スマートウォッチ取扱説明書
ID128Color HM

２．機能紹介
１ 時計モード

本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
本製品の御利用前に本誌を御一読頂けます様お願い致します。

現在の時刻が表示されます。
6899

【注意】

初回ご利用時は現在時刻と異なる時刻が表示されます。
スマートフォン等とペアリングが行われた際に
スマートフォン側の時刻情報を読み取って反映されますので
必ずペアリングを実施してからご使用ください。
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２ 歩数計モード

【詳細データ】

現在の歩数と目標達成率が
表示されます。
歩数計モード中にタッチボタンを
2 秒程長押しすると
詳細データが表示されます。

タッチボタン

本製品はウォッチ本体のタッチボ
タンをタッチまたは長押しして操

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

３ 心拍数モード

6899

このモードでは現在の心拍数を測定する事ができます。

【測定方法】
ランニング

時間

画面②

画面①
・歩数（単位：歩）
・移動距離（単位：キロメートル）
画面②
・経過時間（単位：分）
・消費カロリー（単位：カロリー）

※画面①の状態で 1 回タッチボタンを押すと画面②に切り替わります。

本製品はタッチボタンを押すと以下の順番で画面が切り替わります。
①

【確認可能データ】

画面①

作します。

各モード説明

この画面では以下のデータを確認する事ができます。

データー
モード

心拍数
モード

血圧テスト

タッチボタンで心拍数モード画面にすると、自動的に心拍数の測定が
始まります。（測定時間：約 5 秒）
測定が終わると現在の心拍数が表示され、ハートマークが脈打ちます。

サイクリング

【注意】

運動モード
運動モード
運動モード
アラーム
モード（※） （ウォーキング） （ランニング） （サイクリング）

計測値はあくまで目安であり、正確な値ではありません。
ウォッチの装着位置が不適切な場合、正しい心拍数を測定できない事があります。
装着位置をお確かめの上、装着し直してください。

１．初期設定

４ 血圧測定モード

１ アプリケーションをダウンロードする

このモードでは現在の血圧を測定する事ができます。
タッチボタンで血圧測定モード画面にすると、
自動的に血圧の測定が始まります。（測定時間：約 30 秒）
測定が終わると現在の血圧が表示されます。

本製品の御利用にはスマートフォン等のモバイル端末が必要となります。
お手持ちの iOS 端末または Andriod 端末が以下の用件を満たしているか御確認ください。
iOS 端末の場合
iOS 8.0 以上

Android 端末の場合
Android4.4 以上

【測定中の注意事項】

Bluetooth の場合
Bluetooth4.0 対応

測定中は通常の血圧測定時と同様に、
話をしたり体を動かしたりしないでください。

【結果の見方】

上段の数値が「最高血圧」下段の数値が「最低血圧」です。
左図の場合、最高血圧は 120mmHg、最低血圧は 78mmHg となります。

Apple Store および Google PLAY 等で「Very Fit Pro」を検索して
アプリケーションをインストールして下さい。
左の QR コードをスキャンしてインストールする事もできます。

【注意】

本製品での計測値はあくまで目安であり、正確な値ではありません。
より正確な値を計測する為には、アプリと連動する必要が有ります。

５ アラームモード

２ ウォッチの充電と装着方法

VeryFitPro で時刻とアイコンを設定しアラームを鳴らす事ができます。
VeryFitPro で設定した時刻になるとウォッチが振動して通知します。

本製品を初めてご利用になる際は、一度本体の充電作業を行ってください。
内蔵バッテリー残量が十分でない場合、設定に失敗する場合がございます。

※VeryFitPro でアラームを設定すると本体の画面に左のアラームモードが
表示されるようになります。
また、VeryFitPro 以外で設定したアラームは通知されません。

【充電方法】
① 電源スイッチ（タッチボタン）側のバンドを
引っ張って外し、充電用チップを露出させます。
このとき、反対側のバンドをはずして充電
しないようご注意ください。
充電口は金属が付いています

② 露出したチップをパソコンの USB ポート等へ
差し込むと充電が開始されます。
チップを差し込んだ際にウォッチが振動すれば
充電が開始されています。
注意：チップを差し込む向きにご注意ください。
向きが反対の場合は充電されません。
注意２：充電の際は 5V/500mA の
充電機器を御利用下さい。

【設定可能アイコン】

起きる

寝る

④

スマートフォンの Bluetooth 機能を ON にします。
VeryFitPro アプリケーションをインストールします。
初回起動時のみ、通知の許可を求められますので全て「許可」にしてください。
※通知を「拒否」に設定した場合、着信等がウォッチに通知されない場合がございます。
スマホとウォッチをペアリングします。ペアリング後、個人データの入力を
求められますので、各種個人データを入力して下さい。
※ペアリングや初期設定方法の詳細は右の QR コードまたは
下の URL から御確認頂けます。
サイト URL：https://www.janri.jp/download/

デート

パーティー

会議

【アラームの解除方法】

アラームモードの状態でタッチボタンを 2 秒程長押しすると、
左図の様にマークが表示され、設定したアラームが解除されます。
※アラームは VeryFitPro 側からも解除可能です。VeryFitPro 側から解除を行う場合は、
ウォッチとスマートフォンをペアリングした状態で解除を行ってください。

６ 運動モード
（ウォーキング、
ランニング、
サイクリング共通）
このモードでは各種運動の種類に応じて
リアルタイムデータを確認する事ができます。
※運動モードはウォッチ単体で御利用頂けます。
データはアプリと連動した際に自動的にスマホへ記録されます。

ランニング

サイクリング

3 アプリの初期設定およびペアリング方法
①
②
③

薬を飲む

タッチボタンを 2 回連続でタッチするとアラームが止まります。
（アラーム設定は解除になりません）

③ 充電が完了すると、ウォッチが振動しますので
ポートから抜いて、バンドを装着して下さい。
④ バンドを腕に装着し、バンドを締めます。
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下さい。
※心拍数および血圧を正確に測定したい場合は、
下記の図の位置にウォッチ本体が来るように
装着し、バンドを強めに締めて、ウォッチ本体と
肌がしっかりと密着するようにして下さい。

運動

【アラームの止め方】

【詳細データ】

【運動モードの使用方法】

タッチボタンを使って、各モードの開始画面（左画像参照）に合わせます。
合わせた後、タッチボタンを 3 秒程長押しすると
「３、２、１、GO」とカウントダウンが始まり
運動モードが開始されます。
運動モード中にタッチボタンを押すと、詳細データが表示されます。

この画面では、現在のリアルタイムデータを確認する事ができます。
確認可能なデータは以下の通りです。

1 分間当たりの
平均心拍数

歩数

消費
カロリー

移動距離

歩行および
走行ペース

平均速度

現在の時刻

【運動モードの終了方法】

タッチボタンを 3 秒程長押しすると、運動モードを終了することが出来ます。
終了後に運動データの保存が行われ、「いいねマーク」がウォッチに表示されます。

３．エラー表示について
エラーコード

故障内容
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加速度センサー異常

【データの保存と運動時間について】

運動モードの開始から終了までが 1 分以下の場合は
運動データが保存されません。
運動データが保存されなかった場合は、ウォッチに
「運動時間が短すぎる 保存されません」というメッセージが表示され、
「いいねマーク」は表示されません。
また、一部詳細データはスマートフォンとペアリング中かつ、
VeryFitPro でサポートされている運動種目である場合のみ表示されます。

【終了時画面データの見方】

運動モード終了後、運動の結果がデータとして表示されます。
タッチボタンを押すと順番に遷移し、心拍数画面の後に運動モードの
トップ画面に戻ります。表示される内容は以下の通りです。

運動モード中、左の図１がウォッチに表示された場合
ウォッチの内蔵メモリ容量が不足しています。
この場合、運動モードは強制終了となります。
メモリ容量不足の解消は VeryFitPro とペアリングを行い
データをスマートフォン側に記録させると解消されます。

図１

図２

図３

運動モード中にウォッチのバッテリー残量が少なくなった場合、
運動モードが強制終了される事があります。
ウォッチのディスプレイに左の図２のマークが表示されますので
ウォッチを充電して下さい。
ウォッチのバッテリー残量が少ない場合、
運動モードを開始出来ない場合があります。
ウォッチのディスプレイに左の図 3 のマークが表示されますので
ウォッチを充電して下さい。

７ カメラ撮影モード
このモードでは、スマートフォンカメラを遠隔操作する事が出来ます。

【撮影方法】

VeryFitPro 内のデバイス⇒写真を撮るを選択するとカメラ撮影モードになり
ウォッチが 1 回振動します。
撮影モード中にタッチボタンを押すと撮影されます。

【終了方法】

タッチボタンを長押しすると撮影モードが終了し、ウォッチが 1 回振動します。

８ 着信通知機能
本製品はペアリングしているスマートフォンへの着信をウォッチ側に表示する事が出来ます。
※この機能を利用する場合、VeryFitpro からの通知を全て「許可」にする必要があります。

【着信通知】

スマートフォン側に着信（通話）がある場合、ウォッチが振動し
電話番号・発信者名をディスプレイに表示します。
タッチボタンを押すと通知の消去、長押しすると通話を切る事が出来ます。
※ウォッチ側で通話に出る事は出来ません。

【メッセージ通知】
夜は一緒に
食べようね

スマートフォン側に着信（メッセージ）がある場合、ウォッチが振動し
メッセージ内容をディスプレイに表示します。
タッチボタンを押すと次のメッセージを表示します。
※ウォッチ側でメッセージへの返信は出来ません。

【対応アプリ一覧】

カレンダー、メール、SMS、Facebook、Wechat 、QQ、Twitter、Whatsapp、Linked in
Instagram、Facebook Messenger、Line、Viber、Skype、Kakao Talk、VKontakte

【注意事項】

・カレンダー、メール、SMSはスマートフォンのデフォルトアプリのみに対応しています。
・本製品は輸入品の為、日本語が崩れて表示される場合がございます。

９ その他通知機能
【長座アラート】

VeryFitPro 側で設定した時間以上、運動を検知出来なかった場合
ウォッチが振動し「長座注意」といった旨のメッセージが表示されます。
タッチボタンを押すとアラートを解除できます。

【目標達成通知】

VeryFitPro で設定した運動目標を達成した場合、ウォッチが振動し
「運動目標を達成しました」といった旨のメッセージが表示されます。
タッチボタンを押すと通知を消去できます。

【バッテリー残量アラーム】
↑
または
↓

ウォッチを使用中（運動モード以外）、バッテリー残量が少なくなった場合、
左図のアイコンが表示されます。ウォッチを充電して下さい。

心拍数センサー異常
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タッチ IC チップ異常
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メモリ ﬂach 異常

本製品に何らかの物理的故障またはエラーが発生している場合
ウォッチのディスプレイにレンチマークとエラーコード（数字 2 桁）が表示されます。
各エラーコードと故障内容は以下の通りです。

４．メンテナンス
本製品を快適にご利用頂く為に、定期的なメンテナンスを行ってください。

【運動モード時の注意事項】

運動モードの起動中、15 分間身体的動作が検出されない場合、
ウォッチに運動モードの自動終了する旨のメッセージが表示されます。
メッセージが表示されてから 15 秒後に運動モードが自動終了しますので、
運動モードを継続したい場合は運動を再開して下さい。
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・ウォッチ本体を清掃する際は柔らかい布で汚れをふき取ってください。
汚れが酷い場合は水を含ませた布で汚れを落としてください。
※洗剤や石鹸等は使用しないでください。
本体の故障の原因となる可能性があります。
6899

・ベルト部分を清掃する場合は、ウォッチ本体とベルトを分離してから
清掃を行ってください。
汚れが酷い場合はアルコールを含ませた布で汚れを落としてください。

５．よくある質問
・ペアリング時にウォッチが検出されない。

【解決方法】
スマートフォンの Bluetooth 機能がオンになっている事を確認してください。
また、スマートフォンとウォッチの距離が 50cm 以下になる様にしてください。
ウォッチ本体の充電が十分で無い可能性もあります。
ウォッチの充電を実施後、再度お試しください。

・ペアリング後にウォッチとの接続が切断される。

【解決方法】
ウォッチとスマートフォンが離れすぎている可能性が有ります。
スマートフォンとの距離をお確かめください。
本製品の動作範囲は最大 7m までです。

・ウォッチは検出出来るが、ペアリング出来ない。

【解決方法】
一時的な不具合である場合、スマートフォンの再起動で改善する場合があります。
スマートフォンを再起動後、再度お試しください。
また、アプリケーション側の不具合である場合はアプリケーションの削除と
再インストールをお試しください。

・ウォッチの運動記録をリセットしたい。

【解決方法】
ウォッチとスマートフォンをペアリングした状態で、VeryFitPro 内の
デバイス⇒その他詳細設定⇒「再起動」を選択してください。
自動的にウォッチが再起動され、運動記録がリセットされます。
※ VeryFitPro のバージョン及びスマートフォンの機種によっては
ペアリングが解除される場合がございます。

製品の情報、その他お問い合わせ先
製品情報の詳細や各種お問い合わせは、
以下の連絡先までお寄せください。

J ANR I
会社名
電話番号・FAX
受付時間
定休日
Email
URL

:
:
:
:
:
:

JANRI株式会社
048- 594- 9118
平日10：00～18：00まで
土曜日、日曜日
info@janri.jp
https ://www.janri.jp/

製品の不具合や返品に関するお問い合わせは
購入した店舗様へお願いいたします。

製品保証書（商品到着日の翌日から3 ヶ月ま で）

この保証書は当該製品の製品保証を受ける際に必要となり ま す の で 、
購入明細（納品書）と共に大切に保管してください。製品 保 証 書 ま た
は購入明細書を紛失された場合、製品保証を受ける事は出 来 ま せ ん 。
予めご了承ください。
初期不良の場合は商品到着日の翌日から起算して30日間 以 内 に 購 入 し
た店舗様までお問い合わせください。
30日間を過ぎますと如何なる事由であっても初期不良と し て の ご 対 応
は致しかねます。
ブランド

J A NR I

メーカー

JA NR I 株 式 会 社

