
SWITCHING DISPLAY SCREEN

Tap ‘Touch Button’ once to switch to different display modes.

ENTERING EXERCISE MODE

Press and hold the ‘Touch Button’ for 5 seconds 
to activate exercise mode. OmniBand HR+ will 
automatically start measuring your heart rate.

When a stable heart rate is registered, a ‘GO!’ 
screen will appear and you may begin your 
exercise. OmniBand HR+ will automatically start 
recording and display the duration, dynamic heart 
rate, stride frequency and distance on screen. 

APPEARANCE

WHAT'S IN THE PACKAGE

• OmniBand HR+ Tracker
• USB Charging Cable
• User Manual

CHARGING THE DEVICE

1. Remove dongle from the wristband;
2. Place dongle in the charging dock;
3. Connect to power source;

INSTALL OmniBand HR+ APP

Search “OmniBand HR” in iTune App Store or Google Play to 
download and install the app.

TURNING ON THE DEVICE

Press and hold the ‘Touch Button’ for 5 seconds.

PAIRING OmniBand HR+ TO YOUR PHONE

1. Switch on Bluetooth in your phone’s settings;
2. Open OmniBand HR+ App > Settings > Click "find my 

wristband". When ‘Axxxx’ is found, select and establish 
connection.

3. After a Bluetooth connection is established for iOS, a dialog 
box will prompt you to pair with the iPhone. If you wish to 
receive notifications on the device, click "yes".

DATA SYNC

Data are synced automatically when you open the OmniBand 
HR+ App. The data includes time/ total steps/ steps/ resting 
heart rate/ sleep data/ history etc.

As the data size for sleep history and exercise log are larger, 
the information may take a slightly longer time to update in the 
App.

ALARM

Set up the alarm settings only when the App is connected to the 
OmniBand HR+ to ensure data is synced properly.
After selecting the alarm time, click ‘Save’ to sync alarm 
settings with the OmniBand HR.

WEARING THE DEVICE

Keep A Distance
Since blood increases further up your arm, wear your tracker 
higher on your wrist to improve the heart rate signal during 
workouts. Keep a distance of about 2 to 3 finger width above 
your wrist bone.

Secure It
Secure the tracker to prevent it from moving. The less your 
tracker moves during exercise, the more accurate the heart rate 
tracking throughout the activity. Do not wear the band too tightly 
as this can restrict blood flow.

NOTIFICATIONS

The time to turn on Calls and message notification can be 
customized.
Note: Android users may receive a system notification to allow 
permissions for App access. The App may also request for 
permission to run in the background in order to sync properly.

EXITING EXERCISE MODE

To exit from exercise mode, press and hold the ‘Touch Button’ 
(1) for 5 seconds. Check the App to view your exercise 
summary.

UNPAIRING OmniBand HR+ FROM THE PHONE 

To pair the OmniBand HR+ with another phone, you should first 
unpair it from the current phone. 

Method 1: 
Select ‘Delete Bonding’ in the App’s settings

Method 2: 
Press and hold ‘Touch Button’ for 5-8 seconds while on the 
‘Calories’ display screen

OTHER DISPLAYS

FAQ

1. How to pair with another phone.
 Before pairing with a new phone, the device has to be 

unpaired from its current phone.
2. Alarm doesn't work.
 Make sure to click "save" after setting alarm details.
3. Calls/message notifications does not work.
 Allow all permissions for the App and allow App to work in 

background.
4. Heart rate value is not accurate.
 Secure the wristband to fit well. 

REGULATORY CONFORMANCE 

Hereby, Oaxis Asia Pte Ltd  declares that the radio equipment type HB3004 
is in compliance with Directive 2014/53/EU. 

Note: Observe the national local regulations in the location where the device 
is to be used. This device may be restricted for use in some or all member 
states of the European Union (EU).

FCC

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for 
an uncontrolled environment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to 
the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference 
caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications 
could void the user’s authority to operate the equipment.

ユーザーマニュアル

Activity & Heart Rate Tracker

CAUTION

This product is not a toy. Do not allow children or pets to play 
with your Oaxis product. The product contains small 
components that can be a choking hazard.

CONSULT YOUR DOCTOR 
PRIOR TO USE IF YOU:

• have a medical or heart condition;
• are taking any photosensitive medicine;
• have epilepsy or are sensitive to flashing lights;
• have reduced circulation or bruise easily;
• have tendonitis, carpal tunnel syndrome, or other musculo-

skeletal disorders.

ACCURACY

Oaxis activity trackers are intended to be tools to provide you 
with information to encourage an active and healthy lifestyle. 
Oaxis activity trackers rely on sensors that track your movement 
and other metrics. The data and information provided by these 
devices is intended to be a close estimation of your activity and 
metrics tracked, but may not be completely accurate, including 
step, sleep, distance, heart rate and calorie data.

WATER RESISTANT

The product is water resistant. This product is not suitable for 
swimming, snorkeling, diving or other water sports.Higher 
temperatures in places like saunas, steam rooms and hot tubs 
could damage the device.
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スイッチングの表示画面

「タッチボタン」を1回タップすると、さまざまな表示モードに切り替
わります。

運動モード

エクササイズモードを有効にするには、「タッチボタ
ン」を5秒間長押しします。 OmniBand HR +が自動
的に心拍数の測定を開始します。

安定した心拍数が登録されると、「GO！」画面が表示
され、運動を開始することができます。 OmniBand 
HR +は自動的に録音を開始し、デュレーション、ダイ
ナミック心拍数、歩幅パターン、および画面上の距離
を表示します。

外観

パッケージの中身

・オムニバンド HR トラッカー
・USB 充電ケーブル
・ユーザーマニュアル

デバイスの充電

1. リストバンドからドングルを取り外す
2. 充電ドックにドングルを置く
3 .電源に接続する

オムニバンド HRアプリの設置

iTune App StoreまたはGoogle Playの「OmniBand HR」を検索し
て、アプリをダウンロードしてインストールする

デバイスのボタンを押して電源を入れる

タッチボタンで5秒間長押しする

携帯とオムニバンド HRのペアリング

1. 携帯電話の設定でBluetoothをオンにする
2. OmniBand HR + App> Settingsを開き、 "find my wristband"を
クリックする　'Axxxx'を探し、接続を選択して確立する
3.IOS用のBluetooth接続が確立されると、iPhoneとペア設定する
ようにダイアログボックスが表示されますデバイス上で通知を受
け取る場合は、[はい]をクリックしてください
　

データの同期

OmniBand HR + Appを開くと、データは自動的に同期されます　 
データは、時間/総ステップ/ステップ/休息心拍数/睡眠データ/履
歴などが含まれます

睡眠履歴と運動ログのデータサイズが大きい場合、情報の更新に
時間がかかることがあります。

アラーム

データが正しく同期されるために、アプリケーションがOmniBand 
HR +に接続されている場合にのみアラームを設定してください。
アラーム時間を選択したら、[保存]をクリックしてアラーム設定を
OmniBand HRと同期させます

デバイスを着用する

距離を保つ
上腕部に血液が増加するので、運動中の心拍数の信号を改善する
ために、あなたの手首上部にトラッカーを着用してください。 手首
の骨から指幅約2～3本の位置を保ってください

固定してください
トラッカーが動かないようにトラッカーを固定してください。 運動
中トラッカーの位置ずれが少ないほど、アクティビティ全体を通し
て心拍数のトラッキングがより正確になります。 バンドの締め付け
すぎは血流を制限する可能性があります。

通知

通話オンとメッセージ通知の時間をカスタマイズできます。
注：Androidユーザーは、Appへのアクセス権を許可するためのシステム
通知を受け取ることがあります。 また、適切に同期するために、バックグ
ラウンドで実行する権限をアプリに要求することもできます。

運動モードを終了する

運動モードを終了するには、「Touch Button」（1）を5秒間長押しし
ます。 あなたの運動の要約を見るにはAppをチェックしてください。

携帯からオムニバンド  HR を解除するには

OmniBand HR + を他の電話機とペアにするには、まず、現在の電
話機とのペアリングを解除する必要があります。

方法 1 ：
アプリの設定で[ボンディングの削除]を選択します

方法 2 ：
「カロリー」表示画面で「タッチボタン」を5～8秒間長押しします
ペア設定が正常に終了すると、デバイス名が「時間」表示画面に表
示されます

その他の表示

よくある質問

1.  別の電話とペアリングする方法。
新しい電話機とペアリングする前に、現在の電話機とのペア設定
を解除する必要があります。

2. アラームが動作しません。
アラームの詳細を設定した後、必ず「保存」をクリックしてください。

3. コール / メッセージ通知が機能しません。
アプリケーションのすべてのアクセス許可を許可し、バックグラウ
ンドで動作するアプリケーションを許可します。

4. 心拍数の値が正確ではありません。
リストバンドをしっかりと固定してください

規制適合

Oaxis Asia Pte Ltdは、無線機器タイプHB3004が指令2014/53 / 
EUに準拠していることを宣言します。

注記：デバイスを使用する場所の各国の規制を遵守してください。 
このデバイスは、欧州連合（EU）の一部またはすべての加盟国での
使用が制限されている可能性があります。

ユーザーマニュアル

Activity & Heart Rate Tracker

注意

この製品はおもちゃではありません。 子供やペットをオアキシス商
品で遊ばせないでだくさい。この製品には窒息の危険性がある小
さな部品が含まれています

使用する前に医師と相談してください :

• 心臓病や心臓に持病をかかえている
• 感光性の薬を服用している
• てんかんを有するか、または点滅する光に敏感である
• 血行不良またはあざができやすい
• 腱炎、手根管症候群、または他の筋骨格障害を有する

精度

オアキシスのアクティビティトラッカーは、アクティブで健康的なラ
イフスタイルを奨励するための情報を提供するツールです。 オア
キシスのアクティビティトラッカーは、あなたの動きや他の測定基
準を追跡するセンサーを頼りに情報を取得します。 これらのデバ
イスによって提供されるデータと情報は、あなたの活動と測定され
たメトリクスを詳しく見積もることを目的としていますが、歩数、睡
眠、距離、心拍数、カロリーデータなど完全に正確ではない場合が
あります。

防水

本製品は耐水性です。 この製品は、水泳、シュノーケリング、ダイビ
ングなどのウォータースポーツには適していません。サウナ、スチ
ームルーム、ホットタブなど温度が高くなると、デバイスが損傷す
る可能性があります。

前 後ろ






1. タッチボタン
2. 充電コンタクトポイント
3. 心拍数センサー
4. 充電ドック

 

時間 歩数 心拍数

消費カロリー 距離 運動

目標達成 アラーム 坐ったリマインダー
が表示されます


