
●電池をショートさせない。 ●分解しない。
●電池に傷をつけない。●電池を充電しない。 
●電池を加熱しない。●火の中に入れない。

は、禁止（してはいけないこと）を示しています。
は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

図記号の説明

●失明や炎症などの障害が発生する危険性
があります。目や皮膚についたら、すぐに
水道水でよく洗い流して医師の治療を受け
てください。衣服に付着した場合は、すぐ
に水道水で洗い流してください。
●漏れた液に直接触れないでください。
電池を外して、漏れた液を布や紙でよくふ
き取ってください。修理が必要なときは、
お買い上げの販売店にご相談ください。

傷害を負う可能性または物的損害が
発生する可能性が想定される内容

禁止

分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。

電池からの液漏れを防ぐために次のこ
とを守る

浴室やサウナ、岩盤浴、温室など、高温・
高湿になる所では使わない
さびの発生や故障の原因になります。

分解禁止

強い振動や落下など衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

ぬれた手で触らない
さびの発生や故障の原因になります。

禁止

●直射日光が当たる所。
●暖房器具等の熱風や火気に近い所。
●温度が＋４0℃以上の所。
●温度が－１０℃以下の所。
●ほこりが多く発生する所。
●プール、温泉場などガスの発生する所。
●調理場など多くの油を使用する所。
●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接
ふれさせておくと、色移りや付着、変質をす
ることがあります。

下記のような場所では使わない
部材の変形、変質、劣化、故障の原
因になります。

●使い切った電池は速やかに取り出してくだ
さい。
●長期間使用しない場合は、電池を取り出し
てください。

タグツール・歩数計タグツール・歩数計
タグツール・歩数計タグツール・歩数計

取扱説明書番号      9ZYA08AZ  （Y1402）

使用環境温湿度

液晶表示可読温度
電 源
電 池 寿 命

表 示 方 法
検 出 方 法
表 示 内 容
歩 数 精 度
外 形 寸 法
質 量
材 質
防 水 機 能

：－１０～＋４0℃、85％RH以下　
　※結露しないこと
：0～＋40℃
：CR2032（3V） １個
：約１０ヵ月  
　使用条件  １日あたり８時間歩数をカウント
　（液晶表示が１6時間/日消灯）
：LCD表示
：３軸加速度センサー
：歩数　０～９９９９９歩
：±５％　（振動試験機による）
：４５（幅） ３０（高さ） １３（厚み）ｍｍ
：１６ｇ　（電池を含む）
：ケースABS/透明カバーPMMA
：なし

○製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

注意　サッカーやランニングなど動きが
速く、激しい動きを伴う場合、正しく測定ができ
ません。またケガを防ぐために、歩数計を取り外
してください。

リセット

＊図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

実際に歩いてみましょう

お手入れについて

電池、製品の廃棄について

■ 歩いているのに歩数表示が変わらない。
手に持って歩数を見ながら歩くと、手が振動を吸
収してしまいカウントできないことがあります。
■ ほかの歩数計と一致しない。
歩数計の機種やメーカーにより、しくみや感度
が異なっています。この歩数計は、実際の歩数
に対して±５％程度の違いが発生することが
あります。また、取り付ける場所や取り付け方
によっても差異が生じることがあります。
■ 電池が無くなるのが早い。
常時携帯していると振動により、表示状態
になり電池の消耗を早めます。
■ “Ｅｒｒ”と表示された。
電池を取り出して、入れ直してください。
■ 表示が欠けている
静電気の影響で誤作動した可能性がありま
す。電池を取り出して、入れ直してくださ
い。また、電池の残量が少なくなると表示
が薄くなったり、欠けたりします。電池を新
しいものに交換してください。
■ 表示が薄いまたは濃い
液晶表示は、０℃未満では薄くなったり、消
えたりします。４０℃を超えると濃くなった
り、むらになったりします。０～４０℃の温
度になれば正常に表示します。

❸❶

❷

水に濡れたりすると故障の原因になります。
注意 防塵、防水仕様ではありません。

❶電池ぶたを左に回して取る。
❷電池の＋表示を上にして入れる。
❸電池ぶたを右に回して締める。
※電池が取り出しにくいときには、すき
まに楊枝など細い棒を差し込んで、
電池を持ち上げてください。
※金属製のピンセットを使用しないでく
ださい。電池がショートすることがあ
ります。

ボタン形リチウム電池　CR2032  1 個使用

コインなどで回す 締めた状態

緩めた状態

+を上にして斜めに挿し込む

歩数計について
■ 最大99999歩まで測定
●99999歩に達すると点滅し、測定を停
止します。歩数をゼロに戻してください。
■ 歩数の表示、非表示
●電池の消耗を抑えるため、約70秒振
動を感知しないと表示が消えます。
●リセットを押すか、振動を感知すると表
示を再開します。
■ 歩数をゼロに戻すには
●リセットを3秒以上押し続けると、歩数
がゼロになります。
●電池を取り出すか、電池切れになると
歩数はゼロになります。
■ 歩数のカウント
●誤ったカウントを防ぐため、歩き始めの
10歩程度は歩数表示が変わりませ
ん。連続して歩行すると変わります。

■ 歩数をより正しくカウントさせるには
●歩数計がぶらぶらした状態では誤差が
大きくなります。歩行の動きをより正し
く捉えるため、腰部のベルトにしっかり
取り付けることをお勧めします。

●背筋を伸ばし、足をまっすぐに伸ばして、
踵から着地して、一定のリズムで歩く。
次のような場合正しく測定できません。
●雑踏の中など不規則な歩行。
●すり足で歩く、非常にゆっくり歩く。
●階段や急斜面の歩行。
●かばんの中など歩数計が固定されない所。
●電車、車、自転車などに乗車しているとき
に、振動により誤ったカウントをすること
があります。
■ 使い終わったら取り外す
●誤って衣類と一緒に洗濯しないようにし
てください。

故障かな？

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗
剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけ
てふき取り、その後、からぶきしてください。
●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シン
ナー、アルコール、スプレー式クリーナー類
は、使用しないでください。

●お住まい地区自治体の指定に従ってください。
●電池と本体を分別して廃棄してください。

STEPは「歩」の
意味です。

目印
電池ぶた

電源スイッチ
はありません。

●付属の電池は、工場を出荷するときに入れ
ていますので、製品仕様より短い期間で電
池切れになることがあります。

電池の寿命について

警告 小さなお子様の手の届く所に置かない
製品や電池、電池ぶたなどを口に含んだり誤
飲するおそれがあります。万一、飲み込んだと
きは、すぐに医者の治療を受けてください。

電池セット
直後

約４秒後、
表示が消えて
０を表示

表示部

製品仕様

シリコーンケースに入れて持ち運べる、旅に
便利な単機能の道具です。
＊タグツール・シリコーンケース（別売）に入
れてご使用ください。
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❸❶

❷

❶

❷

❸

Usable temperature and humidity range: 
-10°C ~ +40°C (+14°F ~ +104°F), 
85% RH or less

 * No condensation
LCD operating temperature range:

0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
Power source: CR2032 (3V)  1
Battery life: Approx. 10 months

Usage conditions   8 hours of step 
counting per day (LCD is off for 16 hours/day)

Display: LCD (Liquid crystal)
Detection method: Triaxial accelerometer sensor
Display contents: Number of steps   0 ~ 99999 steps
Accuracy: ±5% (From vibration test equipment)
Size: 4.5cm wide x 3cm high x 1.3cm thick 

(1.8in wide x 1.2in high x 0.5in thick)
Product weight: 16g/0.03lb (including battery)
Materials: Case  ABS / Transparent cover PMMA
Waterproof function: None
○ Product specifications are subject to change without 

prior notice for the sake of making improvements.

TAG TOOL•PEDOMETER

User’s Manual

User’s Manual number      9ZYA08AZ   (Y1402)

* Image is for the purposes of operating instructions, 
and may vary from actual product.

1. Part names and functions

Regarding the pedometer

Troubleshooting

Using the pedometer

Concerning maintenance

Specifications

2. Setting the battery
  (exchanging the battery)

WARNING Keep product out of the reach of small children.

CAUTION Product is not waterproof or dust-proof.

There is no
power switch.

Reset

STEP shows the
number of steps
taken.

Screw/unscrew with a coin

Insert the battery diagonally with the plus(+) sign 
facing up before pushing it in place.
1 Type CR2032 button cell Lithium battery will be used.

When tightened

When loosened

Loosen Tighten

Dots

Battery
cover

Immediately
after setting
the battery

Approx. 4 seconds
later, display will 
clear and then 
display 0.

Display

It may cause accidental swallowing of the product, battery 
or the battery cover. If accidental swallowing occurs, 
please seek treatment from a doctor immediately.

Getting the product wet may cause malfunction.

•  If the exterior of the body becomes dirty, 
remove the dirt by wiping with a cloth slightly 
dampened with water-diluted neutral detergent, 
and clean with a dry cloth afterwards.

•  Never use benzene, paint thinners, alcohol 
or spray cleaners or other solvents to 
remove the dirt on the case.

Remove the battery cover by turning it 
in an anticlockwise direction.
Insert the battery with the plus(+) sign 
 facing up.
Tighten the battery cover by turning it in 
a clockwise direction.

*  If you have difficulty removing the 
battery, please insert a thin insulating 
rod such as a toothpick to lift the battery 
from the compartment.

*  Please do not use metallic pins. The 
battery may short circuit.

■Measures up to 99999 steps
•  Display will start blinking and stops 

measuring when 99999 steps have 
been reached. Please reset the 
counter to 0.
■Display/non-display of steps
•  In order to reduce battery consump-

tion, the display will turn off if it does 
not detect any vibrations for approx. 
70 seconds.

•  Display will restart if the reset button 
is pressed or if it detects vibrations.
■How to reset the counter to 0
•  Press and hold the reset button for 3 

seconds or more to reset the counter to 0.
•  Counter will reset to 0 if the battery is 

removed or depleted.
■Step count
•  In order to prevent accidental counting, 

the counter display will not change for 
approx. the first 10 steps. Display will 
change with continuous steps.

■Display does not change while walking.
When the pedometer is held in the hand 
while walking, steps may not be measured 
as the vibrations are absorbed by the hand.
■Counter does not match with other pedometers.
The structure and sensitivity of pedometers 
vary depending on models and makers. The 
counter of this pedometer may have a 
difference of approx. ±5% compared to the 
actual number of steps taken. Also, erroneous 
counting may occur depending on the location 
and way the pedometer is attached.
■Battery depletes quickly.
Constantly carrying the pedometer around 
will cause the display to remain on due to the 
vibrations and speed up battery consumption.
■Display shows “Err”.
Please remove and insert the battery again.
■Portions of display missing
The display may have malfunctioned due to 
static electricity. Please remove and insert the 
battery again. Low battery levels may also cause 
the display to become dim or have missing 
portions. Please replace with brand new battery.
■Display is dim/too dark.
Liquid crystal displays may dim or disappear at 
temperatures below 0°C (+32°F). At tempera-
tures above +40°C (+104°F), the display may 
become darker or distorted. Display will function 
normally between the temperature range of 0°C ~ 
+40°C (+32°F ~ +104°F).

■In order to count steps accurately
•  Inaccuracies will be greater if the 

pedometer is not secured and moves 
irregularly. In order to ensure accurate 
reading of steps, we recommend that 
you fasten the pedometer securely to 
your waist belt.

•  Stretch your back, reach straight 
forward with your feet, land on your 
heels, and maintain a consistent pace.
■Steps cannot be counted correctly 

in the following cases.
•  When walking at an inconsistent pace 

such as in crowded places.
•  When shuffling or walking extremely slowly.
•  When walking on stairs or a steep slope.
•  When the pedometer is not secured, 

such as being placed inside a bag.
•  Vibrations on the train, car, or bicycle 

may cause erroneous counting.
■Remove after use.
• Please do not accidentally wash the 

pedometer together with clothes.

CAUTION Steps cannot be measured 
accurately during activities with quick and 
aggressive movements, such as football or 
running. Also, in order to prevent injury, please 
remove the pedometer during exercise.

Accessories
Type CR2032 button cell Lithium batteries               1
User’s Manual (this sheet)  1 page

WARNING

CAUTION 

This may cause injury or malfunction.

Regarding battery life

Disposal of batteries and product

Compulsory

Prohibited

•  Please remove the batteries from the product 
when it has run out.

•  Please remove the batteries when the product 
is not being used for a long period of time.

•  Locations exposed to direct sunlight.
•  In the proximity of fire or heat from heating 

appliances.
•  Locations with temperatures above +40°C 

(+104°F).
•  Locations with temperatures below 0°C(+32°F).
•  Locations where there is a lot of dust.
•  Locations with a lot of gas such as swimming 

pools or hot springs.
•  Locations where a large quantity of oil is used 

such as toasters, microwave ovens, electronic 
cookers, or ventilation hoods.

•  Direct contact with rubber or polyvinyl chlorides 
for long periods may cause the product to stain, 
stick or deteriorate.

•  It poses the risk of injuries such as loss of 
eyesight or inflammation. If the liquid comes 
into contact with eyes or skin, wash 
immediately with tap water and seek treatment 
from a doctor. If the liquidis attached to 
clothing, please wash it off immediately with tap 
water.

•  Do not touch the liquid directly. Remove the 
batteries and wipe the liquid off thoroughly with 
cloth or paper.

• Do not short-circuit the batteries. 
• Do not disassemble.
• Do not damage the batteries. 
• Do not re-charge the batteries.
• Do not heat the batteries. 
• Do not expose to fire.

This may cause the product to deform, 
deteriorate, or malfunction.

This may cause rust or malfunction.

This may cause rust or malfunction.

This may cause damage or malfunction.

Do not touch with wet hands.

Do not drop or subject the product to 
strong impact.

CAUTION indicates a hazard with a low 
level of risk which, if not avoided, could 
result in minor or moderate injury.

WARNING indicates a hazard with a  
medium level of risk which, if not avoided, 
could result in death or serious injury.

This symbol indicates prohibited conduct.

This symbol indicates compulsory items.

Prior to use, please thoroughly read and 
follow these safety instructions.

Safety advice

•  As the batteries are inserted at the time 
of shipment from the factory, there are 
cases when the battery life is short.

•  Please dispose of the batteries and the 
body separately according to the local 
rules.

In order to prevent leakage of battery 
liquid, please obey the following.

Do not use in locations with high 
temperature and humidity, such as in 
a bathroom, sauna, bedrock bath or 
greenhouse.

Do not perform repairs, disassembly 
or modifications.

Do not use the product in the places 
listed below.

Do not touch the liquid leaking from the 
batteries.

In order to prevent leakage of liquid, 
over-heating or rupture of battery, please 
obey the following.

Explanation of symbols

Prohibited

Prohibited

Disassembly
prohibited

Product is a travel-friendly, single function tool which may 
be kept inside a silicon case and carried.
* Please use the product together with TAG TOOL•SILICON 

CASE (sold separately).

• Thank you for your purchase. 
•  In order to use this product properly, please first read this 

User’s Manual before use. 
 •  Please keep this User’s Manual stored in a handy location 

even after reading it, and refer to it when necessary.




