 FOR FIRST USE

1. Before using the player, please read the manual
carefully. If you have any question or any idea about
this product, please email support@agptek.com. We
look forward to hearing from you!
2. We strongly suggest you to back up the data in case
there is accident happening on the Digital Audio
Player. We are afraid that we could not bear
responsibilities for data loss due to mistaken
operation or hardware damage.
3. Generally wear at 1-2 finger width from wrist join. It
is not recommended to wear tightly and does not
shake. Otherwise, it will affect the blood circulation
and Bluetooth connection. Once the Bluetooth
connection is affected, the effect of music playback
via Bluetooth will be affected accordingly.
4. With the functions of sweat proof, it can be used in
daily exercise. Do not use in bath, sauna, hot spring
or other hot environments with hot water and steam,
which will lead to product failure. Owing to the
action of water pressure, do not wear it while
swimming or diving. This player may not work
properly or shorten its service life because of
moisture.
5. It is recommended to clean the player regularly with
a soft, lint-free cloth.
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6. THIS PLAYER DOES NOT SUPPORT QUICK CHARGE.
Please charge this player before use. It takes two
hours to fully charge.

 BUTTONS AND CONTROLS
1. Volume +/2. Recording Shortcut Button
3. Power Button
4. Charging Port/Earphone Jack

 QUICK GUIDE

❶ Power On/Off
A. Long press the power button for 3 seconds to turn
on/off the player.
B. Short press the power button to turn on/off the
screen display.

❷ Home Menu

The home menu is the starting point of each
application. There are 6 main functions on the home
menu: Music/Recorder/Tools (include Clock/Stopwatch/Calendar/Video/Pictures)/FM Radio/Pedometer
/Settings.

❸ Basic Operation
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Swipe up or right to switch its main function on main
interface, and tap the icon to enter.

❹ Import and Transfer Music

A. Connect to computer via the USB cable. Copy the
music and other files you need to transfer in the
computer, and then paste in the player, or just drag
and drop the music files or folders directly when
connected to computer. Compatibility OS:
Windows98/ME/2000/XP/Vista/10/Linux6.2/Mac OS
10.3 (with mass storage device support)
B. OTG: Use the supplied OTG adapter & USB cable to
connect watch and a USB-C smartphone, directly
transferring audio or other files to the watch.
C. Note: Do not disconnect your player during the
transferring process. Otherwise, the file being
transferred will be damaged.

 ENJOYMENT

❶ Music

Support Format: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV,
AAC-LC, ACELP.
Play

A. Playing music via Bluetooth devices

Make sure your device's Bluetooth is in pairing before
turning on player's Bluetooth. Find and tap [Bluetooth]
in [Settings]. Go to enable Bluetooth of player, and then
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start searching for devices for about 10s that can be
connected. After a successful search, select the device
that you would like to connect.
Note: Turning on the [BT On/Off Memory] will make
the player’s Bluetooth stay on. Every time you boot up
this player, its Bluetooth will turn on automatically and
connect your device automatically that had been
connected before (Ensure your device's Bluetooth is
on.)

B. Playing music via wired earphones.

C. Features
a. The related list will show, including: All Songs, Artists,
Albums, Playlists. Tap
/
to scroll up/down and
tap any one of these choices you wan to access to its
function.
b. Navigate on music playing interface:
Icon

Tap
Previous Track

Hold
Fast forward

Next Track

Fast rewind

Play
Pause
Submenu

-

c. Submenu:
- Home. Go back to home menu.
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- Play Mode. Choose play mode: Shuffle, Repeat
Playlist, Repeat One, Play by Playlist, View Playing,
Playlists Auto Switch.
 View Playing. Only play the first 10s of a track and
then skip next one.
 Playlists Auto Switch. After playing a song of a folder,
automatically play the song of the next folder.
- Equalizer. Set Equalizer (Off, Rock, Funk, Hip hop, Jazz,
Classical, Techno).
- Lyrics Display. Choose turn on or off the lyrics, off by
default.
- Resume. Take you back to the song or audio file you
are played last time or playing now.
- Bookmarks. Choose to add, delete or go to
bookmark.
- Variable Speed Playback. Set the speed of playing
music.
- Repeat Settings. Set replay times and interval.
Operation of A-B Repeat
On music playing interface, tap A-B mark to enter the
A-B repeat mode and B mark is flashing at this time
that indicates the starting time is set. Then tap A-B
mark again to set the ending time and the A-B mark is
flashing at this point to indicate that the player will
repeat automatically the passage from starting time to
ending time. Finally, tap the flashing A-B mark to back
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to normal playback.
- Delete. Choose to delete the song that is playing
now.
- Add to Playlist/Remove from Playlist. Choose to add
to or remove from the 3 playlists.

❷ Now Playing/Last Played

Take you back to the song or audio file you are playing
now or played last time.

❸ Pedometer

A. Navigate on step counting interface:
Icon

Tap
Back to the home menu
Start counting steps
Stop & save counting steps
Submenu

B. Submenu
Tap
to enter into its submenu after stopping
counting steps, and the display show:
a. History. All your saved step record will be listed here,
and you can save up to 12 records. If the history
record is full, it will automatically cover the previous
one.
b. Delete History. Choose to delete the history record
you want.
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c. Delete All History. Delete all the history record.
d. Height/Weight/Step. Set your height, weight, and
step length with
&
. Then, tap ✔ to confirm
your settings.

❹ FM Radio
A. Frequency Bands
Japan Radio: 76.0-96.0Mhz
Common/Europe: 87.0-108.0Mhz
B. Play
Find [FM Radio] in home menu and tap the icon to
access to its function. You can listen to radio via wired
earphones or Bluetooth devices (More details refer to
the above [Play music via Bluetooth devices] or the
below [Bluetooth] on [Settings].
C. Features
a. Navigate on radio playing interface:
Icon

Tap

Hold

Previous station

Auto tune (Forward)

Next station

Auto tune (Rewind)

Submenu

-

b. Submenu
The display will show: Home, Start FM Radio Recording,
Presets, Save to Preset, Clear Preset, Auto Tune, Tuner
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Region and FM Recordings.
- Auto Tune. Search stations automatically. Find the
searched stations in [Presets].
- Save to Preset. Save the station that you are listening
to to [Presets] list.
- Clear Preset. Click [Clear Preset] to enter the
[Presets], choose the station you want to clear, and
choose [Yes] to clear the preset station.
- FM Recordings. Choose [Start FM Radio Recording].
Click / of recording to start/stop. Swipe right on
the screen or move the recording shortcut switch
down to save the recording file.
c. Note:
- When using the radio function for the first time or
when there is no station, the station can be added by
[Presets], [Auto Tune].
- The FM radio does not support playback by built-in
speaker. No built-in antenna, it is necessary that the
wired earphones or antenna connect to the 3.5mm
port for receiving signals.
- FM radio supports listening with the wired
earphones and Bluetooth devices.

❺ Recorder

Support
Format:
32kbps/64kbps/128kbps/192kbps,
512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps
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MP3:
PCM:

A. Start Voice Recording
Move the recording shortcut switch up on the side of
player to start recording. Tap
on the interface to
start voice recording, and tap
to pause. Then, swipe
right on the screen or move the recording shortcut
switch down to save the recording. Find the saved
recordings in [Recorder] > [Recordings Library].
B. Recording Settings
Find [Recorder] on the home menu and tap its icon, A
related list will show: Recordings Library, Recording
Format, VOR On/Off.
a. Recordings Library. All you save recordings can be
found here.
b. Recording Format. Choose the record format
between MP3/PCM.
c. VOR On/Off. When you start recording under VOR
mode, the recorder will start recording automatically
if sound is detected and stop recording when no
sound detected.

A. Clock

❻ Tools

Tap [Clock] to enter. Set the Alarm On/off, Alarm Time,
Alarm Cycle, Alarm Music, Alarm Volume you want.

B. Stopwatch

Navigate on timing interface:
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Icon

Tap
Start
Start next timer based on the previous one
Pause
Resume
Back to the tools’ list
Submenu

C. Calendar.

Swipe up or down to switch the month.

D. Video

Support Format: AVI, MOV(240*240). Note: If the
format of your video is not supported, you can visit
http://wwwagptek.com/supports/manuals-download
s/#product-drivers-tool to download video conversion
tool (Video_Format_Converter). Then convert the
format of your video and enjoy video.
a.Navigate on video playing interface:
Icon
<

Tap

Hold

Previous video

Fast forward

>

Next video

Fast rewind

Pause
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Play

-

Back

-

Submenu

-

b. Submenu
- Brightness. Set the brightness of the display with
& . Then, tap ✔ to confirm your settings.
- Repeat . Choose: Off, Repeat 1, Repeat All.
- Delete. Delete the video you are playing.
E. Pictures
Support Format: JPEG, BMP, GIF
a.Navigate on picture viewing interface:
Swipe left or right to go to previous/next picture. Tap
to view pictures automatically and tap
to stop.
b. Submenu
On picture viewing interface, tap
to access to its
submenu, including: Brightness, Backlight timer,
Slideshow Settings, Delete Picture. Set according to
your preference.

❼ Settings

A related list will show, including: Language, Bluetooth,
Date and time, Display Settings, Shutdown Settings,
Password, Information, Format Device, Factory Settings.
A. Bluetooth. Find [Bluetooth] and tap it to enter. Set
the BT On/Off, BT On/Off Memory, Search for
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Devices, Device List according to your needs.
How To Use BT?
Turn On Bluetooth and start to search the devices that
can be connected. Select the device you want to
connect. After successfully connected, this player is
ready to play music or FM radio via BT headphones, BT
speaker, etc.
B. Date and Time. When you want to set time, you can
tap HH | MM to switch among hours | minutes, and
click ✔ to confirm. Set date under [Set Date] and
adjust the date in the same way.
C. Display Settings. Set Brightness, Backlight Timer and
Screensaver.
a. Backlight Timer. Help you select the interval
(10S/30S/60S/Always on) of Screen saver.
b. Screensaver. A related list will be displayed:
None/Dial 1/Dial 2/Dial 3/Dial 4. Select any one of
four choices, the screen will display the
corresponding interface.
D. Shutdown Settings.
a. Power Off. Shut off automatically if there is no
operation when reaching the set time (1/3/5 min).
b. Sleep Timer. Shut down automatically when reaching
the set time (Close, 1/3/5min).
E. Password. Choose to enable, disable or modify the
password.
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F. Information. Check player information and disk
space about your player.
G. Format Device/Factory Settings. Format the device
or restore to factory settings.
Note: Before formatting the device, please backup the
file so as not to lose any files.

 HELP & TROUBLESHOOTING

❶ Can’t turn on the player
Please check whether the player is run out of power,
connect the player to an adapter and try again after
charging.
❷ Can’t charge the battery
A. Disconnect the player, and then reconnect it.
B. Charge the battery under an proper temperature
within the range of 5℃ (41℉) to 35℃ (95 ℉).
C. Turn on the computer.
❸ Can’t download files from computer
A. Please confirm whether it’s connected properly.
B. Please check whether the storage space of the
internal memory is full.
C. Please check whether the USB cable is damaged.
❹ Can’t recognize the player when connected to the
computer via USB cable.
A. Disconnect the player, wait for a few minutes, and
then reconnect it.
B. Disconnect the player, restart the computer. Then
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reconnect the player.
C. Connect your player to another USB port on your
computer.
D. If the player has not been used for a long period of
time, charge the player for about 10 minutes, after
which it should start operating normally again.

 SPECIFICATIONS
Wristband
Screen
Internal
memory
Bluetooth
Languages
Battery

TPU; Suitable for wrist: 14-22cm
1.54’’ TFT screen (aluminum alloy)
16GB
BT 5.0 (10m)
English/German/Russian/French/Polish
/Japanese/Chinese/Italian/Spanish etc.
220mAh Li-ion Polymer battery
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 ご使用の前に

1. AGPTEK 製品をお買い上げいただき、ありがとうござい
ます。正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には
必ず取り扱い説明書を良くお読み下さい。商品について
ご意見やご要望、あるいは問題などがございましたら、ご
遠慮なく support@agptek.com までご連絡下さい。
2. 本製品に音楽等のファイルを入れたところ、データを紛失
しないように、ファイルをバックアップしてください。誤ったご
使用やハードウェアの損傷によるデータの損失について
は、いかなる場合も弊社は責任を負いませんので、あら
かじめご了承ください。
3. つけた時にベルト内側に指 1－2 本分の余裕があるサ
イズをお勧めです。正確な心拍数を測定するために、し
っかりと着用しない、揺れしないでほうがいいです。さもな
ければ、それは Bluetooth 機能の正常使用に影響を
与えます。
4. 防汗機能を持ち、日常の運動にも使用できます。火災
や感電の原因となりますので、お風呂、サウナ、温泉、ま
たはお湯と蒸気のある他の暑い環境では使用しないでく
ださい。水圧の作用により、水泳やダイビング中は着用
しないでください。
5. 柔らかい布で製品を定期的に清掃してください。
6. 本製品は急速充電をサポートしていません。ご使用の前
に、製品を 2 時間充電してください。
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 各部の名前
1. 音量 +/2. 録音ショートカットスイッチ
3. 電源ボタン
4. 充電ポート/イヤホンジャック

 機能について
❶ 電源 オン/オフ

A. 電源ボタンを約 3 秒間長押すると、本機の電源がオン・
オフにします。
B. 電源ボタンを一回押すと、画面が点灯・消灯されます。

❷ ホームメニュー

ホームメニューで様々な機能があります。ホームメニューには
主に 6 つの機能があります: 音楽/録音/ツール（目覚まし
時計、ストップウォッチ、カレンダー、ビデオ、画像等を含
む）/FM ラジオ/歩数計/設定。

❸ 基本操作

上または下にスワイプしてメイン界面のメイン機能を切り替
え、アイコンをタップしてその機能を入ります。

❹ 音楽転送について

A. USB ケーブルで本製品をパソコンに繋ぎます。コンピュータ
ーに音楽等のファイルをコピーしてプレーヤーに貼り付けた
り、コンピューターに接続されている時に音楽ファイルまた
はフォルダーを製品のデイスクに直接ドラッグアンドドロッ
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プ し た り し ま す 。 互 換 性 ： Windows
98/ME/2000/XP/Vista/10/Linux 6.2/Mac OS 10.3
（大容量記憶装置をサポート）
B. OTG: 付属の OTG アダプターと USB ケーブルを使用して
本製品と USB-C スマートフォンを接続し、音楽やその他
のファイルを本製品に直接転送します。
C. 注意：データの破損の原因となりますので、ファイル転
送中は USB ケーブルを外さないでください。

 主な機能

❶ 音楽

サポートしているフォーマット：MP3、WMA、 OGG、APE、
FLAC、WAV、AAC-LC、ACELP。

A. Bluetooth デバイス経由で音楽を再生

本 製 品 の Bluetooth を オ ン に す る 前 に 、 デ バ イ ス の
Bluetooth がペアリングされていることを確認してください。
「 設 定 」 に 「 Bluetooth 」 を 見 つ け ま す 。 プ レ ー ヤ ー の
Bluetooth を有効にして、接続可能なデバイスを約 10 秒
間検索します。検索が成功したら、接続したいデバイスを
選択します。
注意：Bluetooth 記憶機能をオンにすると、プレーヤーの
Bluetooth がオンのままになります。本製品を起動するたび
に、Bluetooth が自動的にオンになり、以前に接続されて
いたデバイスが自動的に接続されます（デバイスの
Bluetooth がオンになっていることを確認してください）。

B. 有線イヤホン経由で音楽を再生
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C. 特徴

a. 音楽機能に入ると、すべての曲/アーティスト/アルバム/プ
レイリスト等の選択肢が表示されます。 / 矢印ボタ
ンで各選択肢を選択して、対応文字をタップしてその機
能に入ります。
b. 音楽再生界面：
アイコ
ン

タップ

長押す

前の曲

早戻し

再生

-

一時停止

-

サブメニュー

-

次の曲

早送り

c. サブメニュー：
- ホーム：ホームメニューに戻ります。
- 再生モード：シャッフル、プレイリストをリピート、一曲リピ
ート、プレイリストで再生、閲覧再生、フォルダー自動的
切り替え。
 閲覧再生：曲の最初の 10 秒のみを再生してから、次
の曲をスキップします。
 フォルダー自動的切り替え：当該フォルダの曲が再生
完了したら、自動的に次のフォルダの曲を再生します。
- イコライザー：オフ、ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャ
ズ、クラシック、テクノ等の選択しが表示されます。
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- 歌詞の表示：歌詞の表示をオン/オフにします。デフォル
トではオフになっています。
- 直前に再生した曲：前回または今再生している曲また
はオーディオファイルに戻ります。
- ブックマーク：ブックマークを追加、ブックマークに移動、ブ
ックマークを削除等の選択しが表示されます。
- 変速再生：音楽の再生速度を設定します。
- リピート設定：再読回数、再生間隔を設定します。
A-B リピートについて
音楽再生界面で、A-B マークをタップして A-B リピートモード
に入ります。この時点で B マークが点滅し、開始時間が設
定されました。次に、A-B マークをもう一度タップして終了時
間を設定します。この時点で A-B マークが点滅し、プレーヤ
ーが開始時間から終了時間までの経過を自動的に繰り返
すことを示します。最後に、点滅している A-B マークをタップ
すると、通常の再生に戻ります。
- 削除：再生している曲を削除します。
- プレイリストに追加/プレイリストから削除： 3 つのプレイ
リストに追加または削除することを選択します。

❷ 再生中

前回または今再生している曲またはオーディオファイルに戻り
ます。
A. 歩数計界面

❸ 歩数計

アイコン

タップ
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ホームメニューに戻る
開始

停止・データ保存
サブメニュー
B. サブメニュー
をタップしてサブメニューに入ります。以下の選択しが表
示されます。
a. レコード：保存されたすべてのステップレコードがここに表
示され、最大 12 個のレコードを保存できます。履歴レコ
ードがいっぱいになると、自動的に前のレコードがカバーさ
れます。
b. レコードを削除：削除したいレコードを選択して削除しま
す。
c. 全てのレコードを削除：すべてのレコードを削除します。
d. 身長/体重/ストライド：あなたの身長、体重を設定し
ます。 / でストライドの値を選択して、 ✔ をタップし
て設定を確認します。

❹ FM ラジオ
A. 周波数範囲
日本周波段：76.0-96.0Mhz
普通/ヨーロッパ周波段：87.0-108.0Mhz
B. 再生
ホームメニューで「ラジオ」を見つけて、アイコンをタップしてそ
の機能に入ります。有線イヤホンまたは Bluetooth デバイス
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を介してラジオを聴くことができます（詳細については、上
記の「Bluetooth デバイス経由で音楽を再生」または以下
の「Bluetooth」の説明を参照してください）。
C. 特徴
a. ラジオ再生中界面：
アイコ
ン

タップ

長押す

前の放送局

オートチューン(次へ)

次の放送局
サブメニュー

オートチューン (前へ)
-

b. サブメニュー
「ホーム」、「FM ラジオ録音を開始」、「プリセット」、「プリセ
ットに保存」、「プリセットをクリア」、「自動チューニング」、
「周波数範囲」、「FM 録音」等の選択しが表示されます。
- 自動チューニング:放送局を自動的に検索します。「プリ
セット」で検索した放送局を見つけます。
- プリセットに保存：聞いている放送局を「プリセット」リス
トに保存します。
- プリセットをクリア：「プリセットをクリア」をクリックして
「プリセット」に入り、クリアしたい放送局を選択し、「は
い」を選択してプリセット放送局をクリアします。
- FM 録音:「FM ラジオの録音を開始」を選択します。
/ をタップして、録音を開始/一時停止にします。画
面を右にスワイプしたり、録音ショートカットスイッチを下に
移動したりして、録音ファイルを保存します。
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c. 注意:
- ラジオ機能を初めて使用する場合、或いは放送局がな
い場合は、「プリセット」または「自動チューニング」で放
送局を追加できます。
- FM ラジオは、内蔵スピーカーによる再生はサポートしてい
ません。 また、内蔵アンテナもありません。有線イヤホン
またはアンテナを 3.5mm イヤホンジャックに挿入して信号
を受信する必要があります。
- FM ラジオは、有線イヤホンと Bluetooth デバイス経由で
の再生をサポートしています。

❺ 録音

サ ポ ー ト し て い る フ ォ ー マ ッ ト ： ① MP3:
32kbps/64kbps/128kbps/192kbps 、 ② PCM:
512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps
A. 音声録音を開始
製品の側面にある録音ショートカットスイッチを上に移動し
て、音声録音を開始します。録音界面で
をタップする
と録音が開始します。 をタップして一時停止になります。
画面を右にスワイプしたり、録音ショートカットスイッチを下に
移動したりして、録音ファイルを保存します。保存された録
音ファイルを「録音」> 「録音保存庫」で見つけます。
B. 録音設定
ホームメニューで「録音」を見つけて、そのアイコンをタップして
その機能に入ります。「録音保存庫」、録音フォーマット、
VOR 設定等の選択しが表示されます。
a. 録音保存庫：すべての保存された録音ファイルはここで
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見つけます。
b. 録音フォーマット：MP3/PCM の録音形式を選択しま
す。
c. VOR 設定：VOR モードで録音を開始すると、音声が
検出される場合、製品は自動的に録音を開始します。
音声が検出されない場合は録音が停止されます。

A. 目覚まし時計

❻ ツール

目覚まし時計（オン・オフ）、音楽を設定、時間を調整、
音量等を設定できます。

B. ストップウォッチ
界面表示：
アイコン

タップ
開始
前のタイマーに基づいて次のタイマーを開始
停止
再開

ツールのリストに戻る
サブメニュー

C. カレンダー

上または下にスワイプして月の値を切り替えます。

D. 動画

サポートしているフォーマット：AVI、 MOV(240*240)。注
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意：ビデオの形式がサポートされていない場合は、「http：
//wwwagptek.com/supports/manuals-downloads
/#product-drivers-tool」 にアクセスして、ビデオ変換ツ
ール（Video_Format_ Converter）をダウンロードしてくだ
さい。
次に、ビデオの形式を変換してビデオをお楽しみください。
a.ビデオ再生界面：
アイコ
ン

タップ

長押す

<

前のビデオへ

早戻し

>

次のビデオへ

早送り

停止

-

再生

-

戻る
サブメニュー

-

b. サブメニュー
- 明るさ： / でディスプレイの明るさを設定します。次
に、✔ をタップして確認します。
- リピート：オフ、リピート 1、すべてをリピート。
- 削除：再生しているビデオを削除します。

E. 画像

サポートしているフォーマット：JPEG、BMP、GIF
a.画像再生界面：
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前または次の画像に移動するには、左または右にスワイプ
します。 をタップして自動的に画像を再生します。 をタ
ップして停止になります。
b. サブメニュー
画像再生界面で、 をタップしてその機能に入ります。明
るさ、バックライトタイマー、スライドショー設定、画像を削除
等の選択しが表示されます。

❼ 設定

言語、Bluetooth、日付と時刻、表示設定、シャットダウ
ン設定、パスワード、情報、デバイスをフォーマット、工場出
荷時設定などの選択しが表示されます。
A. Bluetooth：「Bluetooth」を見つけて、その機能に入
り ま す 。 必 要 に 応 じ て 、 Bluetooth オ ン / オ フ 、
Bluetooth 記憶機能、デバイスを検索、デバイスリスト
等を設定します。
Bluetooth の接続方法は？
Bluetooth 機能をオンにして、接続可能なデバイスの検索
が開始します。接続するデバイスを選択します。成功に接
続したら、本機は BT ヘッドフォン、Bluetooth スピーカーなど
のデバイスを介して音楽や FM ラジオを再生することができ
ます。
B. 日付と時刻：時間を設定する場合、HH | MM の間
に切り替え、値を選択します。✔ をタップしてその値を
確認します。日付の設定方法は同じです。
C. 表示設定：明るさ、バックライトタイマー、スクリーンセー
バーを設定します。
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a. バックライトタイマー：スクリーンセーバーの間隔（10 秒
/30 秒/60 秒/常にオン）を選択します。
b. スクリーンセーバー：なし/ダイアル 1/ダイアル 2/ダイアル
3/ダイアル 4 を選択できます。
D. シャットダウン設定
a. スリープタイマー：設定した時間（1/3/5 分）に達して
も操作がない場合は本機が自動停止します。
b. 節電モード：設定した時間に達したら自動的にシャット
ダウンします。閉じる、1/3/5 分等を選択できます。
E. パスワード：パスワードの有効化、無効化、または変更
を設定します。
F. 情報：プレーヤーに関するプレーヤー情報とディスク容量
を確認します。
G. デバイスをフォーマット/工場出荷時設定：デバイスをフ
ォーマットするか、工場出荷時の設定に戻します。
注意：デバイスをフォーマットする前に、ファイルを紛失しな
いように、ファイルをバックアップしてください。

 故障かな？と思ったら

❶ 電源が入らない
プレーヤーは電力不足かどうかご確認ください。付属充電ケ
ーブルで製品をしばらく充電してからもう一度再起動してく
ださい。
❷ 充電できない
A. 本機を取り外して、数分間待ってから、再度接続してく
ださい。
26

B. 5℃（41℉）〜35℃（95℉）の温度環境でバッテリ
ーを充電してください。
❸ コンピューターからファイルをダウンロードできません
A. 正しく接続されているかどうか確認してください。
B. 内蔵容量がいっぱいかどうか確認してください。
C. 充電ケーブルが破損されていないか確認してください。
❹ パソコンに認識されません
A. 本機を取り外して、数分間待ってから、再度接続してく
ださい。
B. パソコンを再起動して、本機を再接続します。
C. 本機を他の USB ケーブルでパソコンに繋いでください。
D.長時間使用していない場合は、約 10 分間充電してくだ
さい。その後、正常に動作する可能性があります。

 仕様
リストバンド
スクリーン
内蔵メモリ
Bluetooth
言語
バッテリー

TPU 製・適用サイズ：14-22cm
1.54’’ TFT スクリーン (アルミ合金)
16GB
BT 5.0 (10m)
英語/ドイツ語/ロシア語/フランス語/
ポーランド語/日本語/中国語/イタリ
ア語/スペイン語等
220mAh リチウムポリマー電池
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