
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ユーザーヘルプ    

   

1) アプリは時計を見つけることができませんか？ 

a. 携帯電話の測位権限と位置情報、つまりGPSのスイッチをオンにします。 

b.  時計が他の携帯電話によってリンクされているかどうかを確認します。時計／ブレスレッ

トのBluetoothマークがリンクしているかどうかを確認できます。他の携帯電話とリンクして

いる場合、アプリはウォッチを見つけることができません。 

c. 携帯電話のBluetoothをオフにしてから、再度オンにしてください。アプリをオフにした後

再起動する 

 

2) 時計・ブレスレットが接続できない。 

a.  一部の携帯電話では、デバイスを検索するためにgpsをオンにする必要があり、gpsを開い

た後にもう一度試してください。 

b.  携帯電話のBluetoothをオフにしてから、再度オンにしてください。アプリをオフにして

から再起動 

c.  携帯電話を再起動し、アプリのリンクを再度開いてください。 

 

3) Bluetoothがアプリに接続できないのですが？ 具体的な点検手順 

a.  接続できない場合、検索リストで見つかるかどうかを確認します。 

b.  モバイル位置情報許可（GPS）がオンになっている必要があります。 

c. 携帯電話-設定-Bluetoothで、腕時計のBluetoothデバイス番号を探し、腕時計のデバイスを

無視し、Bluetoothをオフにし、再度Bluetoothをオンにし、アプリでバインドしてください。 

d.  携帯電話-＞設定-＞システムで、Bluetoothペアリングされたデバイスが多すぎて、ペアリ

ングが解除されないか、デバイスが無視されて、新しいBluetoothデバイスを接続できないか

どうか？ 

e.  Bluetoothを再起動します。 

f.  携帯電話を再起動します。 

g. ユーザーの携帯電話に接続されているデバイス番号が多すぎて、新しいBluetoothデバイス

に接続できないかどうか。携帯電話のBluetoothデバイス番号への接続には制限があるため、

ペアリングをキャンセルさせるか、デバイスを無視して、よく使うBluetoothデバイス番号を

1～3個残す 

 

4) 時計/バンドの時刻を設定する方法は？ 

a. APPを開き、Bluetoothをオンにし、ブレスレットを接続した後、自動的に時刻を同期させ

ます。 



 

5) 通知内容を確認する方法は？ 

a. メッセージプッシュインターフェースで、ブレスレットの小さなドットを長押しして入り

、小さなドットをクリックすると、ブレスレットが受信したメッセージの内容が表示されま

す 

b.  アンドロイド携帯 ブレスレットがAPPに正常に接続されたら、「リモート写真」をタップし、ブレスレッ

トのカメラインターフェイスをクリックします。 

 

6) カメラ機能の使い方を教えてください。 

b. Apple携帯電話 ブレスレットがAPPに正常に接続されたら、携帯電話のカメラをオンにし、ブレスレ

ットのカメラインターフェイスをクリックします。 
 

7) 電池残量を確認する方法は？ 

a. 電池残量は、ブレスレットのタイムインターフェイスで確認できます。 
 

8) 音楽コントロール機能の使用方法は？ 

a. ブレスレットがAPPに正常に接続されたら、携帯音楽プレーヤーを開き、ダウンロードリストの音楽

を再生し、長押ししてブレスレットの音楽インターフェイスをオンにします。(一部の携帯電話は内蔵

音楽プレーヤーをサポートしていませんが、QQ音楽プレーヤー、NetEaseクラウド音楽プレーヤーな

どをサポートすることができます。） 
 

9) フル充電にはどれくらい時間がかかりますか？ 

a. 通常、1時間でフル充電できます。バッテリーの性能を最大限に引き出すには、2時間以上充電す

ることをお勧めします。 
 

10) 時計/バンドの電源を切るにはどうすればいいですか？ 

a. まず、時刻のページに切り替え、手を離し、ボタンを長押しすると、リストバンドのハードウェア情

報が表示され、次に手を離し、再度長押しすると、閉じるボタンが表示され、ハンドルを離し、再度押

すと、ブレスレットの電源が切れるまでです。 
 

11) 接続方法とデータの同期方法を教えてください。 

a. Android携帯の場合。携帯電話のBluetoothをオンにして、APPを開き、バインドされたブレスレット

をクリックし、スキャンされたブレスレットをクリックします。ブレスレットが正常に接続された後、ブレ

スレットのデータがAPPに同期されます。(携帯電話のBluetooth設定で、ブレスレットのBluetoothを

接続しないでください。接続された場合、クリックしてペアリングをキャンセルすると、APPのブレスレ

ットの接続に影響します。） 

b. Appleの携帯電話：携帯電話のBluetoothをオンにし、APPを開き、クリックしてブレスレットをバイン

ドし、ペアリングボックスがポップアップ表示されたら、クリックペアリング、ブレスレットが正常に接続

された後、ブレスレットのデータは、APPに同期されます。 

c. デバイスページのsync/sync dataボタンをクリックすると同期されます。 



12) メッセージプッシュを受信できないのはなぜですか？Android端末の設定です。 

a. APPでメッセージプッシュスイッチがオンになっていることを確認する。 

b. 携帯電話の通知バーにメッセージが正常に表示されているか確認する。ブレスレットのメッセージ

プッシュは携帯電話の通知バーのメッセージを読み取るため、携帯電話の通知バーにメッセージが

ない場合、ブレスレットはプッシュを受信することができません。(携帯電話の設定で通知バーとステ

ータスバーを見つけ、WeChat、QQ、電話、SMSなどをオンにする必要があります）。 

c. APPを開く -> アプリの通知をクリック -> APPを開く 

d.WeChatを開く→私をクリック→設定をクリック→新しいメッセージの通知をクリック→メッセージの詳

細を表示するために通知を開く 

e. QQを開く -> 設定をクリック -> メッセージ通知をクリック -> 通知を開いてメッセージの内容を表示

する 
 
 

12.1) アップル携帯電話の設定  

a. APPでメッセージプッシュスイッチがオンになっていることを確認します。 

b. 電話設定を開く→通知をクリック→WeChat、QQ、SMS、電話などをクリックする。->通知を許可す

るを開き、"通知センター "に表示します。 

c. WeChatを開く→「Me」をクリック→「設定」をクリック→「新規メッセージ通知」をクリック→通知をオ

ンにしてメッセージの詳細を表示する 

d. QQを開く→「設定」をクリック→メッセージの通知をクリック→通知をオンにしてメッセージの内容を

表示する 
 
 

13) バインドを解除する方法を教えてください。 Android端末の操作方法です?  

1. アプリを起動し、バインドを解除するをクリックします。 

a. 携帯電話の操作 
 

2. アプリを起動し、バインド解除をクリックします。 

3. 携帯電話のBluetooth設定で当社のブレスレットを探し、後ろの小さな感嘆符をクリックし、このデ

バイスを無視することを選択します。 

4. このデバイスを無視した後、デバイスがまだリストに表示されていることが分かったら、Bluetooth

をオフにして再びオンにすることができます 
 
 

14) 時計/バンドは防水ですか？ 

a. ブレスレットは、蒸気、温水、熱湯に対する防水性はなく、水の飛沫を防ぐことができます(ブレス

レットを着けたまま泳ぐことはお勧めしません、水圧の影響を受けることがあります） 
  
 

15) 天気が表示されないのはなぜですか？ 

a. リアルタイムの天気を確認したい場合、APPを開くと、ブレスレットが正常に接続され、天気データ

を取得することができます。 
 
 

16) 睡眠のデータがないのはなぜですか？ 

a. ここで、毎日の歩数データ、睡眠データ、1週間の歩数データ、睡眠データを区別し、APPの異なる

ページを表示するように切り替える必要があります。 



 
 

17) なぜ歩数をカウントしないのですか？ 
 

a. 寝ているときは、歩数はカウントされません。例えば、朝起きたときなどは、ブレスレットが起きて

いないと歩数をカウントしません。 

b. ブレスレットを装着します。ハンドルリングをUSBに接続し、ブレスレットの小さなドットを一度押して

離し、数十歩歩いた後にブレスレットが歩数をカウントできるかどうかを確認しま。 

c. 歩数を数える際には自動学習プロセスがあり、さまざまな人の行動に応じて自動的に適応されま

す。 
 

18) 睡眠をモニターする方法とは？ 

a. 人が寝ているときは、一般的に静止した状態にあり、寝返りを打ったり腕を動かしたりすると、ブレ

スレットのセンサーが活動量の変化を記録します。 

b. ブレスレットは手首に装着します。体の動きの変化による変化を記録し、睡眠中であるかどうかを

判断する。睡眠を正確かつ効果的にモニタリングするために、独自のモニタリング条件を設定しまし

た。条件を満たしたブレスレットのデータだけが有効な睡眠データを記録します。 
 

19) なぜスリープデータがないのか？ 

a. 睡眠中の身体活動が頻繁で、睡眠の質が悪く、ブレスレットが非睡眠状態として認識されている。 

b. 睡眠は、入眠時間が午後6時から午前9時の間にある場合のみ記録されます。 
 

20) 時計・バンドの電源が入らないのですが？ 
 

a. APP がウォッチに正常に接続された後、「デバイスを探す」→「データを同期する」をクリックします

。時計は手を挙げることで画面をオンにするボタンスイッチをリセットし、データを同期します。 

b. 画面を明るくするために、お客様の手首を下から上へ垂直に持ち上げることをお勧めします。 

c. 工場出荷状態に戻した後、上記の操作をお試しください。 

d. 時計に歩数の記録があるかどうか確認してください。歩数記録がない場合は、アフターサービス

にお出しください。時計のGセンサーが故障している可能性があるため、手を上げても画面が点灯し

ない。手を上げて画面を表示させるには、時計の G センサーを識別する必要があります。 
 
 

21) なぜよく切断されるのですか？ 
 

a. こんにちは、この場合、携帯電話のシステムがソフトウェアをブロックまたはクリーンアップし、ソフ

トウェアが正常に許可されない可能性があります。異なる携帯電話ブランドによって、携帯電話を設

定してください。 

b. Android携帯でホワイトリストを設定し、自己起動の管理を有効にしてください。 
 
 

OPPO携帯電話設定。         

1. OPPO電話マネージャを開く→許可プライバシーをクリック→アプリケーション許可管理をクリック→ 

APPをクリック→「このアプリケーションを信頼します」を開く 

2. APPを開く→スマホの左下のタッチボタンをクリック→APPの左上のロックをクリックする  

3. 自己起動管理を開く -> 電話のマネージャーをクリック -> 自己起動管理をクリック -> APPを開く 

 



VIVOケータイの設定         

iマネージャーを開く→右上の「設定」をクリック→「加速ホワイトリスト」をクリック→APPを開く  

2. i Managerを開く -> ソフトウェア管理をクリック -> Self-Start Managementをクリック -> APPを開く 

 

Meizu携帯の設定          

1. Security Centerを開く -> Advancedをクリック -> Permission Managementをクリック ->  

All applicationsをクリック -> APPをクリック -> Trust this applicationをオンに -> All self-launchをオンに ->  

Display notificationsをオンにする 

2. 携帯電話マネージャーを開く -> 権限管理をクリック -> 自己起動管理をクリック -> APPを開く 

3. 携帯電話マネージャーを開く→電話加速をクリック→画面右上の設定するをクリック→ 

電話加速ホワイトリストをクリック→ホワイトリストを追加するをクリック  
 

LeTV携帯電話の設定          

1. APPを開く->モバイルタスクボタンをクリック->APPをドロップダウン->APPをロックする  

2. 携帯電話マネージャーを開く -> セキュリティとプライバシーをクリック -> 自己起動管理をクリック ->  

APPを開く 

3.携帯電話マネージャーを開く→「セキュリティとプライバシー」をクリック→「アプリ許可管理」をクリック→ 

「電話、アドレス帳、SMS」をクリック→APPを開く 
 

ファーウェイの携帯電話設定         

1. 携帯電話の設定を開く -> 保護されたバックグラウンドのアプリケーションをクリック ->  

APPまたは電話マネージャを開く -> 加速された最適化をクリック -> 保護されたアプリケーションをクリック ->  

APPを開く 

2. 携帯電話の設定を開く -> 自動的に開始するをクリック -> APPを開く  
   

OnePlusのスマホ設定          

1. スマホのシステム設定を開く→アプリケーションと許可をクリック→自動起動をクリック→APPを開く 

2. 携帯電話のシステム設定を開く -> アプリケーションと許可をクリック -> 

 アプリ休止をクリック (アプリ休止スイッチがオンになっている場合、アプリ休止管理をクリック) -> APPを開く 
 

サムスン携帯の設定         

1. APPを開く -> 携帯電話の左下にあるタッチボタンをクリック -> APPをロックするをクリック  

2. 自動操作スイッチをオンにする        

 

Gionee携帯電話の設定         

1. システム管理 ホーム -> グリーンバックグラウンド -> プロセスホワイトリスト ->  

「アプリケーションをホワイトリストに追加」を選択し、 

アプリケーションをホワイトリストに追加できるようになります。 
 

その他の携帯電話設定      

1. 電話設定またはセキュリティセンターで自動起動管理を探す   

2. APPを検索し、それを承認する     

 
 
 
 



22) 連絡先と通話履歴の同期に関する問題  
      

a. 腕時計の通話記録は50件以上保存できますが、128件以降は自動的に上書きされます。  

b. 腕時計に同期している携帯電話の連絡先は最大20件です。     

 
 
 

23) 時計が携帯電話を発見し、アプリがフラッシュバックしたらどうします？  
   

a. 初めてアプリを起動するときは、OKを選択してフローティングウィンドウの許可を開いてください。 

b. 他のアプリケーションの上層にアプリが表示されることを許可する    

 
 

24) 時計と携帯電話では、なぜ天気予報の気温が違うのです？  

    

a. APPは携帯電話に付属する気象ソフトから気象データを取得していないため。   

b. APPは携帯電話の位置情報に従ってサーバーを通じて天気データを取得し、腕時計に同期させます。 

c. APPの天気データは6時間ごとに更新されるため、 

携帯電話自身のソフトの天気データとは若干の誤差が生じます。 
 
 

 25) 曲の再生中や通話中に、オーディオのブルートゥースが突然切断されるのはなぜで か？ 
 

 a. ウォッチまたはAPPがDo Not Disturbモードをオンにしているためかどうか確認してくださ  い。ユー

ザーの使用に近いために、時計が邪魔しないモードをオンにすると、我々は、ユーザーの消耗を減

らすために、時計のオーディオ通話Bluetoothをオフにします。 時計が休ん でいることによって邪魔

された。 
 
 

 26) 時計の文字盤の時刻がよくリセットされるのはなぜですか？ 
 

原因不明でリセットされた場合、時刻はゼロになります。以下の条件で判断してください。 
 

a. 電源が入らず時計がオフの状態で、長期間充電されず、次に充電されたときに電源がオンになる。

その後、時刻合わせの時間になっても時計がAPPに接続されない。 

 

b. 時計装着時、ボタンを長時間押すとリセットされます。腕時計がクラッシュしたり、その他のソフトウ

ェアの問題で自動的に復元できないことを防ぐために、10秒以上ボタンを押すと腕時計がリセットさ

れるように設計しています。 設定を行います。 

  

c. ユーザーがダイヤルを押した後、成功するかどうかに関わらず、時計は再起動し、時刻を

ゼロにリセットします。ダイヤルが押された時、時計とAPPをずっと接続したままにしておいて

ください。 

       

d. ユーザーが手動で時計を工場出荷時の設定に戻すと、APPは時計との接続に失敗し

、時刻は時間通りに同期されません。 
          

e. 上記およびユーザーの使用によるその他の時計のリセット現象を除く。時計のハードウェアやソフト

ウェアに異常があり、時計がリセットされる場合があります。時間内に製品のアフターサービスに連絡

することができ、私たちは高品質のアフターサービスを提供します。 

 

 
 

27) Android APPのアプリケーション通知で、WeChat、QQ、WearProの切り替えオプションしか表示さ

れないのはなぜですか？ 
 



a. Androidシステムはバージョン11以上なので、ユーザーのプライバシーを保護するために、APPの

アプリケーションメッセージの通知許可を直接開くことができません。APPは、アプリケーションメッセ

ージのプッシュを実現するために、アプリケーションの関連情報を追加する必要があります。 

b. あなたは私たちのAPPで追加したいアプリケーションの通知のアプリケーション名 - 私たち - につ

いて - フィードバックを与えることができますので、私たちは、より良い経験を与えるために。 
 
 

28) APPのログインに失敗したのはなぜですか？  
      

a. iPhone側でAPPがWLANや携帯電話ネットワークのアクセス許可に設定されていない。  

b. Androidの場合、初回起動時にすべてのアプリケーションの許可を許可してください、 

そうすればAPPはより良いサービスを提供できます。 
 

29) ファームウェアのアップグレードの注意？  
      

a. 時計と接続した携帯電話の両方が完全に充電されているこ。     

b. ネットワークが安定している、それは良い無線LANの下でファームウェアをアップグレー 

ドすることをお勧めします。 

c. AndroidのBluetooth 5.0以上の携帯電話を使用して、アップグレードするようにしてください。 

d. Appleのアップグレード速度は比較的遅くなります。バックグラウンドに退く場合、アップグレー 

ドが失敗しやすいです。5.携帯電話の画面を明るく保ち、画面を押さえないでくださ。 
 

30) プッシュウォッチフェイスの考察？ 
 

a. 文字盤を押すときは、時計のバッテリーを30%以上に保ち、モバイルネットワークを安定させる必

要があります。ウォッチフェイスをカスタマイズする場合、WearProは携帯電話のアルバムと写真の

権限を許可する必要があります。 
 

31) 同期アドレス帳機能を持つ腕時計をMTKに接続したが、腕時計の同期に失敗た？   

a. MTK腕時計の同期連絡先と連絡先は、携帯電話のBluetooth 3.0から直接取得するので、 

携帯電話のBluetooth連絡先の許可スイッチをオンにする必要があります。 
 

  b. まず、IOS携帯電話は、Bluetoothの設定にあります。携帯電話のBluetoothを設定するためにリ

ンクした後、Bluetoothのリストで接続された時計を見つけ、そしてBluetoothの名前の後の記号をク

リックして、ビューを入力し、あなたが見ることができる "同期アドレス帳 "のスイッチは、オンにした

後、Apple電話は、正常に同期させることができる 
 

30.1) Android携帯は、Bluetoothの設定にあります。 
 

a. 接続されたBluetoothデバイスを見つけ、Bluetooth名の後ろの記号をクリックし、ビューを入力し、

オンにする "共有連絡先 "のスイッチは、正常に同期することができます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. フィードバック 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question and Option 

質問と選択肢 

 

Please fill in the problem description with more than 10 words so that we can provide better help 

より良いサポートを提供するために、10文字以上で問題の詳細を記入してください。 
 

Picture ( Optional, please provide screenshot of the problem) 

画像（オプション、問題のスクリーンショットをご提供ください。） 
 

Contact 

お問い合わせ先 
 

Submit 

提出 
 


