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ご使用の前に
本製品を正しくご使用していただくために、ご使
用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お
読みになった後は大切に保管し、わからないこと
や不具合が生じたときにお役立てください。

※本書の内容を無断で転載や複写をしないでください。 
※記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することが
あります。 

※本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。 
※当社では常に製品の品質改善を行っており、お客様のご購入
時期によりましては同一製品の中にも多少の差があるものが
ございますがご了承ください。 

※本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあ
ります。

※本書記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商
標です。

スマートウォッチ

JA2-SMW0001
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はじめに お使いになる前に必ずお読みください。

本製品のパッケージ内には以下のセット内容が含まれます。ご確認ください。
※イラストと実際の形状は、変更になるなど、若干異なる場合があります。

■ クイックガイド［保証書添付］

■ 本体 ■ USB充電ケーブル

セット内容
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はじめに お使いになる前に必ずお読みください。

○お客様、または第三者が本製品のご使用を誤ったことによって生じた故障や不具合、またはそれ
らに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負
いません。あらかじめご了承ください。
○停電や電力線上のノイズなどの外部要因、または天災や原因不明のネットワーク障害、そのほ
かの不可抗力によってお客様または第三者が受けられた損害（データの損失、そのほかの直接的、
間接的な損害）、またはそれらによって生じた故障、もしくは不具合については、法令上の責任が
認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

○お客様または第三者が本製品の使い方を誤った場合や、静電気や電気的ノイズの影響を受け
た場合、または故障、修理の際は、記録内容が変化したり、消失したりする恐れがあります。

ご使用前のおことわり

本製品について
○本製品は医療機器ではありません。運動におけるトレーニングの効果・効率の向上や運動の管
理を目的としております。本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しており
ません。本製品または本製品で使用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、
予防を目的とするものではありません。

○本製品は、防水性能は IP67相当ですが、本製品内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品に水
や粉塵を付着させたりしないでください。また、以下の内容に注意してください。
・高温または、水圧の激しいシャワーや水道水が直接本製品に当たらないようにご注意ください。
・洗剤や温泉、海水の成分が金属部品などを劣化させる可能性があります。付着した場合は
真水でよく洗ってから拭き取ってください。
・サウナでは本機を使用しないでください。
・素潜り（スキンダイビング）や飽和潜水、空気潜水には使用しないでください。
・充電クリップは防水／防塵性能を有していません。風呂場など湿気の多い場所でのご使用
はおやめください。

　調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないこと
がありますので、あらかじめご了承ください。
○本製品は日本国内でのみ使用できます。
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次の警告表示は、注意事項を守らなかった場合に起こりうる事故の程度を表します

 
※1 ： 重傷とは、失明やケガ、火傷（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療

に入院や長期にわたる通院を要するものを指します。
※2 ： 傷害とは、治療に入院や長期にわたる通院を要さないケガや火傷、感電などを指します。
※3 ： 物的損害とは、家屋、家財、および家畜やペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の記号は、その注意事項の内容を表します。

 警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想
定されるもの

 注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（※2）を負うことが想定されるもの、
または物的損害（※3）の発生が想定されるもの

禁止

禁止
（してはいけないこと） 水ぬれ

禁止

水がかかる場所で
使用したり、水にぬ
らしたりしてはいけ
ないこと

ぬれ手
禁止

ぬれた手でさわらな
いこと

分解禁止
分解しないこと

指示

指示を守ること
（必ずしなければな
らないこと） 電源プラグ

を抜く

電源プラグを
抜くこと

 警告

指示

○下記の問題が発生した場合は、ただちにUSB充電ケーブルを外してください。
そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

　・使用中・充電中・保管時に、発煙・異臭・異音などが発生した場合
　・本製品内部に水や異物が入った場合
　・本製品を落とした場合
　・本製品が破損した場合
○コードが傷んだり、USB充電ケーブルが異常に熱くなった場合は、ただちに
本体の電源をオフにし、接続を外してください。そのまま使用すると、火災
や感電などの原因となります。

上記の問題が発生した場合は、USB充電ケーブルを
取り外した後、サポートセンターにご連絡ください。

安全上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。
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 警告

安全上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。

水ぬれ
禁止

○本体内部に水が入ったり、ぬ
れたりしないようご注意くだ
さい。

　火災・感電の原因となります。
○風呂場、シャワー室などでは
使用しないでください。

禁止

○本体内部に異物を入れたり、
端子部に接触させたりしない
でください。

　金属類や紙などの燃えやすい
物が内部に入ったり、端子部
に接触したりした場合、火災
や感電などの原因となります。
特にお子様のいるご家庭では
ご注意ください。

ぬれ手
禁止

○ぬれた手でUSB電源ケーブ
ルを抜き差ししないでくださ
い。感電の原因となります。

分解禁止

○修理、改造、分解をしないで
ください。火災や感電の原因
となります。

禁止

○テーブルクロスやカーテンな
どを掛けないでください。

　じゅうたんやふとんの上に置
かないでください。

禁止

○自動車やバイク、自転車など
の運転中や歩行中は本製品を
使用しないでください。交通
事故の原因となります。

禁止

○本製品を火中や水中に投入し
たり、加熱したりしないでく
ださい。内蔵充電池の液漏れ、
発熱、発火、破裂により、大
ケガや火災の原因になります。 禁止

○梱包で使用しているビニール
袋は乳幼児の手の届く所に置
かないでください。鼻や口を
ふさいで窒息するなど、ケガ
の原因となることがあります。

禁止

○落としたり、投げたりして衝
撃を与えないでください。本
製品の故障の原因となるおそ
れがあります。

禁止

○ぐらつく台の上や傾いた所な
ど、不安定な場所や振動のあ
る場所に置かないでください。
本体が落下してケガの原因と
なります。
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指示

○次の場所では電源をお切りく
ださい。

　・満員電車の中など混雑した
場所

　・病院内や医療機器のある場所
　・航空機内
電波により、心臓ペースメー
カー、医療機器、航空機の
動作に影響を与える場合が
あります。

指示

○植込み型心臓ペースメーカー
および植込み型除細動器の装
着部位から15cm以上離して
ください。電波により植込み
型心臓ペースメーカーおよび
植込み型除細動器に影響を与
える場合があります。

指示

○充電池の液漏れや、変色、変形そのほかの異常があった場合は、ただちに使
用を中止してください。 充電池から漏れた液体が皮膚や服についた場合は、
ただちに水で洗浄してください。万一、液体が目に入ってしまった場合には、
ただちに大量の水で洗浄し、医師に相談してください。

○充電池の充電が所定充電時間を超えても完了しない場合は、充電を中止して
ください。

禁止

○ディスプレイが破損し、液漏れした場合には、顔や手などの皮膚につけない
でください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入っ
た場合には、ただちにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
また、皮膚や衣類に付着した場合は、ただちにアルコールなどで拭き取り、
石鹸で水洗いしてください。

禁止

○下記の場所で充電・使用・放置しないでください。本製品の故障、感電、火災
などの原因となります。また、部品の劣化や破損の原因となります。

　・直射日光の当たる場所、ストーブのそば、炎天下の車内など、温度の高い場所
　・高温多湿の環境、油煙、ホコリの多い場所
　・押し入れや箱の中など、風通しの悪い場所

安全上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。

 警告
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○心臓の弱い方は、音量の設定
に注意してください。大音量
設定は心臓に悪影響を及ぼす
原因となる可能性があります。

○本製品の上に物を載せたり、
本来の目的以外に使用したり
しないでください。ケガや故
障の原因になります。

○ディスプレイの表面を強く押
したり、爪やボールペン、ピ
ンなど先のとがったもので操
作したりしないでください。
タッチパネルが破損する原因
となります。

○本体を金属などでこすったり
引っかいたりしないでくださ
い。傷つくことがあり故障や
破損の原因となります。

○殺虫剤や揮発性のものをかけ
ないでください。また、ゴム
やビニール製品などを長時間
接触させないでください。変
色したり、塗装がはげたりす
るなどの原因となります。 

○ほかの電気機器に隣接して設
置した場合、お互いに悪影響
を及ぼすことがあります。特
に、近くにテレビやラジオな
どの機器がある場合、雑音が
入ることがあります。 その場
合はほかの電気機器からでき
るだけ離してください。

○本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると
誤作動の原因となります。また、磁気カードなどを本製品に近づけないでく
ださい。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピー
ディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

○本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、ただ
ちに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場
合は、医師の診断を受けてください。

○お使いになる方によっては、ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を
繰り返す画面を見たりした際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失など
の症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、本製品を使用
される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときに
このような症状が起きたときは、ただちに使用を中止して医師の診断を受け
てください。

安全上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。

 注意

禁止

禁止禁止

禁止

禁止

指示

指示

指示
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○充電の際には下記の内容にご注意ください。
・USB充電ケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類
を接触させないでください。火災や感電の原因となります。
・USB充電ケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないでください。
ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。
・USB充電ケーブルが傷んでいたり、差し込みがゆるいときは使用しないでく
ださい。火災や感電の原因となります。
・本製品付属のUSB充電ケーブルは、本製品専用です。ほかの製品に使用しな
いでください。また、本製品付属のUSB充電ケーブル以外のUSB充電ケー
ブルは使用しないでください。
・USB充電ケーブルや端子に付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。
火災や感電の原因となります。
・お手入れのときや長期間使用しないときは、USB充電ケーブルを抜いてくだ
さい。火災や感電の原因となります。
・端子がうまく差し込めないときは、端子の形や向きを確認してから差し込ん
でください。無理に差し込むと故障や破損の原因となります。
・水などの液体が入った場合は、ただちにUSB充電ケーブルを電源から抜いて
ください。火災や感電の原因となります。
・USB充電ケーブルは、根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完
全ですと、ほこりが付着して火災や感電の原因となります。
・USB充電ケーブルを使用して充電する場合は、長時間本製品に接続しないで
ください。長時間の接続に起因する不具合は保証対象外となる場合があります。

指示

○本製品は常に清潔で乾燥した状態に保ってください。
○本製品を腕に装着する際は、手首に締め付けすぎないように多少余裕を持たせ、
通気性を良くしてご使用ください。

○本製品を使用して皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門
医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹
などを生じる場合があります。

安全上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。

 注意

指示
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電波法/電気通信事業法に関するご注意

電波干渉に関するご注意

電波障害に関するご注意

○改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合
は電波法/電気通信事業法に抵触します。
○本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などに関する規則を順守してお
り、その証として「技適マーク 」が本製品ソフトウェア上から確認できます。
○本製品を分解して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術
基準適合証明などが無効になった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触し
ますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

○本製品の使用する周波数帯では電子レンジなどの産業、科学、医療機器のほか、ほかの同種
無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を
要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局などが運用されています。本製品の使用前
には、近くに上記に該当する「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
万が一、本製品と上記に該当するほかの無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速や
かに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の使用を停止してください。

○電気製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）から3m以上離して通信してください。本製
品は一般的な屋内の環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビに近
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

○正しく取り扱っても、電波の状況によりラジオ、テレビの受信に影響を及ぼすことがあります。
そのような場合は、以下にご注意ください。
　・本製品をラジオ、テレビから十分に離してください。
　・ケーブルは付属のものを使用してください。

使用上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。
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結露（つゆ付き）に関して

使用目的について

○結露が発生した状態で本製品を使用すると、故障の原因となる場合があります。結露は以下
の状況で発生する場合があります。
　・寒い場所から急に暖かい場所へ本製品を持ち込んだ時
　・暖房をつけ始めた場所や、エアコンなどの冷風が直接あたる場所で使用した時
　・冷房がついた部屋、車内などから急に温度、湿度の高いところに移動して使用した時
　・湿気の多い場所で使用した時
○結露が発生した場合は本製品をすぐに使用しないでください。本製品を2～3時間程度室温で
放置し、付着した水滴がとれるまでお待ちください。

○本製品は玩具でも医療機器でもありません。本製品および接続するスマートフォンアプリは医
療目的に使用されることを意図しておりません。運動におけるトレーニングの効果・効率の向
上や運動の管理を目的としております。スマートフォンアプリおよび接続する本製品で測定し
たデータは疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。

使用上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。

廃棄について（リサイクル）
○箱や緩衝材
　パッケージの分別方法は地域によって異なります。お住いの市町村の指示
に従って分別排出をしてください。識別マークは外箱に表示されています。
○製品
　本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルできます。使用
しなくなった製品は、一般のごみと一緒に廃棄せず、付属品も含めてお住
いの地域の自治体の条例または規則に従って処分してください。 Li-ion

お手入れに関して
○本体の汚れや汗をかいたときは柔らかい布で軽く拭き取ってください。 
○汚れがひどい場合は、布を水で軽く湿らせてから固く絞り、汚れを拭き取ってください。ベン
ジンやシンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因と
なります。 
○化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。
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使用上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。

防塵/防水に関して
本製品は、IP67相当の防塵/防水性能を有しておりますが、本製品内部に水や粉塵を侵入させ
たり、付属品に水や粉塵を付着させたりしないでください。また、以下の内容に注意してください。
○ご使用にあたっての注意事項
・水中で使用したり、水に沈めたりしないでください。
・素潜り（スキンダイビング）や飽和潜水、空気潜水には使用しないでください。
・お風呂、台所など、湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。
・湯船に浸けないでください。
・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
・本製品を熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風に当てたりしないでください。
・高温または、水圧の激しいシャワーや水が直接本製品に当たらないようにご注意ください。
・水道水以外の液体（海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、アル
コール、ジュース、調味料など）に浸けたり、かけたりしないでください。また、ペットの尿
がかかる場所での使用はしないでください。かかった場合には、その部分を水道水ですすい
でから、本製品を拭いて乾かしてください。
・砂浜などの上に直接置かないでください。マイク、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなっ
たり、端子部などから本体内に砂などが混入したりすると発熱や故障の原因となります。
・洗剤や温泉、海水の成分が金属部品などを劣化させる可能性があります。付着した場合は
水道水で洗って拭き取ってください。
・本製品を落下させないでください。傷の発生などにより防塵/防水性能の劣化を招くおそれ
があります。
・防塵/防水性能は、通常の使用によって耐性が低下する可能性があります。水ぬれによる損
傷は、保証の対象外となります。

○充電する場合
・お風呂、台所など、湿気の多い場所では充電を行わないでください。
・本製品がぬれた場合は、USB充電ケーブル類をすべて取り外してください。また、完全に乾
くまでは充電しないでください。本製品がぬれた状態で付属品を使用したり充電したりすると、
本製品が破損するおそれがあります。
・付属品は防塵/防水性能を有していません。お風呂など湿気の多い場所でのご使用はおやめ
ください。調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理
できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
・ぬれた手でUSB充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
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●1　画面
画面をタッチしたり、スワイプしたり
て操作します。

●2　デジタルクラウン
○時計画面などで押すとメインメ
ニューが表示されます。
○メインメニューなど、メニュー項目
が表示されている画面で回すと、メ
ニュー項目が上下にスクロールさ
れます。

○時計画面で回すと文字盤画面を切
り替えることができます。

●3　マイク

●4　電源ボタン
○電源オフ時に長押しすると電源が
オンになります。
○画面消灯時に押すと時計画面が表
示されます。

○3秒長押しすると、電源メニューが
表示されます。

○項目の選択時に押すと、1つ前の画
面に戻ります。

●5　充電端子
専用のUSB充電ケーブルで充電します。

●6　センサー
心拍や血中酸素等を測定するセンサー
です。

●7　スピーカー

本体正面側 本体背面側

各部の名称

1 2

4 3

5

6 7
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装着する

装着のしかた
バンドの留め具の穴位置を適宜調整して装着してください。
装着時はウォッチ本体の中央部分が手の甲側に来るように装着してください。

 注意
○本製品は常に清潔で乾燥した状態に保ってください。
○本製品を腕に装着する際は、手首に締め付けすぎないように多少余裕を持たせ、通気性
を良くしてご使用ください。
○本製品を使用して皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談
ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があ
ります。
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本体側面の「電源ボタン」を長押しすると、起動画面が表示され電源がオンになります。

電源をオフにする場合は、 「電源ボタン」を約2秒間長押しします。「シャットダウンしますか？」
と画面に表示されるので、「✓」をタップすると電源がオフになります。

無操作時に5秒から15秒時間が経過すると、自動的に本製品の画面が消灯します。また、電源
がオンの状態で「電源ボタン」を短く押すと、画面が消灯します。
画面を再度点灯させる場合はもう一度「電源ボタン」を短く押します。また、「aiwa wear」アプ
リの、「デバイス設定」→「スイッチ設定」の、「手首を上げて画面点灯」のスイッチがオンになっ
ている場合は、手首を持ち上げることで画面が点灯します。

● 「画面消灯」までの時間は、本製品の「設定」→「画面消灯」から変更できます。

電源のオン/オフ/画面消灯・点灯

電源オン

電源オフ （シャットダウン）

画面消灯・点灯
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本製品を充電する

① 付属のUSB充電ケーブルの端子部とスマートウォッチ裏面の充電端子部を合わせます。
磁石が内蔵されており、自然に端子の向きが合うようになっています。

② 充電中は画面に「充電」という表示と、電池残量が表示されます。
　 充電が完了したら、画面に「満充電」と表示されます。接続を解除してください。

充電する

USB端子へUSB端子へ

充電端子充電端子
充電ケーブル
（付属）
充電ケーブル
（付属）

本製品は付属のUSB充電ケーブルを使用して、パソコン等のUSB端子から充電できます。

 注意
●USB充電ケーブルを使用して充電する場合は、長時間本製品に接続しないでください。
長時間の接続に起因する不具合は保証対象外となる場合があります。

●充電時はホコリなどが端子部につかないようご注意ください。
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タップ

スワイプ

一つ前の画面に戻る

●表示している画面によっては、これらの操作ができない場合があります。

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。メニュー項目を
選択したり、決定したりできます。

基本操作

画面を指で上下左右に素早くはらうように操作します。
時計画面から別の画面に切り替えるときなどに使用し
ます。

電源ボタンを短押しすると前の画面に戻ります。
また、メニュー項目を選択したときは、画面を左から右
にスワイプすると、前の画面に戻ります。
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初期設定

初期設定の流れ

① 本製品の電源をオンにします。

② 本製品の表示言語を選択します。

③ 本製品の画面に表示されたQRコードなどから、「aiwa wear」アプリをインストールし、アプ
リを起動します。

　 （20 ページ参照）

④ アプリからアカウントを登録します。
　 （20 ページ参照）

⑤ 「aiwa wear」アプリから本製品を接続します。
　 （21 ページ参照）

⑥ スマートフォンとBluetoothペアリングをします。
　 （22 ページ参照）

⑦ スマートフォンの設定などから、アプリがスマートフォンの機能にアクセスする権限を許可します。
　 （24 ページ参照）

⑧ スマートフォンの連絡先や通知など、本製品に表示するスマートフォンの情報を設定します。
　 （36 ページ参照）

初めて本製品の電源をオンにすると、起動画面が表示された後に言語の選択画面が表示されます。
初期設定の流れは下記のとおりです。
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アプリをインストールする

アプリからアカウントを登録する

本製品と専用アプリを接続すると、アプリ上で本製品の設定を行ったり、本製品で測定した情報
を確認できます。
スマートフォンで下記のQRコードをスキャンしてアプリをインストールしてください。
または、PlayストアやAppストアから「aiwa wear」アプリを検索してインストールしてください。

「aiwa wear」アプリを使用する場合、新しくアカウントを作成する必要があります。
「登録」をタップして、メールアドレスを入力します。
画面の指示に従ってアカウントを登録してください。

スマートフォンと接続する

● アプリ動作要件 : iOS 10.0以降/ Android 5.1以降のバージョン
● アップデートで動作要件は変わる可能性があります。
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スマートフォンと接続する

デバイスを登録する
本製品とお使いのスマートフォンのアプリに本製品を登録します。

① 本製品の電源をオンにします。

② スマートフォンのBluetoothをオンにします。

③ 「aiwa wear」アプリを起動し、ログインします。

④ 画面下部の「デバイス」をタップします。

⑤ 「+」をタップします。検索された本製品が画面に表示されます。

⑥ 「JA2-SMW0001」をタップします。

⑦ 「JA2-SMW0001（ID-XXXX）」をタップします。

⑧ デバイス名を入力し、保存をタップします。アプリの「デバイス」画面に本製品が表示されます。

⑨ ペアリングを行います。詳細は次のページを参照してください。
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スマートフォンと接続する

■  iPhoneの場合

■  androidの場合

Bluetoothペアリングを行う
Bleutoothペアリングを行います。

① 前ページを参照し、本製品をアプリに登録します。iPhoneにBluetoothペアリングのメッセー
ジが表示されます。

② ペアリングをタップします。本製品がスマートフォンにペアリングされます。

③ 通知の受信許可のメッセージが表示されます。許可する場合は「許可」をタップします。

① 前ページを参照し、本製品をアプリに登録します。

② スマートフォンの「設定」から「Bluetooth」に関する設定を選択します。

③ スマートフォンから新しいBluetooth機器を検索します。「JA2-SMW0001（ID-XXXX）」
が検索されます。

④ 「JA2-SMW0001（ID-XXXX）」をタップします。

⑤ 「ペア設定する」をタップします。本製品とスマートフォンがペアリングされます。

● 接続が完了すると、iPhoneの「設定」→「Bluetooth」に「JA2-SMW0001（ID-XXXX）」が「接続済
み」になって表示されます。「接続済み」と表示されない場合は、いったんアプリに登録されたデバイス
を削除します。アプリの「デバイス」画面で「編集」をタップします。「×」をタップして登録されたデバ
イスを削除し、再度登録し直してください。

● 上記操作はスマートフォンによって異なる場合があります。Bluetooth機器との接続について、詳細は
お使いのスマートフォンの説明書をご確認ください。
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スマートフォンと接続する

■  iPhoneの場合

Bluetoothの音声設定を行う
本製品とスマートフォンをペアリングすると、スマートフォンの音声が本製品のスピーカーから出力さ
れます。音声出力は下記の方法で変更できます。

① 前ページを参照し、本製品とiPhoneをBluetoothペアリングします。

② iPhoneで音楽を再生します。本製品から音楽が再生されます。

③ iPhoneの画面を下方向にスワイプします。コントロールセンターが開きます。

④ 「  」をタップすると、音声の出力先を変更できます。

● 本製品がBluetoothの通信圏から出ると再生出力先が iPhoneに戻ります。
● iOSのバージョンによって、表記や操作手順が異なる場合があります。詳細はAPPLE社へご確認ください。

■  androidの場合

① 前ページを参照し、本製品とスマートフォンをBluetoothでペアリングします。

② スマートフォンの「設定」からBluetoothで接続済みのデバイスを表示します。

③ 「JA2-SMW0001（ID-XXXX）」をタップするなどして詳細情報を表示します。
　 「電話」、「メディアの音声」、「連絡先の共有」のスイッチが表示されます。設定しない場合はス
イッチをオフにしてください。

　 ・電話・・・・・・・・・・・・本製品から電話できます。
　 ・メディアの音声・・・・スマートフォンの音声が本製品から出力されます。
　 ・連絡先の共有・・・・スマートフォンに登録されている連絡先が本製品に共有されます。

● 上記操作はスマートフォンによって異なる場合があります。Bluetooth機器との接続について、詳細は
お使いのスマートフォンの説明書をご確認ください。
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スマートフォンと接続する

アプリに権限を付与する
本製品がお使いのスマートフォンと連携する機能を利用する場合、「aiwa wear」アプリにアクセス
する権限を付与する必要があります。
例えば、連絡先を登録したり、本製品からスマートフォンのカメラを操作したりする場合、アプリがス
マートフォンの連絡先やカメラにアクセスすることを許可してください。

■  iPhoneの場合

■  androidの場合

① iPhoneの「設定」をタップします。

② アプリの一覧から「aiwa wear」をタップします。

③ 位置情報等にアクセスすることを許可します。

① スマートフォンの「設定」→「アプリ」をタップします。

② アプリの一覧から「aiwa wear」をタップします。

③ 「権限」をタップし、位置情報等にアクセスすることを許可します。

● 上記操作はスマートフォンによって異なる場合があります。Bluetooth機器との接続について、詳細は
お使いのスマートフォンの説明書をご確認ください。
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時計画面
本製品とアプリを接続すると、本製品の時計画面が表示されます。

本製品の操作

ここでは初期設定の時計画面の表示について説明します。表示される情報は選択したウォッチフェ
イスによって異なります。

■  時計画面の表示

●1　日にち、曜日の表示

●2　接続
スマートフォンと接続されているか表
示します。

●3　電池残量
電池残量を表示します。

●4　時刻表示

●5　血中酸素濃度

●6　心拍

●7　天気
今日の天気を表示します。

●8　歩数

2 3
1

4

5

6

7

8
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本製品の操作

設定メニュー
時計画面を下にフリックすると、各種設定メニューが表示されます。
本製品の「設定」を表示したり、「明るさ」等を設定できます。

ショートカットメニュー

通知メッセージ

時計画面を左にフリックすると、ショートカットメニューが表示されます。
さらに左にフリックすると、以下の順にメニュー画面が遷移していきます。

時計画面 → ステータス → 電話機能 → 心拍モニター → 血中酸素 → 睡眠モニター → 天気

時計画面を上にフリックすると、接続したスマートフォンが受信した通知やメッセージを確認できます。

● 本製品で通知やメッセージを受信する場合、アプリ側で通知の表示をオンにする必要があります。

デジタルクラウンを回すなどして、ウォッチフェイス（文字盤）は変更できます。
アプリのデバイス設定画面からウォッチフェイスをダウンロードして変更することもできます。

時計画面をフリック（指を上下左右に払う）すると、ほかの画面に移動します。
時計画面に戻る場合はフリックしたのと逆方向にフリックします。

・下にフリック・・・・・設定メニュー
・上にフリック・・・・・メッセージ
・左にフリック・・・・・ショートカットメニュー
・右にフリック・・・・・メインメニュー

■  ウォッチフェイスの変更

■  画面遷移
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本製品の操作

メインメニュー
時計画面を右にフリックすると、メインメニューが表示されます。メニューを選択すると本製品のさ
まざまな機能を使用できます。

■  トレーニング

■  電話

■  ステータス

運動時の移動距離や消費カロリー等を計測します。下記の手順で計測します。

① 「トレーニング」をタップします。

② 実施するトレーニングをタップします。計測が開始されます。

③ 「電源」ボタンを押すと一時停止します。続ける場合は「▶」をタップします。
　 終了する場合は「■」をタップします。計測した結果が保存されます。

接続したスマートフォンを利用して電話をかけることができます。

本日の歩数、距離、消費カロリーが表示されます。

ダイヤルパッド 電話番号を入力して電話できます。

通話履歴  通話履歴を表示します。履歴から電話できます。

連絡先  登録した連絡先に電話できます。
  連絡先の登録方法は36 ページを参照してください。

電話ロック 電話機能をロックします。
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本製品の操作

■  心拍

■  血中酸素

■  睡眠

■  ストップウォッチ

■  タイマー

心拍数を測定できます。また、心拍数のモニターが表示されます。

血中酸素濃度を測定します。再度測定する場合は「  」をタップします。

睡眠モニターが表示されます。

ストップウォッチを使用できます。

タイマーを使用できます。

● 本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使
用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。

● 本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使
用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。
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本製品の操作

● 本製品は気象予報をOpenWeatherから取得しています。

今日と明日の予想天気、最低 /最高気温が表示されます。

接続したスマートフォンで音楽再生時、音楽を操作できます。
「  」ボタンで一時停止し、「▶」で再生します。音量を操作することもできます。

アラームを設定します。

接続したスマートフォンの通知やメッセージを表示します。
タップすると拡大し、ゴミ箱アイコンで消去します。

呼吸を整えることができます。

■  天気

■  音楽

■  アラーム

■  メッセージ

■  呼吸訓練
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本製品の操作

本製品から接続したスマートフォンを鳴らして探すことができます。

■  スマートフォンを探す

● スマートフォンの音声出力を本製品に設定している場合、「スマートフォンを探す」をタップしたときに、
本製品から音が出力されます。ご注意ください。

● 本製品とスマートフォンの接続が切れている場合、本機能は使用できません。ご了承ください。
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本製品の操作

設定
本製品の情報を確認したり、設定項目を変更できます。

Bluetoothデバイス名、Bluetoothアドレス、バージョン、技適マークを確認できます。

本製品の電源をオフ（シャットダウン）します。

本製品を工場出荷状態に初期化します。

ウォッチフェイスを変更できます。

メインメニューの表示テーマを変更します。

ディスプレイの明るさを設定します。

■  デバイス情報

■  電源オフ

■  工場出荷リセット

■  ウォッチフェイス

■  テーマ

■  輝度
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本製品の操作

画面が消灯するまでの時間を設定します。

スマートフォンでスキャンすると「aiwa wear」アプリをダウンロードできます。

■  画面消灯

■  QRコード
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アプリの操作

aiwa wearアプリについて
本製品と専用アプリを接続すると、アプリ上で本製品の設定を行ったり、本製品で測定した情報
を確認できます。
アプリのインストール方法は20 ページを参照してください。
なお、アプリを使用する場合、アカウントを登録する必要があります。詳細は20 ページを参
照してください。
アプリと本製品の接続方法は21 ページを参照してください。
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アプリの操作

ダッシュボード
本製品で測定された情報が表示されます。
本製品とスマートフォンとの接続が切れた場合は、この画面を下方向にスワイプして再接続してくだ
さい。
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アプリの操作

デバイス
アプリに接続されたデバイスが表示されます。
タップすると、デバイス設定が表示されます。通知やウォッチフェイスのダウンロードなど、本製品の
設定を変更できます。また、デバイスの登録を解除できます。

デバイス画面 デバイス設定画面



36

アプリの操作

連携したスマートフォンの連絡先を10件まで本製品に登録できます。本製品から電話するときに
使用できます。

① 「デバイス設定」画面を表示します。

②「通知」をタップし、本製品に表示させたい通知のスイッチをオンにしてください。

①「デバイス設定」画面を表示します。

③ 「連絡先の追加」をタップします。スマートフォンに登録されている連絡先が表示されます。

③ 本製品に登録したい連絡先を選択します。

④ 「インポート」をタップします。

● スマートフォン側の通知の設定をオフにしていると、アプリ側の通知のスイッチをオンにしていても通知
が表示されません。ご注意ください。

● アプリがスマートフォンの連絡先にアクセスすることが許可されていないと連絡先を選択できません。
24 ページを参照して設定してください。

本製品の通知機能を使用すると、連携したスマートフォンのSMS等の通知を本製品に表示でき
ます。

■  スマートフォンの通知を表示する

■  連絡先を登録する
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アプリの操作

本製品を別のスマートフォンと接続する場合、下記の手順で前のスマートフォンからデバイスの登録
を解除する必要があります。

■  デバイスの登録を解除する

① アプリのデバイス画面で「編集」をタップします。

② 登録した本製品の「×」アイコンをタップします。

③ 「削除」をタップします。サーバーから本製品の情報が削除されます。

④ スマートフォンの「設定」からBluetoothの設定を選択し、本製品を削除してください。

● 別のスマートフォンのBluetooth機能から本製品を検索できない場合、前のスマートフォンの
Bluetooth設定から本製品が削除されているか確認してください。
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アプリの操作

設定
登録したアカウントの管理や、ログアウト、その他の設定を行います。
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故障かなと思ったら、次の点をお調べください。

電源が入らない（画像
も音声も出ない）

○USB充電ケーブル、あるいはUSBケーブルはしっかり接続さ
れていますか？ 差し込みを確認してください。
○電源がオフになっていませんか？ 電源の状態を確認してください。
○電池残量が無くなった可能性があります。充電をしてから再度
電源をオンにしてみてください。

起動が遅い ○電源がオフの状態から起動するときは、本製品の起動に時間が
かかる場合があります。

画面が暗い ○画面の明るさのレベルを下げていないか、「設定」→「輝度」
で確認してください。
○晴れた日の屋外では、画面が暗く感じることがあります。

画面がすぐ消える/暗
くなる

○電池の消費を抑えるため、一定の時間が経つと自動的に画面
が消灯します。
○画面消灯までの時間を変更したいときは、「設定」→「画面消灯」
で設定を変更してください。
○画面消灯までの時間を長く設定すると、バッテリーの消耗が早
くなります。
○電源ボタンを押すと再び画面がオンになります。
○「aiwa wear」アプリの、「デバイス設定」→「スイッチ設定」の、
「手首を上げて画面点灯」のスイッチがオンになっている場合は、
手首を持ち上げることで画面が点灯します。

動作が遅くなった/動
作が不安定になった

○周辺が高温、低温の場所でお使いの場合、動作が遅くなる場
合があります。できるだけ常温の場所でお使いください。

○本製品の動作が遅くなったり、不安定になったりする場合は、
一度電源をオフにしてから、再度電源をオンにすると改善する
場合があります。

本製品とスマートフォ
ンとの接続が切れる

○一度スマートフォンから離れると接続が切れる場合があります。
その場合は、アプリのダッシュボード画面で下にフリックして更
新してください。スマートフォンと本製品が再接続されます。

画面をタッチしても
反応しない

○18 ページを参照して、本製品の操作方法を確認してくだ
さい。

○画面が反応しない場合は再起動してください。

天気が表示されない ○24 ページを参照し、アプリの権限をすべて許可してくだ
さい。

トラブルシューティング
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トラブルシューティング

表示された天気と実
際の天気が合わない

○本製品の気象情報はOpenweatherから取得しております
が、予報と実際の天気が合わない可能性があります。ご了承
ください。

「スマートフォンを探
す」機能を使うとス
マートウォッチから
通知音が流れる

○スマートフォンと本製品を接続した場合、スマートフォン
のBluetooth音声出力が本製品に設定され、本製品から音
楽が流れます。23 ページを参照して、スマートフォンか
ら通知音が流れるように設定してください。

本製品で電話をかけ
る /受けることがで
きない

○本製品のアプリに電話の許可を与えてください。
○スマートフォンのBluetoothの設定から、本製品の電話機
能をオンにしてください。

デバイスを登録しよ
うとしても本製品が
見つからない

○一度ほかのスマートフォンと接続していた場合、本製品が
検索できない場合があります。その場合、前に接続していた
スマートフォンのアプリからデバイスを削除し、Bluetooth
の設定から本製品を削除します。その後接続を再度試して
ください。
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画面サイズ 1.85インチTFT液晶

解像度 240 × 280 px

Blueooth 5.2

対応OS iOS10以上
Andorid 5.1以上

防塵防水性能 IP67

電池 内蔵式リチウムポリマー充電池　200mAh

充電時間 約1.5時間

待機時間 約5日間

使用環境 温度 : -10 ℃～ 45 ℃

質量 約57g

生産国 中国

主な仕様

■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
※iPhoneは、Apple inc.の登録商標です。
※iPhoneは、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOS は、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商
標です。

※Android は Google LLC の商標です。
※Bluetoothは米国内におけるBluetooth SIG Inc.の登録商標または商標です。
※そのほか、記載の会社名および商品･サービス名は各社の登録商標または商標です。
■液晶画面について
以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
○一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
○明るさにむらが生じる場合があります。
○太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
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アフターサービス

保証書について

修理をご依頼の際は

○保証書は本製品に同梱されています。
○保証書は再発行いたしませんので、大切に保管ください。
○保証規定は、保証書に記載されておりますので、よくお読みください。

○お問い合わせいただく前に、本取扱説明書の「トラブルシューティング」のページをよくお読
みください。

○取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には、サポート窓口にお問い合わ
せください。

アフターサービスについては、直接下記サポート窓口までお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ先

○通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しください。
○サポートセンターの電話番号、対応時間などは予告なく変更することがあります。
○年末年始などのサポートセンターの休業日には、お客様への対応ができない場合がございます。

※本製品に関するお問い合わせ、サポート、サービスについては、日本国内限定とさせていただきます。

サポートセンター

      0120-685-037
携帯電話から 050-2018-6203 （有料）

受付時間  10:00～12:00、13:00～17:00
（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

Eメールアドレス ： support@aiwa-digital.com
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アフターサービス
○本製品に関して、ご不明な点はチャットボットを利用してお答えいたします。
　下記のQRコードをスマートフォンのカメラで読み取るか、URLを入力してチャットボットのペー
ジにアクセスいただけます。

FAQで解決できない場合は、チャットボット内で有人対応もしています。
 

有人対応受付時間 10:00～12:00、13:00～17:00 
（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

https://www.smartbot.jp/webchat/digiplus_c7faq?user_id=aiwa

https://www.smartbot.jp/webchat/digiplus_c7faq?user_id=aiwa


1-00220822
モデル名：JA2-SMW0001
製造元：JENESIS株式会社

aiwa-digital.com

aiwa digital
website twitter Facebook

ID : @aiwadigitaljp
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