代謝量を測定
します。

USBケーブル

測定 - 体成分の測定

アプリの設置

4
正しい姿勢でお測りください。

1

ワンスマートダイエット(ONE SMARTDIET) のアプリは

と

で ONESMARTDIET を検索してダウンロードもしくはパッケージのQR
コードを利用してダウンロードしてください。

スマートフォンにインストールしたワンスマートダイエット (ONE SMARTDIET) のアプリを実行します。
詳細なアプリの設置につきましては7ページのアプリの部分をご参照ください。

• 詳しい測定方法はワンスマートダイエット(ONE SMARTDIET)のアプリをご参照ください。
• 正確な測定のため、測定中は体を動かさず、お喋りもお止めください。
• 体の水分が変�すると測定値が正確に測れない場合があります。

2

エンタテイメント ＞「体型の判定」をクリックし測定結果に対する結果をご確認くだ
さい。

ユーザーのお名前、性別、身長、体重、生まれ年を入力します。
使用�境

性別を「女性」と入力した時は、リンゴタイプ(上�身発�)か梨タイプ(下�身発�)の



Android OS 4�3 以上� iPhone® 4S 以上� Bluetooth 4�0(BLE)

ワンスマートダイエット(ONE SMARTDIET) のアプリを円滑に使用する為、最新バー

中、いずれかの体型のタイプをお�びください。

 初にアプリを使用する場合、利用約款とデーター収集に対する同意をしなけ
最

加速センサー

クイック電源ボタン

加�センサーを�じ活動量を
測定します。

02

電源ボタンを押すと、 LED 
ランプが点灯し機器が起動し
ます。

03

ればなりません。利用約款は予告なく変更することがあります。

ワ
 ンスマートダイエット(ONESMARTDIET)は Bluetooth 4�0(BLE) 機能があり、PIN
CODEを入力する必要はありません。  





ワンスマートダイエット(ONESMARTDIET)の電源をオンにしている状態でスマートフ
ォンのBluetoothをオンにすると、 PIN CODE入力のポップがでる場合があります。 この
場合PIN CODEの入力をせず、キャンセルボタンを押してアプリを実行してください。
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正確な測定をするため、�の事項をご確�ください。

1� 測定前に５分ほど立っていてから測定しましょう。

2� 起床後、２時間ほど経�してから測定し体内水分による�差を減らしましょう。

ジョンでアップデートしてください。

•電子レンジなど強力な電磁波(electrical or electromagnetic)

を発生させる機器、または電磁波を使用する機器の周辺では使用しないでく
ださい。 測定エラーが出ることがあります。
•バッテリーに重金属が含まれているため絶対に口の中に入れず、分解しない
でください。幼児が接触しないように使わなくなったらすぐ各自治体の規定
に沿って廃棄してください。
•本機器とアクセサリー（ポーチ）、バッテリーを廃棄する時には必ず、地方条例
(local regulations)に従って処理してください。
•投げたり、外部に衝撃を与えないでください。

活動量の測定

3� トイレは済ませてから測定しましょう。

3
下端のメニューナビゲーションで測定 ボタンを押し、ワンスマートダイエット(ONE

SMARTDIET)の電源を入れてください。 電源を入れるとデバイスのLEDランプが点灯し
スマートフォンに接続します。

ワンスマートダイエット (ONESMARTDIET)は マイクロUSBケーブルで充電できます。
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4� できる限り空腹の状態で測定しましょう。お⻝事後２時間ほど経ってから測定するの
が、飲⻝物による�差を減らす方法です。

5� 体水分を減らす激しい�動や激しい業務、入浴（サウナ）前に測定しましょう。

6� 人はそれぞれの生活リズムで水分代謝しているため、同じ�境の下で毎日決まった時
間帯に測定することを推奨します。

7� 測定中は体を動かさず、お喋りもお止めください。

8� 金属のアクセサリーは体から外してから測定してください。
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English

付録
1

ワンスマートダイエット(ONE SMARTDIET)は活動量センサーが搭載され活動量の測定が可能です。
設定 > 「活動量を連動」に移動し活動量の連動方法をお選びください。

• 活動量を連動する為には、最初に１回以上体成分を測定しなければなりません。
• 最初に登録したユーザーだけが、活動量の連動ができます。
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ポーチ

注意

01

アプリ

2
照会 > 「活動量」を選んで今日の活動量を確認しましょう。

3
「今日の活動量」の下段で活動量の記録を確認しましょう。

ワンスマートダイエット(ONE SMARTDIET)の活動量の記録は最大90日まで確�できます。

4
エンタテイメント > 「どれぐらい歩いた」を選んで活動量を実際距離と比べてください。

お問い合わせ

ワンスマートダイエット(ONESMARTDIET) ご使用時に問題が発生した場合は、下
記までお問い合わせください。

 社名 � アウトフィットジャパン株式会社 
会
住� � 栃木県宇都宮市桜3�2�17太�ビル１階
電話番号 � 028�651�0335
E�mail � outfitjapan�co�ltd@gmail�com

補償基準

• 保証期間は�入後１年です。本製品が不良の場合、�入後１年以内であれ
ば無償修理または交換します。
• 本製品の使用禁止事項および使用時注意事項を守らなかったことによ
り生じた問題は報償しません。
• 台風、降雨、洪水、地震など天災事変による製品破損は無償サービスの対
象ではありません。
• 落下�び�水により製品故障が生じたときは有償で修理致します。
• 製品の外観、仕様、カラーなどは製品改良のため予告なく変更すること
があります。

www.onesmartdiet.com
smartdiet.onesoftdigm.com

本機器の活動量のデーターは、機器の状態により正確に測定できない場合があります。
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