
取扱説明書

キッズ スマートウォッチ

使用方法

電源が入らない時のリセット方法

機能紹介

ご使用する前に
スマートウォッチをご使用する前に、まず付属のUSB
ケーブルでパソコンに接続して充電してください。充
電時間は約2時間です。
ご注意：充電中にスマートウォッチは使用不可です。

ホームボタンを3秒ほど長押しすると、スマートウォ
ッチの電源が入ります。スクリーンをタッチすると、メ
インメニュに入ります。

1．まずはパソコンと繋いで30分充電します。（*無反
応のままでも構いません）
2．電源OFFの状態で電源ボタン隣の小さなリセット
穴に、針や楊枝などでそこを軽く突くことでリセット
が行われます。
3．本体の電源ボタンを長押しして、そのまま付属の
ケーブルで本体をパソコンと繋ぎます。
4．電源が入ったら、リセット完了になります。

撮 っ た す べ て の 画 像 が 見 れ ま す 。
最新の画像は最初に表示されます。画面の矢印をタ
ップして、または画面をスワイプして、前または次の

 をタップすると、削除メニューが表示されます。
画像へ移ります。

1．カメラ   

をタップして、写真を撮ります。  
をタップすると、撮影した写真やビデオを確認で
きます。
をタップすると、カメラが切り替わります。

をタップして、ビデオを撮ります。
をタップすると、撮影したビデオを確認できます。
をタップすると、カメラが切り替わります。

をタップして、録音を開始します。
をタップすると、録音が保存されます。
をタップすると、最新の録音を確認できます。
をタップすると、前または次の録音へ移ります。
をタップすると、削除メニューが表示されます。

をタップして、ビデオを再生します。
をタップして、ビデオを一時停止します。
をタップすると、前の動画へ移ります。
をタップすると、次の動画へ移ります。
をタップすると、動画をフルスクリーンで再生でき
ます。

撮ったすべての動画が見れます。
最新の動画は最初に表示されます。（* 並び順を変
えることができます）
「オプション」をタップすると、管理メニューが表示
されます。
または動画ファイルを二回タップすると、再生モー

ドに入ります。

2．ビデオ  

3．写真管理  

4．ビデオ管理 

5．録音 

をタップして、音楽を再生します。
をタップして、音楽を一時停止します。
をタップすると、前の曲へ移ります。
をタップすると、次の曲へ移ります。
をタップして、音量を上げます。
をタップして、音量を下げます。
をタップすると、すべての曲が見れます。
「オプション」をタップすると、管理メニューに入
ります。
をタップすると、メインメニューに戻ります。

音楽の取り込む方法：
USB ケーブルを使用して、本体をパソコンと接続し
、パソコンから MP3 形式の音楽ファイルをコピー
して「My Music」という名のフ ォルダーに貼り付け
るだけです。完了したら USB ケーブルを取り外しま
す。（* 注：事前に内蔵された曲「Test Music」は
テスト用です）

管理メニューについて：
1- 音楽再生開始
2-ディテール（曲の詳細情報）
3- プレイリスト更新（曲を取り込んだ後に、リスト
に表示されていない場合はこちらをタップして更新
します）
4- 設定
A- 優先リスト：腕時計 /メモリカード
B-自動的にリストを作成

音楽再生の方法 :

6．音楽

もし「メモリカード」を選択した場合、「My Music
」に入れたすべての曲がリストとして再生します。
オフ：独自で「My Music」リストを作成します
（OFF を選択したら、左下の「保存」をタップして
リスト管理の画面に入り、「オプション」をタップし
て次の操作ができる）
①音楽再生開始
②ディテール（曲の詳細情報）
③追加（リストに曲を追加する）
④削除（「My Music」に入れた某曲を削除する）
⑤すべて削除（「My Music」に入れたすべての曲
を削除する）
（*注：削除した曲は実際にまだSDカードに保存され
ています。また聞きたい場合は、リストに曲を追加で
きます。）
C-リピート
D-ランダム
E- バックグランド再生

オン：もしA項目で「腕時計」を選択した場合、本
体に入れたすべての曲がリストとして再生します。

9種類のゲームがインストールされています。画面を
スワイプして、お気に入りのゲームをタップしてゲー

Memory Test: 難易度レベルを選択し、二枚
ずつカードを開き、同じ柄のカードがいく
つマッチできるかどうか、記憶力をテストし
ましょう！
Foodie war: 窓内のデザートを参照しなが
ら、画面下部の材料をタップして、窓内のデ
ザートと同じようにマッチして美味しいデ
ザートを作りましょう！

7．ゲーム

製品仕様
ディスプレイ 1.54インチIPSタッチスクリーン

640×480
320×240
506K+8G
JPEG
AVI

400mAh リチウムポリマー電池

画面解像度
ビデオ解像度

バッテリー

ストレージ容量
画像形式
ビデオ形式

各部の名称

·1 xマイクロUSBケーブル                ·1 x取扱説明書
·1 xスマートウォッチ
(内蔵リチウムポリマー電池付き)

同梱内容

USBポート

録音マイク

懐中電灯
リセット穴

カメラ

スピーカー
ホームボタン
/戻りボタン

ます。できるだけ多くポイントを獲得しましょう！

最終的に2048のタイルができればゲームクリアだ
が、それ以後も続けることはできます。また、完全に
タイルが動かせない状態になるとゲームオーバーと
なります。

る。同じ数字のタイルがぶつかると2+2=4、4+4=8と
いうように数字が足し合わされていく。

Princess Dress Up: 自分のプリンセスをき
れいにドレスアップしましょう！

Turntable:ホイールを回転させて、止まっ
たところの指示を確認します。指示通りに、
画面下部の色をタップし、タップ回数がカ

ウントされます。注：「Not Yellow 5x」の指示もありま
すが、これは黄色ではなく他の色を合計5回クリック
することを意味します。集中力を高めましょう！

2048:4×4のマスに数字が書かれたタイル
があり、スライドさせるとそれらはマスの端
まで移動し、同時に新たなタイルが出現す

Shoot: バスケットボールのリングが真ん中
へ移動してきましたら、画面上のボールを
タップしてシュートを決めましょう！

Fighter:入ってくる敵から惑星を守ってくだ
さい。基地に到達する前にそれらをすべて
破壊してください。紫色の敵は2回攻撃する

必要があります。できるだけ多くのポイントを獲得
しましょう！

貨やバッテリーを拾います。

8．時計文字盤作り

Bricks:すべてのレンガを破壊して次のレベ
ルに進みます。白いレンガは特別に 3 ボ
ールのボーナスを与えます。青いレンガは

Supercar: 他人の車が自分の車とぶつから
ないように、画面上に指で左右にスライド
して自分の車を移動しながら、路上に出て

         をタップして自分なりの時計文字盤を作りまし
ょう！
①       を選択した場合は、今写真を撮って文字盤の
顔にします。画面の矢印をタップして、時計デザイ
ンを選びます。

②       を選択した場合は、以前撮った写真から文字
盤の顔を選びます。

をタップして、写真を撮ります。
をタップすると、削除メニューが表示されます。
をタップすると、今のデザインが保存されます。
をタップすると、時計デザインを変更できます。

ホーム画面に戻り、ホームボタンを2回連続押します
と、画面をオフにします。        

2. 電源をオフにする方法：
ホーム画面に戻り、ホームボタンを3秒ほど長押しす
ると、スマートウォッチの電源をオフにします。 

3. 画面をタッチする方法：
画面に触れるときは、指全体で画面を1秒ほど長押
しします。爪を使わないでください。(画面を傷付ける
可能性がございます。)

4. PCで録音/写真/ビデオを見る方法：
まず付属のケーブルでスマートウォッチをPCと接続
します。
写真とビデオは 「Photo」 ファイルで見つけることが
できます。録音は 「Record」 フォルダにあります。    

 
時計文字盤画面で、指を下へスライド
したら、サウンドとアラームのオン/オフ
設定ができます。ワンタッチで無音に
切り替えることも、アラームを起動させ
ることも簡単にできます。

5．ワンタッチで無音・アラームonする方法：

1. 電池の使い方を誤ると、破裂して火災や化学火傷
によるやけどを引き起こす可能性がありますので、
以下の注意事項をよくお読みください：
・分解しないでください。
・高温になる場所や熱源の近くに置かないでくださ
い。
・直射日光の当たる場所に長時間放置しないでくだ
さい。
・火中に投じないでください。
2．バッテリー利用時間

バッテリーについて

2週間
2-3日
1日

低使用率
日常使用
頻繁使用

状態 バッテリー時間

時計文字盤の変更について
ホームボタンを押してホーム画面の時計文字盤画
面に入ります。
スワイプしてアナログまたはデジタルの時計文字盤
を選べます。
お気に入りの時計文字盤画面に止まったままホー
ムボタンを再度押すと設定完了となります。

1. 画面をオフにする方法：

お手入れ＆注意事項
・ほこりや水などがマイクロUSBポートに入らないよ
うに、使用していない時はマイクロUSBポートのゴム
製カバーをしっかりと閉めてください。
・ほこりや汚れなどがある場合は、湿らせた布で軽く
拭き取ってください。
・直射日光の当たる場所や直射熱源から遠ざけてく
ださい。
・本体を固い面に落としたり、湿気にさらしたり、水
につけたり、ぬれた手で触れたりしないでください。
・カメラのレンズはきれいにしてください。 撮影した
写真がぼやけている場合は、レンズにほこりや汚れ
が付いている可能性があります。次の方法でレンズ
をお手入れしましょう：1．レンズの表面に吹きます。
2．乾いた布で軽く拭き取ります。

懐中電灯の赤いところをタップして、ライトのオン /
オフを切り替えます。
懐中電灯をオンのままにしても、他の機能を利用

することができます。
電池の消耗に繋がるため、使わない時はオフにし
てください。
ご注意：懐中電灯を直接に人の目にあてないでく
ださい。

10．懐中電灯

15．電卓

メインメニューの背景を変更できます。
17．メニュー背景設定

基本的な数学計算ができます

日付を確認できます。
日付の表示が違う場合は、「設定」       で日付を調整
してください。

16．カレンダー

18．設定
・ボリューム（ゼロにすると、操作音がオフになる）
・ブライトネス
・ブライトタイマー
・日付
・時間
①24時間
②12時間
使用方法：
画面下部の時間をタップすると時間表示を変更でき
ます。
画面の時計をタップすると、時間を設定できます。
・学習＆水分補給
①勉強時間
②水分補給時間
使用方法：
画面の時計をタップすると、時間設定と曜日設定が
できます。
画面の矢印をタップして時間間隔を設定します。
画面のチェックをタップして開始します。
・ペアレンタルコントロール：
ペアレンタルコントロールとは、子供による本製品

のゲームの利用を、親が監視して制限する取り組み
のことです。子供が読めないように、こちらの設定言
語はすべて英語です。
「設定」から「PARENTAL CONTROL」を見つけて設定
操作に入ります：
「PARENTAL CONTROL」をタップします。
2-指示に沿って画面をそのまま長押しすると、次に
入ります。
3-「青(BLUE)、黄(YELLOW)、緑(GREEN)」アイコンが
あって指示に沿って色相応のアイコンを三回タップ
すると、設定画面に入ります。
4-ゲームの利用時間を設定：
（1）ゲーム利用不可
（2）15分
（3）30分
（4）60分
（5）90分
（6）制限なし
画面の矢印アイコンをタップして項目を選択し、下
の√をタップすると、設定完了します。
ご注意：
A. 「ゲーム利用不可」を設定しましたら、ゲーム画面

に入りません。
B. 設定された利用時間に達すると、ゲーム画面に入
りません。
C. 解除するには、改めて設定操作に入り、「制限なし
」を選択してください。
（5）90分
・設定
①内蔵メモリ/ストレージ
②言語設定(English/Spanish/Japanese/ltalian/-
German/Russian/Hebrew)
③初期化設定 

をタップしてストップウォッチを開始します。
をタップすると一時停止し、もう一度タップする
と再開します。
をタップすると、カウントがリセットされます。

13．ストップウォッチ

14．タイマー
をタップしてタイマーを開始します。
をタップすると一時停止し、もう一度タップする
と再開します。
をタップすると、カウントがリセットされます。
をタップしてタイマー設定に入ります。

重要なTlPS

6．ワンタッチで時間通知・音楽再生する方法：
時計文字盤画面で、指を上へスライドしたら、時間通
知と音楽再生のオン/オフ設定ができます。    をタッ
プして、今の時間を英語音声で通知します。    をタッ
プして、音楽を再生します。

6cm

8.2cm

风琴折

をタップして、歩数計を開始します。
をタップすると、歩数計がリセットされます。

ご注意：歩数計を開始すると、歩数は30秒ごとに更
新されます。

9．歩数計 

11．タイムマスター
        または        をタップして、パンダさんに教えても
らいたい時間を設定します。
        または        をタップして時間/分を調整します。
パンダさんをタップすると、設定の時間を英語で教
えてくれます。

をタップすると、アラームの時間を設定できます。
をタップして開始します。

アラームの 設定方法：
時間と分を上下にスワイプして、時間と分を設定し
ます。
確定をタップして設定した時間を確認します。
ご注意：バッテリー電量が低すぎる場合は、アラー
ムを再設定する必要があります。

12．アラーム


