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操作方法(2) anemos fitとスマートフォンとのペアリング △警告

装着の仕方

腕時計のように、きつすぎす、緩すぎす、快適な状態で

装着してください。（下図参照）
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画面を表示させる方法

タッチバネルを指で長押し、またはスワイプするか、肘を曲げ手首を回

転させること（※）で画面が表示されます。

※手首ジェスチャーがONの場合

機能 操作方法

時計表示 印 画面に切り替え、タップして⑤ に切り替える

切替 タッチバネルを長押しし、タッブして時計デザインを

切り替えて長押しで決定する

歩行データ 時計画面をタッブすると、歩数 0̀、カロリー ＾ ‘

閲覧 距離9、心拍数＂ と表示が切り替わる

心拍数
時計画面をタッブしてQ9に切り替え、「測定中」の

測定
表示の状態で4~5秒経週すると、現在の心拍数を

表示する

通知をオフにしたいときは、 ：R画面に切り替え、

マナーモード タッブして IOIに切り替えて長押しする

ON マナーモードがオンのとき、時計画面の上部にC)が

表示される

マナーモード ’'画面に切り替え、タップして 1[llに切り替えて
OFF 長押しする

スケジュールと
アブリ iWOWNfitproで設定する

目覚まし時計

充電方法

l．ペルト裏側の「▼OPEN」と文字がある反対側のベルト内部に USB

端子がはめ込まれています。

2．下図のように「▼OPEN」側と反対側を持ち、ベルトを「▼OPEN」

冒冒汀
の方向に引っ張り本体から外し、外れた本体を下に引っ張ると USB喘

子部が外れます。

/ : 
機能 時計 12 日付 □Ei/JEi 曜日 ［日］
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Bluetooth 00 メッセージ 、 スポーツ f 
に ：＇ スケジュール翌

繹｀＇

カロリー ＾ 距離 (km) Q 翠数 e9
携帯電声し邑 マナーモードロFF 101 マナーモードON心
時計表詞替⑤ 製晒報 ① 電源オフ ¢ 

訓細］ し 座りすぎ通知 ぃ• O 目覚まし時計奮§

リモート船影 r.. 、J スタート ► ＿疇止 ■
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操作方法(1)

機能 操作方法

電源を入れる タッチバネルを長押しする も
電源を切る

タッチバネルを下または上にスワイブして、 ：R画面に

切り替え、タップして ¢)に切り替えて長押しする

メインメニュー
タッチバネルを下または上にスワイブする 也

への切り替え

サブメニュー
タッチバネルをタップする も

への切り替え

メッセージ 曇 國面に切り替え、タッブしてメッセージを閲貰する

閲黄と削除 削除したいメッセージの直面に切り替えて長押しする

スポーツ
艮画面に切り替え、タッブしてスポーツタイブを選択

長押ししてアイコンが点滅になると、該当のスポーツモ

ードがスタートする

3．本体をバソコンの USBポートやスマートフォンなどの USBACアダ

プター充電器に差し込んで充電してください。

約45分でフル充電されます。

●電池の持ち時間は約 2~6日です。

& USB端子を逆向きに差し込んだ場合、充霜されません。
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アプリりWOWNfitpro」のダウンロード

アカウント設定

アブリ iWOWNfitproのアイコンをタッブして起動すると、すでにア

カウントを持っている場合は、ログインすればアブリを使用できます。

アカウントを持っていない場合は、登録してからログインしてください。

l.anemos fitの時計画面の左上に Bluetoothマーク(¢3)が放射状に動い

ていることを確認してください（図 l)。

2．スマートフォンの「設定」アブリを開いて、 Bluetoothをタッブして、

Bluetoothスイッチをオンにしてください。

＆ここでペアリングはしないでください。

3．アブリ iWOWNfitproを開いて、画面下中央のメインメニュー「デパ

イス」をタップして、「リストバンド」または「ブレスレット」をタッ

プしてください。

4.「デパイスを検索」画面で、「BracelXX-XXXX」があることを確認

して、「BracelXX-XXX X」をタッブして、ベアリングをしてください。

※XX-XXXXには数字（製品固有番号）が入ります。

5．ベアリングが完了したら、日時が同期され、歩行データ・睡眠の測定・

メッセージ通知・着信通知などの機能がオンになります。

このマークが ※上記の画面は、アンドロイドの表示になります
動いています アンドロイドのパージョンによっては表示が異

なる場合があります。

＆ ァンドロイドの場合、スマートフォンの位置情報 (GPS)がオンに

なっていないとベアリングができません。
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スポーツ／睡眠／心拍モニター

anemos fitには 30加速度センサーと心拍センサーが内蔵されており、遅

動状態・睡眠状態・心拍状態をキャッチし、スポーツ・睡眠データ・心拍デー

タを記録することができます。

睡眠データ・心拍データは、アプリ iWOWNfitproを通じて確認すること

ができます。

よくある質問(1)

Ql. anemos fitをアブリと接続させると、データの同期が自動的に行われ

たが、 anemosfitの時間が間違っています。

Al. anemos fitを再起動して、再度同期してください。

よくある質問(2)
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App storeまたは GooglePlayでiWOWNfitproを検索するか、下 Q2. anemos fitに着信通知がありません。

のQRコードをスキャンすることでアプリをダウンロードして、インス A2.アンドロイドの場合、 anemosfitをアプリと接続した後、アブリ

トールしてください。 iWOWNfitproに劃言、メッセージ通知、電話帳などへのアクセスを [::>!'
可能にし、パックグラウンドで実行中であることを確認してください。

スマートフォンにセキュリティソフトがインストールされている場合

は、アプリ iWOWNfitproを信頼できるソフトにする必要があります。

iPhoneの場合、スマートフォンを再起動してからもう一度anemos

fitをアブリ iWOWNfitproと接続してください。

Q3. anemos fitのBluetoothマークが接続済の点灯状態になっています

が、アブリのデータ同期ができません。

A3．通常は、スマートフォンの Bluetoothに問題がありますので、アブリ

を終了してから Bluetoothを再起動してください。それでも同期しな

い場合は、スマートフォンを再起動してください。

Q4. anemos fitとスマートフォンとの接続が切れてしまいます。

A4.スマートフォンの設定やセキュリティソフトの設定で、アブリ

iWOWNfit proが信頼できるソフトに設定されているかを確認して

ください。

●お客様こ自身で内蔵電池を交換することはできません。

製品を分解したり、開けたりすると、故障の原因となります。

●長時間装潜した場合、皮膚に異常が生じる可能性があります。もし皮膚

に発赤、腫れ、痒みまたはアレルギー症状が出た場合には、直ちに使用

をやめてください。症状に改善が見られない場合は、医者の診断を受け

てください。

●本製品には電子部品が含まれているため、不適切な使用で思わぬ事故や

ケガの原因となったり、製品の故障の原因となる場合があります。

●車の運転中やその他、集中力が必要な作業中に、着信通知などをチェッ

クしないでください。事故やケガの原因となります。

●子供やベットの手の届かないところに保管してください。また、小さな

郎品があるため、誤って飲み込んでしまうと窒息の危険性があります。

メンテナンスと装着時の注意事項
●皮虞と接触する部分を中心に、定期的にきれいな布などで拭いて掃除し

てください。

●熟湯、毒性物質などに近づけないでください。

●装着時、あまりきつ過ぎないように空気の通りをよくしてください。

●時々、腕から外して、掃除したり、皮膚の負担を軽くしてください。

●自分でカパーを取り外したり、分解しないでください。
●タッチバネルが破裂した場合は、使用しないでください。
●本製品を洗濯機や乾燥機に入れないでください。

●本製品を高温または極寒の躙境に置かないでください。

●温泉、サウナなどで使用しないでください。

●本製品を長時間直射日光に晒さないでください。
●破裂する恐れがありますので、火の中に投じないでください。

●洗剤などを使って洗浄しないでください。

●濡れた状態のまま充電しないでください。

●製品が高熱になっていると感じた場合は、直ちに取り外してください。
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主な仕様

寸法 ： ［本体］約 19X49Xl0mm（幅 X高x厚）

［ペルト］約252mm（長さ）

質塁 ：約 22g（ベルトを含む）

センサー ：30加速度センサー、心拍センサー

タッチバネル ： ［ディスブレイ］0LED、［タッチパネル］静雷式

電源 ：内蔵リチウムイオン電池 75mAh

充電方式 ：本体USB端子 (TypeA5V/lA)

（フル充電：約 2~6日間、充電時間：約45分）

通信方式 ：Bluetooth4.0（有効距離：約 10m)

防水／防塵 ： ［防水］IPX7、［防塵］IPBX

動作温度 ：0～40℃ 

対応スマート ：iOSlO.O以上／Android4.4以上

フォン Bluetooth4.D 
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山佐時計計器株式会社
〒158-0093東京都世田谷区上野毛 2-4-9

品名 ウェアラブル万歩厨anemosfit 

型名 AW-002 
お名前 様

こ住所
〒

お電話

メールアドレス ＠ 

保証期閻 お買い上げ日より 1年閏

お買い上げ日 西暦 年 月 日

お買い上げ販売店名

※電話番号とメールアドレスはアプリに登録しているものをこ記入ください
※確認のため、必す販売店名をこ記入ください

本書は、無料修理規定記載内容で無料修理または交換を行うことをお約束

するものです。

株式会社アイオーフィット

メール： service@iofit.co.jp

電話： 0466-47-9480

電話受付： l0:00-12:00、l3:00-l 7:30 

月～金（土日祝日、長期休暇を除く）

※通話料はお客様負担となります。

⑤ 
無料修理規定

1．正常な使用状態で保証期閾内に製品が故障した場合は、本吝に従い無料修煙または、
交換をさせていただきます。製品に故障が生じたと思われる場合は、弊社お問合せ
先までこ運絡ください。

2．こ連絡の際には、本保証書（なお、本書は再発行しませんので、大切に保管ください）
とお買い上げレシート又は領収書を四準備ください。

3．故障の状態により、修理ができない蝙合は、製品守欅となることがありますので
こ了承ください。

4保証期問内の故障でも次の場合は有料となります。
(l)保匪書及びお買い上げレシート又は領収書の提示がない場合
(2)保証書にお買い上げ日、及びお頁い上げ販売店名の記載がない場合、または本書

の記載を書き換えた場合
(3)保匪期閻中に発生した故障について、保証期闘終了後に修理を依頼をされた場合
(4)使用上の誤り（取扱説明言に沿った正常な使用をしなかった嬬合を含む）` また

は不当な修理や改造よる故障および燐傷
(5)火災、地震その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
(6)消耗，摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換

5．修理に際して再生部品・代替部品を使用する堀合があります。また、修理により交
換した部品は弊社が回収・処分させていただきます。

6．本書に基づく無料に理裟の襲品については、霰初のこ購入時の保証期間が適用され
ます。

7．故陣によりお罠い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補憾い
たしません。

8．記録媒体を搭戟または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録
内容が破損・消失する場合がありますが、記録内容についての補鰐はいたしません。

9．本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後2年閾です。補修用性能部
品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

10．この商品は海外ではこ使用になれません。 FORUSE IN JAPAN ONLY 

本書は、日本国内でのみ有効です。
This Wanranty is valid only in Japan. 

MEMO 

一株式会社アイオーフィット
〒251-0052神奈川県薦沢市藤沢 607-1

薦沢爾工会館 3FSFIC内No2
TEL 0466 (47) 9480 
（土、日、祝日を朦く平日10:00-12:00、13:00-17:30)
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