
初回使用時 
初めてデバイスを使用する場合、Xiaoduアカウントにログインし、デバイ
スにネットワークを割り当てる必要があります。以下の手順でアクティ
ベーションを行ってください。 

1.  まず端末の電源を入れ、右側の[Xiaoduキー]を2秒間長押しして、端
末の電源を入れてください。 

2. 以下のQRコードをスキャンして、Xiaodu APPをダウンロードし、イ
ンストールし、Baiduアカウントのログインを完了します。 

特徴 
使用上の注意点 

1.  環境光：より正確なモーションポーズ検出のために、明るすぎたり暗すぎ
たりする条件を避け、通常の室内光で使用してください。 

2. フィットネス距離：より良いエクササイズを体験していただくために、
ミラーの正面から約1.5mの距離で使用することをお勧めします。 

システム機能 

シャットダウン 

右側の[Xiaoduキー]を2秒間長押しし、ポップアップ画面で「電源オフ」を選
択し、[OKキー]をクリックするとジムミラーの電源がオフになります。 

ネットワークの再分配 

右側の「Xiaoduキー」を2秒間長押しし、ポップアップ画面で「その他-再ネッ
トワーク」を選択し、画面の指示に従います。 

システムのアップグレード 

新しいバージョンが出た場合は、自動的に更新されます。また、Xiaodu APP
を開き、「設定ページ」からファームウェアをアップデートすることも可能
です。 

強制リブート 

操作不能になった場合は、右側の［Xiaoduキー］を8秒以上長押しすると、
強制的に再起動させることができます。 

アンバンドル・アカウント＆リセット・デバイス 

右側の「Xiaoduキー」を2秒間長押しし、ポップアップ画面で「その他 - 工場
出荷時の設定に戻す」を選択するとバインド解除が完了し、アカウント内の
ユーザー情報は削除されません。 

サービス免責事項 
以下のような場合、サイードは要求されたサービス（3つのパッケージを含むがこれに限らない）を
提供できないことがあります。 
1.  不可抗力による不測の事態（火災、水害、地震、落雷等を含みますが、これに限られません。） 
2. 社会的性質の問題（不安、戦争、ストライキ、政府の規制などを含むがこれに限らない）に起因
するサービス条件の悪化。 

3. エネルギー供給（電気、水、燃料などを含むがこれに限らない）の中断により、サービスが
提供できないこと。オペレータの通信システムの中断。 
4. 自然損耗や摩耗による機器の損傷。 
5. この製品について文書で指示された正常な動作のための環境条件を満たさない、現場での機
器の動作環境（湿度など）または外部要因（外部からの電磁妨害、内部相互接続機器の故障な
ど）に起因する直接的な損害。 
6. お客様の故意または過失、誤用、故意の破壊行為により本製品に生じた大規模なハードウェアま
たはデータの損傷。 

7. 取扱説明書]に記載された内容や重要な情報、安全に関する注意事項を守らずに使用されたことに
よる損害。 

8. 使用者（家庭内のペットを含む）により生じた本製品の落下、滑落、転倒、破損、その他の損傷。 
9. シャオドゥの事前の承認なく、システムの移設、設置、アップグレードを行ったことによる
損害を含む、ユーザーまたは第三者に生じたシステムの損害。 
10. ユーザーインフラによるシステム被害 
11.  シャオドゥの許可なく改造、分解、修理、ハードウェアまたはソフトウェアの改造を行ったも
の。 

12. 外注部品は、本サービス仕様書に含まれるサービス範囲に含まれない。 
13. 意図的な行為による損失 
14. 通常の使用に差し支えない程度の外観の損耗、傷など。 
15. データ損失など、ハードウェア以外の損失。 
16. サービス保証時間の制限を超えました。 
17. 間接的な損失。 
18. 紛失・盗難とみなされた製品の損害。 
19. セルフフラッシュ、アップグレード、ソフトウェアポイズニングなど、システムおよびソフト
ウェアの問題は、最終製品の機能障害を引き起こす。 

20. 国の3C認証が義務付けられていないデジタルアクセサリーを使用したことによる最終製品
の誤動作。 

21. 法令に別段の定めがある場合を除き、シャオドゥの責任により発生した損害について、シ
ャオドゥが支払うべき賠償額の上限は、ユーザーが本製品を購入するために支払った金額を超
えないものとします。 

保証の内容 
製品のアフターサービスは、「中華人民共和国消費者権益保護法」および「中華人民共
和国製品品質法」に厳格に準拠し、3パッケージのアフターサービスを実施する
こととしています。 

 
I. 保証規定 

1.  商品ご契約の翌日から7日以内に、商品に品質上の問題があった場合、アフタ
ーサービスセンターの判断により、無料で返品・交換を承ります。 

2. ご契約の翌日から8日～15日以内に、製品に品質上の問題があった場合、ア
フターサービスセンターの判断により、無償で交換または修理させていただ
きます。 

3. ご契約の翌日から12ヶ月以内に本製品に品質上の問題があった場合、アフター
サービスセンターでの点検後、無償で修理させていただきます。 

II.無保証規定 

1.  不正な修理、誤用、衝突、液体の浸入、事故、改造、本製品以外の付属品の不
正な使用、ラベルやセキュリティマークの取り外しや改造。 

2. スリーパックの使用期限を過ぎたもの。 

3. 不可抗力による損害。 
 
 
詳細な保証規定：https://dumall.baidu.com/after -sale- policy

電話（中国）: 400- 808 - 1111 

製造元：上海暁都科技有限公司（Shanghai Xiaodu Technology Co. 

住所：中国（上海）自由貿易試験区那仙路701号1号大厦4階 

3. スマホのBluetoothとWi-Fiをオンにして、Xiaoduアプ
リでフィットネスミラーデバイスを追加する 

 

 

仕様 

 
保証情報カード 

製品情報 

製品名  

 

製品モデル  

 

製品SN番 号   

 

購入日   

 

製品取扱説明書

Gymoo-Mirror

4. APPのプロンプトに従ってWi-Fiパスワードを入力すると、デバイスのネッ
トワークが有効になり、新しいスマートライフがスタートします 

マイク：デュアルマイクアレイ

スピーカー：2x8Wフルレンジラウドスピーカー 

カメラ：400万画素 60fps

ディスプレイ：43インチ 1920*1080 ワイドダイナミック

無線：WiFi 2.4GHz & 5GHz 

Bluetooth 5.0

定格電圧：AC220V~50/60Hz 

定格電力：78W 

スワイプ 

機器の追
加 

 
 
 
 
 

Baiduアカウントへ
ようこそ 

ユーザー名を入力してくだ
さい。 

 
 ログインパスワードを入力してくださ
い。  

 

ユーザー情報 

 
ユーザー名  

 

 
お問い合わせ番号

 注：この製品のSRRCに関連するCMIIT ID情報は、製品ラベル
に記載されています。 

所在地 住所   
 
 
 
 

Wi-Fi名 

Wi-Fiパス

ワード 

商品名：Gymoo-Mirror



ステートメント 
1.  製品を正しく安全にお使いいただくために、この製品に記載されている内容［使用
説明書］をよくお読みください。 

2. 本製品の使用を開始することにより、お客様は本製品の［取扱説明書］と関連する
免責事項をすべて読み、理解し、認め、同意したものとみなされます。お客様は、ご
自身の行動とそこから生じるすべての結果について責任を負うものとします。ユー
ザーは、製品を合法的な目的でのみ使用することを約束し、Xiaoduが現時点および
将来的に定めるポリシーやガイドラインに同意するものとします。 

3. 本製品をご使用の際は、【取扱説明書】を含め、必要事項を厳守し、実行して
ください。利用者は、【利用マニュアル】及び免責事項に違反し、利益相反に起
因する人身事故、物的損害、法的紛争、その他一切の不利益について責任を負う
ものとし、シャオドゥは一切の責任を負わないものとします。 

4. 本製品を正しい方法で使用しない場合、互換性のないアクセサリーを接続する
と、製品に修復不可能な損傷を与え、あなたとあなたの家族の安全を脅かす可能
性があり、シャオドゥはその責任を負いかねます。 

5. 本製品は純正部品を使用する必要があります。部品を交換する場合は、正規のルー
トで購入してください。 

6. 適用される法律が許容する最大限の範囲において、Xiaoduは、損害の原因にか
かわらず、特別損害、付随的損害または結果的損害について責任を負わないもの
とします。 

 

重要な情報および安全に関する警告 
使用上の注意と使用環境について 

本製品を使用する前に、以下の説明と警告をよく読み、遵守してください。 当社
は、本製品に関する誤った使用または指示に従わない場合の結果について、責任
を負いません。 

1.  本製品をお客様ご自身で分解することは禁じられています。分解することで、
破損や人身事故の原因となり、お客様が受けることができる製品保証が無効にな
ります。 

2. 高温・高圧・多湿・強い静電気・強い磁界のある環境では使用・保管しないでくだ
さい。 

3. 埃の多い場所での使用や保管、振動は機械の部品を破損させる原因となりますので、
避けてください。 

4. 本製品は乾燥した風通しのよい場所に置き、屋外や雨、雷、砂、ほこり、霧、
雪、あられ、強風、低温にさらされるような過酷な環境では使用しないでくださ
い。 

5. 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなど、通風を妨げるもので通風孔をふさがない
でください。 

6. 火のついたロウソクなど、火気のあるものを器具の上に置かないでください。 

7. 本製品は防水仕様ではありませんので、水滴や水しぶきがかからないように
してください。 ショートなどによる故障を防ぐため、本製品のUSBなどのジャッ
クやミラーとフレームの隙間に水が入らないよう効果的に防ぐことが重要です。
万一、製品に水が入った場合は、すぐに電源プラグを抜いて、シャオドゥカスタ
マーサービスに連絡して対処してください。 

8. けがを防ぐため、この［取扱説明書］の規定に従って、機器を壁にしっかりと固定
する必要があります。 

9. 製品の周囲には、ゴミ、重いもの、倒れる可能性のあるものなど、製品の安定
性に影響を与えたり、ミラースクリーンを破損するようなものがないことを確認
してください。 

10. 本製品のミラー画面をぶつけたり、叩いたり、押したりする物体や外力を避
け、本製品のミラー画面に傷をつけないようにして、ミラー画面が力によって破
損、粉砕されないようにご注意ください。 

11.  未成年の方は、本製品の周囲で遊ぶ、はしゃぐ、追いかける、遊ぶ、走る、

飛び跳ねる、押す、触れる、ぶつけるなどして、転倒や破損のないように注意
してください。 

12. 家庭内のペットが本製品の周りで遊んだり、はしゃいだり、走ったり、ジャン
プしたり、本製品を押したり、触れたり、ぶつけたりして、転倒や破損の原因に
ならないようにご注意ください。 

13. ペースメーカーや除細動器などの医療機器を体内に装着している方は、該
当する運動やトレーニングに本製品を使用できるかどうか、医師に相談してく
ださい。本製品に含まれる部品や無線機は、ペースメーカー、除細動器、その
他の医療機器に干渉する可能性のある電磁界を放射しているものがあります。
医師が当該運動やトレーニングに本製品を使用してもよいと判断した場合は、
医療機器と本製品の間に安全な距離を保ち、さらに医師や医療機器メーカーに
医療機器固有の情報を相談し、本製品がペースメーカーや除細動器などの医療
機器と干渉していると思われる場合は、直ちに使用を中止してください。 

 

 
14. 熱中症などの体調不良を防ぐため、息苦しい場所や暑い場所で使用しないでくださ
い。 

15. 本製品の使用中は、有効な心拍数モニターを装着して心拍数の変化をリアルタ
イムで確認し、運動強度が自分の許容範囲内であることを確認してください。スポ
ーツ障害を防ぐため、運動の長さ、強さ、回数、頻度をコントロールし、自分の負
荷能力を超えた長時間の高強度、高回転の運動は避けるよう注意してください。そ
の他、運動中に胸の圧迫感、めまい、体の一部に著しい痛みなどの不快感を感じた
場合は、直ちに運動を中止し、医師の診察を受けてください。 

 

電源使用時の注意事項 

1.  使用するソケットは、国の安全認証を受けた適格製品で、電源ソケットに過度の電気
負荷がかかっていないことを確認してください。 

2. 雷雨の場合は、機器の破損を避けるため、電源プラグを抜いてください。 

3. 本製品を清掃するときは、電源を切って切り離した状態で操作してください。 
 
 
下記の方には適しません。 

1.  以下の場合は、当該コースでの本製品の使用の適性について、まず医師に相談してく
ださい。 

65歳以上の高齢者の
方。妊娠中の方 

薬を服用している人。 

身体の慢性疾患または機能障害に苦しんでいること（ただし、これらに限定されな
い）。 

高血圧症、心臓病、脳梗塞、脳への血液供給不足などの心血
管疾患、脳血管疾患。糖尿病、低血糖症、痛風などの代謝異
常。 

喘息などの呼吸器系疾患、その他の慢性疾患。 

筋肉、靭帯損傷、筋筋膜損傷、関節の炎症および損傷、結合組織障害、軟組
織損傷、その他の整形外科的損傷または急性あるいは慢性の器質的損傷（そ
の回復中を含む）。 

四肢協調運動障害、中枢神経または末梢血管障害、神経
障害。その他、運動が不向きな病気や状態。 

2. 未成年者が本製品を使用する場合は、保護者の同伴をお願いします。 

3. その他、完全な民事能力を持たない方は、本製品の使用には適しません。 

4. 本製品は、周産期の女性の使用には適していません。 

5. 飲酒後、疲労時、激しい労働の後、不規則な労働時間、体調不良の時は使用しないで
ください。 

 

 
製品のメンテナンスとお手入れ 

1.  本機のデバイスを洗浄するために、腐食性の強い液体を使用しないでください。 

2. 必要に応じて、電源を切った後に、清潔な柔らかいクリーニングクロスと中性洗
剤で、製品の表面を適切に清掃・メンテナンスすることができますが、繰り返し力
強く拭かないでください。 

3. 問題が発生した場合、Xiaoduのアフターサービスに連絡して対処してください。  
裏蓋を取り外さないでください、製品の内部調整と検査は専門家が行ってくださ
い、不正なメンテナンスと非純正部品との交換をしないでください。 

4. 本体背面の放熱孔を塞いだり、覆ったりすると、本体の放熱が妨げられることがあ
りますので、ご注意ください。 

5. ヒートシンクやUSBソケットに鋭利な物や信号コネクタに触れる金属を入れる
と、ショートして製品が破損したり、感電したりする恐れがあります。 

パッキングリスト 
Timmy Smart Fitness Mirror x1マニュアル x1、壁際安全ハーネ
スキット  x 1 、カメラカバー  x1 
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止用ステッカー 

ヒント 

移動中、ユーザーのカメラで撮影した画像は、身体の姿勢の検出や解析に使用
されますが、これはローカルで行われ、データはネットワークにアップロード
されません。カメラデータのネットワークへのアップロードが必要な場合（ビ
デオ通話への応答など）、画面上にプロンプトが表示されます。カメラをカバ
ーする必要がある場合は、マグネットカバーを使用してください。 

ジムゴーグルをご自分で分解しないでください。不正開封防止ラベルが破れている場合
は、3パックサービスの対象外となります。 

インストールガイド 
壁面への設置 

1.  直径10mmのドリルで地面から1300mmの高さに50mmの深さの穴を開ける。 

2. ハンドハンマーで金属製の拡張ボルトを穴に打ち込み、拡張ボルトが穴にし
っかりと収まることを確認し、金具に付属の丸頭拡張ボルトナットを拡張ボル
トに締め付け、壁に密着することを確認します。 

壁

・

床 

3. フィットネスミラー裏面のネジ2本を外し、外したネジで本体ペンダントをネ
ジ穴2ヶ所に固定します。 

4. ジムミラーを壁際に置き、フロアスタンドの底面の内側が壁から約190mm離
れるようにし、本体ペンダントの長穴に安全ロープを通し、安全ロープの両端
の金属リングと丸型拡張ナットの丸環を安全キャッチで固定します。 

5. 本体背面パネル上部の滑り止めが、壁に完全に密着していることを確認してくださ
い。 

190mm 

ヒント 

1.  壁に取り付ける場合は、厚さ100mm以上のコンクリートまたは頑丈なレン
ガの壁を選んでください。木製の壁やベニヤ板の孤立した壁は固定面とし
て使用できません。 

2. 安全のため、ジムミラーは安定した滑りにくい場所に置き、マシン背面のペ
ンダントと壁の安全ハーネスがしっかりと掛けられていることを確認してくだ
さい。 

3. この製品は、壁掛けをサポートしていません。自分でそれをインストールし
ないでください、製品の損傷や人身事故によって引き起こされる個人の不正
なインストール操作の場合、Xiaoduは責任を負いかねます。 

USB TYPE-C

USB

1300mm


