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GOLiFE Care Smart Band

Display screen

Button

ClaspClaspGOLiFE Care Smart Band USB Cord



5GOLiFE Care Wearing and charging

Charging Method

Correctly line up the band with the charger contact, 
And close the lid to begin charging.

How to Wear

Upon wearing, check the direction displayed by the 
band screen, U-shape display screen facing up.

U-shape display screen facing up



GOLiFE Care Smart Band

Setting up GOLiFE Care smart band
Launch the App and register a GOLiFE account (account users can log in directly).

Launch the App and select “Device”. Follow the steps as instructed to connect with GOLiFE Care.

Before pairing via Bluetooth, make sure Bluetooth connection on the mobile device is turned on.

(Go to “Settings” → “Bluetooth” → “Open” on the mobile device.)

Downloading and installing GoFIT App： 

Download and install the App using the two methods below

Scan the QR code                        or search for                in                        or

App Store Google PlayGOLiFE Fit ( iOS ) /
GOLiFE GoFIT ( Android )



7Install and setup the GoFIT App

Place the band near the 
mobile device, and select 

“Connect to GOLiFE Care”.

Wait for a pairing 
code to be generated.

Enter the pairing code to 
the App to complete the 

pairing.

Connect to GOLiFE Care



GOLiFE Care Smart Band

Activity Mode

Time/Date

 Short press to switch to a different data display.  

Long press to switch to the “Activity/Sleep” mode. (To correctly record data, switch to the 

corresponding mode on the band before sleeping or after waking up)

Number of steps Distance Calories Amount of electricity



9Use GOLiFE Care

Sleep Mode

Sleep

Set up an alarm and incoming call through the App.

Launch the App regularly to sync data to the cellphone.

Time/Date Amount of electricity Alarm 
clock

Incoming 
call

Daily Life

Connect/
Disconnect the 

device



GOLiFE Care 智慧手環

顯示螢幕

按 鈕

錶 扣GOLiFE Care 智慧手環 專用 USB 連接線



11GOLiFE Care 穿戴與充電

充電方式

請確實對準手環與充電器的感應處
並蓋上蓋子開始充電

穿戴方式

穿戴時請確認手環螢幕顯示方向

U 字型方向朝上

U 字型螢幕顯示朝上



下載安裝 GoFIT App：請使用下列兩種方式下載並安裝 App

掃描 QR Code                          或至                                                    搜尋 

GOLiFE Care 智慧手環

設定 GOLiFE Care 智慧手環

App Store Google Play

打開 App，註冊 GOLiFE 帳號(有帳號者可直接登入)。

打開 App 選取裝置按照步驟指示連接 GOLiFE Care。

進行藍牙配對前請確認已開啟行動裝置的藍牙連線功能。

（請至行動裝置中的設定 → 藍牙 → 開啟）

GOLiFE Fit ( iOS ) /
GOLiFE GoFIT ( Android )



13安裝設定 GoFIT App

請將手環靠近行動裝置
並選擇連接 

等待回應配對碼 輸入配對碼至 App
即配對完成

連接 GOLiFE Care



GOLiFE Care 智慧手環

活動模式

時間 / 日期

短按切換不同數據顯示。

長按切換 活動 / 睡眠 模式。（為正確記錄數據請在 睡前 / 起床 後將手環切換至相對應的模
式）

步 數 距 離 熱 量 電 量



15使用 GOLiFE Care

睡眠模式

睡 眠

透過 App 設定鬧鐘及來電。

請定期開啟 App 同步數據至手機。

時間 / 日期 電 量 鬧 鐘 來 電

日常生活

與手機
連線 / 斷線



GOLiFE Care 智慧手环

显示萤幕

按 钮

表 扣GOLiFE Care 智慧手环 专用 USB 连接线



17GOLiFE Care 穿戴与充电

充电方式

请确实对准手环与充电器的感应处
并盖上盖子开始充电

穿戴方式

穿戴时请确认手环萤幕显示方向
U 字型方向朝上

U 字型萤幕显示朝上



下载安装 GoFIT App：請使用下列两种方式下载并安装App 

扫描 QR Code                         或至                                               搜寻 

GOLiFE Care 智慧手环

设定 GOLiFE Care 智慧手环

App Store Google Play

打开 App，注册 GOLiFE 帐号 (有帐号者可直接登入)。

打开 App 选取设备按照步骤指示连接 GOLiFE Care。

进行蓝牙配对前请确认已开启移动设备的蓝牙连线功能。

（请至移动设备中的设置 → 蓝牙 → 开启）

GOLiFE Fit ( iOS ) /
GOLiFE GoFIT ( Android )



19安装设定 GoFIT App

请将手环靠近移动设备
并选择连接 GOLiFE Care

等待回应配对码 输入配对码至  App
即配对完成

连接 GOLiFE Care



智慧手环

活动模式

时间 / 日期

短按切换不同数据显示。

长按切换 活动 / 睡眠 模式。 为正确记录数据请在睡前 / 起床后将手环切换至相对应的模式）

步 数 距 离 热 量 电 量



21使用 GOLiFE Care

睡眠模式

睡 眠

透过 App 设定闹钟及来电。

请定期开启 App 同步数据至手机。

时间 / 日期 电 量 闹 钟 来 电

日常生活

与手机
连线 / 断线



GOLiFE Care スマートバンド

表示スクリーン

ボタン

クラスプGOLiFE Care スマートバンド 専用 USB 接
続ケーブル



23GOLiFE Care 着用と充電

充電方法

スマートバンドを充電器のセンサー部分に確実に合
わせます。蓋を閉じると充電が始まります。

着用方法

着用時はスマートバンドのスクリーン表示方向を確認
ください。U 字型のスクリーン表示を上に向けます。

U 字型のスクリーン表示を
上に向けます。



GoFIT App をダウンロードしてインストールください。
下記の2つの方法で App をダウンロードしてインストールください。

QR Code をスキャンするか                            、                        へ行くか、または                          で               を検索します。

GOLiFE Care スマートバンド

GOLiFE Care スマートバンドの設定

App Store Google play

App を起動して、GOLiFE アカウントを登録します 。
(すでにアカウントがある場合は直接ログインします)
App を起動してデバイスを選択し、手順の指示に従って GOLiFE Care にアクセスします。
Bluetooth ペアリング前にモバイルデバイスの接続機能が起動されていることを確認ください。
(モバイルデバイスの設定→ブルートゥース→起動)

GOLiFE Fit ( iOS ) /
GOLiFE GoFIT ( Android )
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GoFIT App をダウンロードしてインストールください。
下記の2つの方法で App をダウンロードしてインストールください。

QR Code をスキャンするか                            、                        へ行くか、または                          で               を検索します。

GoFIT App をインストールして設定を行います

スマートバンドをモバイルデバイスに近づけて
ください。を選択して接続します。

ペアリングコードの返信
を待ちます。

App にペアリングコードを入力す
るとペアリングが完了します。

GOLiFE Care にアクセスします



GOLiFE Care スマートバンド

活動モード

日付 / 時間

短く押すと、データ表示を切換えます。
長押しすると活動 / 睡眠モードを切換えます。
(データを正確に記録するために、就寝前/起床後にそれぞれの対応するモードに切換えてください。)

歩 数 距 離 消費カロリー バッテリー残量



27GOLiFE Care を使用する

睡眠モード

睡 眠

App で目覚ましと着信が設定できます。
App を定期的に起動して、携帯電話とデータを同期ください。

日付 / 時間 目覚まし
時計

着 信

日常生活

バッテリー残量 装置を
接続 / 切断



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.

CAUTION: Change or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
the user's authority to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Notices



CAUTION:
Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's 
authority to operate the equipment.

RF exposure warning:
The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment 
must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可公司商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及
功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得
繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

警語



安全上のご注意：
※ご使用の前に、安全上にご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
※本製品の故障または使用によって生じたあらゆる障害は直接的、間接的に問わず、弊社は一切の責任を負いかねます。予め
で了承ください。

●本製品の本体を開けないでください。製品や電池に含まれる物質を不適切な方法で処理または廃棄した場合、環境や人体に有
害な結果を生じる可能性があります。
●本製品を改造しないでください。
●本製品を分解しないでください。修理可能な部品は組み込まれていません。
●本製品は子どもやペットの届かないところに置いてください。誤って飲み込み、窒息するおそれがあります。
●本製品のクリーニングに研磨材を使わないでください。
●本製品を食洗機、洗濯機、乾燥機に入れないでください。
●本製品を超高温または超低温にさらさないでください。
●本製品をサウナやミストルームで使わないでください。
●本製品を直射日光に長時間さらさないでください。
●本製品を火気のそばに置かないでください。
●本製品を燃えるゴミに出さないでください。電池が爆発するおそれがあります。

内蔵電池に関するご注意
●本製品の電池を交換しないでください。Fitbit Force に組み込まれている電池は交換できません。
●本製品は認定されているコンピューター、電源ハブ、または電源で充電してください。
●本製品のマニュアルに記載されている指示に従って電池を充電してください。
●本製品電池の充電には、製品に同梱されている充電ケーブルのみをお使いください。

※本製品の無償保証期間はご購入日から起算し、最初のご購入者に対して一年となります。万が一故障した場合は販売店か当社
サポート窓口に本保証書を添えてお申し出ください。



※本製品保証書は日本国內においてのみ有効です。
※販売店および購入日の記載をご確認ください。
※本製品保証書は再発行致しません。紛失しないように大切に保管してください。
※保証の対象となるのは製品本体のみです。パッケージ、ケーブル等の付属品や消耗品類は保証致しません。

※次の場合には保証期間でも有料修理となります。
(1) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造、調整、誤接続や弊社が指定する製品以外の機器との併用し故障又は破損した場合。
(2) お買い上げ後の移動や落下等に不当な扱いによる故障および損傷。
(3) 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解等による故障および損傷。
(4) 火災、地震、水害、その他天災地変、公害、塩害、異常電圧や指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
(5) 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害藥品のある場所での保管等）手入れの不備（本体內部に砂、ほこり、液体かぶ
り等）による故障および損傷。
(6) 落下、衝擊、加圧、浸水などによる故障および損傷。
(7) 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
(8) 本保証書のご提示がない場合または未計入、改ざん等が認められた場合。
(9) 本保証書に購入日や販売店名の記載がない場合、或いは記載事項を書き替えられた場合。
(10) 付属品や消耗品類の消耗による交換。
(11) 消耗部品が自然磨耗又は自然劣化した場合のパーツ関係。(ゴム類、電池、ベルト等)
(12) 規定温度範囲外でのご使用や車内などに放置し異常高温時での保管など。
また、記憶されているデータの保証はできません。データ関係はお客様ご自身でバックアプを取るなどお客様が管理していただ
きますようお願いいたします。

(修理) 
修理に関しては、通常修理ができるものは部品交換にてご対応させていただきます。
修理不能な場合、製品をご交換させていただく場合もございます。
その場合記憶されているデータは保証できません。ご了承下さい。
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