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取扱説明書
スマートウォッチ

アプリをダウンロードする

スキャンしてモバイルクライアントをダウンロードする。

コントロールセンター

通知リスト

機能画面機能リスト

下に
スワイプ

上に
スワイプ

下に
スワイプ

右に
スワイプ

左に
スワイプ

右に
スワイプ

左に
スワイプ

上に
スワイプ

下記のQRコードをスキャンして、スマートウォ
ッチのアプリをダウンロードしてください。

充電とアクティベーション ペアリング 操作の説明 機能のご紹介 よくある質問と解決
· 初めてスマートウォッチを使用する前に充電することによっ
  て活性化することができます。

· 付属の磁気充電器を使用して、スマートウォッチの背面にある金属
  接点に取り付け、充電ケーブルのもう一方の端を充電アダプターま
  たはコンピューターのUSBポートに接続して充電してください。

血圧値が血圧計の測定値からずれているのはなぜですか？

スマートウォッチと血圧計の測定値の偏差は多くの要因によっ
て決定されます。血圧計の測定位置は上腕動脈にあり、
時計の測定位置は細動脈の2つの主要な枝にあります。通常、
大動脈血圧測定と細動脈血圧が測定された測定値は3～40程度
変動します。スマートウォッチと血圧計を併用して測定する場合、
動脈は遠心方向に血液を流しているため、血圧計を測定するとき、
ストラップは肘を圧迫の中心に置きます。一時的に、血液は下の
動脈枝にスムーズに流れることができません。血圧の張力が増加す
ると、上下の血圧測定値の偏差がより大きくなります。

1.スマートウォッチが通知を受信できないのはなぜですか？

Androidスマートフォンの設定：

1．モバイルアプリでメッセージ通知スイッチがオンになっていること
を確認します。

2．モバイル通知バーにメッセージが正常に表示されることを確認します。
スマートウォッチがモバイル通知バーのメッセージを取得してから通知
メージに表示されます。モバイル通知バーにメッセージがない場合、スマ
ートウォッチはメッセージを受信できません。（その場合、スマホ設定
で通知設定を見つける、LINE、Twitter��話�SMS���知スイッ��
オンにしてください。）

3．スマートウォッチアプリの補助機能設定を開くモバイル設定には補助
機能を見つけ、スマートウォッチアプリの補助設定を開きます。

Apple Phoneの設定

1．モバイルアプリでメッセージ通知スイッチがオンになっているこ
とを確認します。

2．モバイル通知バーにメッセージが正常に表示されることを確認します。
スマートウォッチがモバイル通知バーのメッセージを取得してから通知メ
ージに表示されます。モバイル通知バーにメッセージがない場合、スマー
トウォッチはメッセージを受信できません。（その場合、スマホ設定で
通知設定を見つける、LINE、Twitter���、SMS����スイッチ��
ンにしてください。）

なぜお風呂でスマートウォッチをつけられないのですか?

風呂の湯の温度は比較的高く、大量の水蒸気を生成し、水蒸気は気
相です。水蒸気の分子半径は小さく、時計のケースの隙間に入り込
みやすく、温度が下がると再び凝縮して液体の水滴になります。
スマートウォッチ内部の短絡を引き起こし、スマートウォッチの
回路基板を損傷し、スマートウォッチを損傷する可能性があります。

睡眠
スマートウォッチは、昨夜の総睡眠時間、
深い睡眠と浅い睡眠の長さを記録して表示
できます。
より詳細な分析データと記録はスマホAPP
で確認することができます。

心拍計
スマートウォッチは心拍数の値を24時間
記録して表示できます。
心拍数画面をタップして現在の心拍数値
を測定できます。
より詳細な情報分析とデータレコードは、
APP側で確認することができます。

運動情報
スマートウォッチは毎日の歩数を記録し
て表示できます。
より詳細な情報分析とデータレコードは、
APP側で確認することができます。

トレーニング
ウォーキング、ランニング、サイクリング、
バスケットボール、サッカー、バドミントン、
縄跳び、水泳など、8つのスポーツモードを
利用できます。
より詳細な情報分析とデータレコードは、
APP側で確認することができます。

血圧
血圧アイコンをタップしたら、現在
の血圧数値を測定できます。より
詳細な情報分析とデータレコードは、
APP側で確認することができます。

血中酸素
血中酸素アイコンをタップしたら、
現在の血中酸素数値を測定できます。
より詳細な情報分析とデータレコードは、
APP側で確認することができます。

天気情報
天気アイコンには、当日の天気、大気質
情報、および明日の状態が表示されます。
気象情報データを取得するためにAPPに
接続する必要があります。接続が長時間
切断された場合、気象情報が更新されません。

着信通知
スマートウォッチは携帯電話から
の受信を表示され、アプリで着信お
知らせのスイッチを設定できます。
着信お知らせページには、最新の
5つのメッセージレコードを保存できます。

カメラ制御
スマホのAPPに接続した後、スマートウ
ォッチは写真を撮るためにモバイルのカ
メラを制御できます。モバイルでカメラ
をオンにした後、スマートウォッチのカ
メラ制御ページを短く押しますと、スマ
ホのカメラのシャッターをトリガーします。

音楽制御
スマホのAPPに接続した後、スマ
ートウォッチは電話の音楽プレー
ヤーを制御できます。

その他の機能
スマートウォッチの他の機能には、ストッ
プウォッチ、目覚まし時計、タイマー、
輝度調整、振動スイッチ、シネマモード、
出荷時設定へのリセット、シャットダウン
操作などが含まれます。

ストップウォッチ
ストップウォッチアイコンをタ
ップして、ストップウォッチ
 機能に入ります。

· スマートウォッチの設置メニュー     「について」のアイコンには、
  スマートウォッチのMACアドレスを確認し、デバイスリストにMACア
  ドレスによってデバイスを選定できます。

· スマートウォッチが正常に追加された後、今度アプリを開くたびに、
  スマートウォッチは自動的にスマホに接続し、アプリのデータペー
  ジをプルダウンすることにより、データを同期させることができます。

モバイル端のアプリを開いて個人情報のプロフィールを設定してください。

「デバイス」ページに切り替え、「デバイスを追加」をタップしてください。

「スキャンされたデバイスのリストでデバイスをタップしてください。

「ペアリング完了しました。

1. Utilizzo in condizioni di bagnato
Il tuo dispositivo è resistente all'acqua, il che significa che è 
resistente alla pioggia e agli spruzzi d'acqua e può resistere 
anche all'allenamento più sudato. NOTA: non nuotare con lo 
smart watch. Inoltre, non consigliamo di fare la doccia con il 
braccialetto; anche se l'acqua non danneggerà il dispositivo, 
indossarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non dà alla pelle la 
possibilità di respirare. Ogni volta che lo smart watch si bagna, 
asciugalo accuratamente prima di rimetterlo.

2. Usare Quick View
Con Quick View puoi controllare l'ora o il messaggio dal tuo 
telefono sul tuo smart watch senza digitare. Ruota 
semplicemente il polso verso di te e la schermata dell'ora 
apparirà per alcuni secondi.

3. Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio: da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°) 
Temperatura non operativa: da -4*F a 140°F (da -20°C a 60°)

4. TAGLIA
Si adatta a un polso tra i 5,5 e i 7,7 pollici di circonferenza.

5. Smaltimento e riciclo 
Si prega di notare che è responsabilità del consumatore 
smaltire e riciclare correttamente lo smart watch e i suoi 
accessori. Non smaltire lo smart watch con i rifiuti domestici 
comuni, l'unità smart watch è considerata un rifiuto elettronico e 
deve essere smaltita presso il centro di raccolta per le 
apparecchiature elettroniche locale. 
Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale per la 
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettroniche o il rivenditore 
presso il quale è stato acquistato il prodotto.

MANUALE DI ISTRUZIONI
SMART WATCH

Per scaricare l’app Caricare e attivare Accoppiamento Usare il touch screen Temperatura Caratteristiche dello smart watch Conoscere il tuo dispositivo

Sonno

Scansionare il seguente codice QR, scaricare e installare 
l’app.

Ricaricare il dispositivo per attivarlo prima del primo utilizzo. 
Per caricare il dispositivo, collegare il cavo di ricarica 
all'adattatore o alla porta USB del computer. 

L’indirizzo MAC nella pagina “Impostazioni” – “Informazioni” 
potrebbe aiutare a identificare il tuo dispositivo nell’elenco di 
scansione.

Inserire la modalità “temperatura del corpo” 
e indossare il braccialetto sulla pelle per il test 
La temperatura viene misurata ogni giorno

Se si indossa lo smart watch 
anche mentre si dorme, può 
fornire le ore di sonno e lo stato 
della qualità del sonno sia sullo 
schermo che sulla APP.
NOTA: le statistiche del sonno si 
azzerano alle 20:00.

Scansionare il codice QR e 
scaricare

Aprire l’app e configurare il tuo profilo

Andare al dispositivo, cliccare “aggiungi 
dispositivo”

Selezionare il tuo dispositivo nell’elenco di 
scansione

Fine

Centro di controllo
Scorrere verso 

il basso

Scorrere 
verso 

sinistra

Scorrere 
verso 
destra

Scorrere 
verso il 
basso

Scorrere 
verso l’alto

Caratteristiche 
pagine

Messaggi

Menu

Scorrere 
verso 
destra

Scorrere 
verso 

sinistra

Scorrere verso 
l’alto Lo smart watch può registrare la tua 

frequenza cardiaca tutto il giorno. 
Si può anche cliccare sulla pagina 
per iniziare a misurare la frequenza 
cardiaca.

Toccare l’icona dell’allenamento nel 
menu per avviare una nuova 
registrazione dei risultati 
dell’allenamento, ci sono 8 modalità 
sport che possono essere scelte. 
L’ultima registrazione dell’allenamen-
to verrà mostrata nella pagina 
dell’allenamento.

Cliccare sulla pagina della pressione 
sanguigna per iniziare a misurare la 
pressione sanguigna. Nella pagina della 
pressione sanguigna vengono mostrati i 
dati misurati della pressione sanguigna 
delle ultime volte.

Cliccare sulla pagina della SpO2 
per cominciare a misurare il tuo 
SpO2. Nella pagina della SpO2 
vengono mostrati i dati misurati 
della SpO2 delle ultime volte.

Vengono mostrate le informazioni 
meteo della giornata o del giorno 
dopo sulla pagina meteo. Le 
informazioni meteo vengono 
sincronizzate dopo la connessione 
con l’APP, non verranno aggiornate 
dopo una lunga disconnessione

Il dispositivo può sincronizzare le 
notifiche in arrivo da Twitter, 
Facebook, Whatsapp, Instagram, 
ecc. Di recente sono stati 
memorizzati 5 messaggi. Nota: è 
possibile attivare/disattivare la 
notifica in arrivo nell’app.

Dopo aver connesso il dispositivo, è 
possibile controllare la camera del 
tuo cellulare.

Altre funzioni includono cronometro, 
sveglia, timer, luminosità, audio 
attivato/disattivato, modalità 
cinema, ripristino delle impostazioni 
di fabbrica, spegnimento e 
informazioni.

Toccare il pulsante “Start” nella 
pagina StopWatch per avviare 
il cronometraggio e toccare il 
pulsante “Stop” per 
interrompere il tempo.

Dopo aver connesso il dispositivo, 
è possibile controllare la musica: 
premere sul tuo cellulare.

Impostando l’allarme sull’app, il 
dispositivo vibrerà per il remind.

Il dispositivo vibrerà per ricordarti 
di rilassarti dopo un’ora che stai 
seduto. 
Nota: è possibile attivare/
disattivare le caratteristiche 
nell’app.

Lo smart watch ti ricorderà “è il 
momento di bere un po’ di acqua” 
all’ora pianificata per bere. 
Nota: impostare le caratteristiche 
nell’APP

Il dispositivo disattiverà la vibrazione 
e ridurrà la luminosità quando la 
modalità cinema è attiva. Nota: puoi 
attivare/disattivare la modalità 
cinema nel centro di controllo.

Lo smart Watch segna 
automaticamente i passi effettuati 
sullo schermo. 
NOTA: le statistiche dei tuoi 
movimenti si azzerano a mezzanotte.

Test della frequenza cardiaca
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Remind per muoversi Remind per bere

Otturatore del lettoreTest della SpO2


