
PRIME



取扱説明書

1

1.安全情報:
KOSPET製品を選んでいただきありがとうございます。デバイスの最適な性能を
保証するために、使用前によく読んでください。すべての安全情報に従ってくださ
い。

1) ガソリンスタンドや化学工場などでは電子製品の使用が禁止されている公共の
場所では、その地域に関する規定を守り、距離を保ってください。

2) この装置が発生する電波は、医療機器または個人医療機器の正常な運行に影響
を与える可能性があります。これらの医療設備を使うなら、この製品メーカーはこれ
らの設備の条件を理解することを知っていてください。

3) 電子製品が発生する電波は飛行機の安全飛行を妨害する可能性があリます。航
空会社の要求に従って、飛行機に乗る時、製品は電源を切っている状態を維持し
てください。

4) この製品は、0～35℃の温度の環境で正常に動作し、-20℃～+ 45℃の温度の場
所にこの製品およびアクセサリを保管することもできます。温度が高すぎたり、低
すぎたりすると、機器が損傷する可能性があり、 デバイスが機能していません。

5) 太陽の光、ヒーター、オーブン、電子レンジ、給湯器などの極高温環境や高温機器
の周囲にデバイスを露出させないでください。高温環境は電池爆発による安全事
故を引き起こす可能性があります.

6) 本製品は取り外し不可リチウムポリマー電池を採用しており、非専門家は危険が
発生しないように勝手に解体しないようにしてください。

7) 本製品を使用する前に、オリジナルのアクセサリと安全認証された充電器を使っ
て製品を1~2時間充電してください。

8) 当社の一部の製品が備えているデータ線は磁性のデータ線ですので、充電時に
他の金属製品から離れて、データ線が金属製品に吸着した後にショートして火災
やその他の安全事故を起こしないようにしてください。

9) 当社製品は専門の医療設備ではなく、検出された心拍数、血圧或いはその他の
健康に関する数値は参考だけであり、臨床根拠とすることはできません。
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�.製品配置:
PRIME / PRIME SE

MTK6739 Quad Core

3GB+32GB / 1GB+16GB

セラミックベゼル+プラスチック
シリコン
1.6”IPS 400*400 pixels

容量式タッチパネル
� MP(�.� MPソフトアップグレード)
� MP(� MPソフトアップグレード)

サポート
���� mAhリチウムポリマー電池

サポート
サポート
サポート
2.4GHz/5GHz 88.02.11 a/b/g/n

Bluetooth 4.0

GPS/A-GPS/GLONASS

Nano

GSM:B2(1900),B3(1800),B5(850),B8(900)

WCDMA:B1(2100),B5(850),B2(1900)

TD-SCDMA:B34(2100), B39(1900)
TDD LTE:B38(2600MHz), B39(1900), 
B40(2300), B41(2500)
FDD LTE:B1(2100),B2(1900),B3(1800),B5(850), 
B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B20(800)
サポート
サポート
IP��（水泳サポートしない）

製品型番
プロセッサ
メモリー
スマートウォッチ素材
ベルト素材
ディスプレイ
タッチパネル
フロントカメラ
サイドカメラ
電池
顔識別
ラッパー
マイク

WIFI

振動

Bluetooth

GPS

SIMカードタイプ

ネットワーク帯域

心拍数
運動モード
防水レベル
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電源キー

ストラップ

ディスプレイ

戻しキー

外観説明:

GSM:B2(1900),B3(1800),B5(850),B8(900)

ストラップ



取扱説明書

4

充電インターフェース

SIMカードカバー

心拍センサー
パンタロン孔

MICホール

通気孔
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�.SIMカードの取り付け説明:
�) SIMカードカバー記述によると、右から左にドライバーを回し、SIMカードキャップ
を外します。

�) 図に示すように、SIMカードをカードスロット内に装着します。

SIMカードカバー

ねじ回し

ねじ釘

Nano
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�. スマートウォッチの充電:
�) 図に示すように、データ線と充電台を正確にリンクしてください。

�）SIMカードカバーを固定します。

注意事項:

�) SIMカードをインストールする前に、あなたのネットワーク事業者が使用してい
るネットワーク帯域が本製品に合っているかどうかお問い合わせください。

�) 本製品はNanoタイプのSIMカードのみ対応します。
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�) 本製品を初めて使用する前に、スマートウォッチを�~�時間充電してください。電源
を切って充電すると、画面に充電アイコンが表示されます。

�) データ線と充電器の接続が不安定：データ線と充電器を再接続します。

�) スマートウォッチは電源を入れず充電しない：� V/� A以上の充電器を使ってスマー
トウォッチを��分以上充電し、電池をアクティブにします。

�) KOSPETカスタマーサービスに連絡して新しい充電器を取得します。

�) ご住所の都市では、プロの携帯修理店を探して解体し、電池を再装着してくだ
さい。

充電できない故障の排除方法:
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�. スマートウォッチの電源オン設定:
�)  電源キーを�秒ほど長押しして、オンにします。

�) スマートウォッチシステム言語を設定します。



�) メートル法/イギリス製測量単位を設定します。

�) 個人体重、身長、性別などの情報を設定します。
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�) 携帯電話でスキャン機能付きアプリでスマートウォッチのQRコードをスキャン
します。

�)スマートウォッチのQRコードをスキャンした後、携帯システムタイプに応じて
Android/iosでWiiwatch �アプリをダウンロードします。
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�) Wiiwatchアプリをインストールした後、スマートウォッチの上で画面を一番端まで
スライドして戻ると、画面に携帯電話の接続を待つQRコードインターフェースが表示
されます。

�) 携帯電話では、Bluetooth機能をオンにしてWiiwatch � Appを起動し、Wiiwatch
に必要な権限をすべて与えます。
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�) Wiiwatch � Appで、スタートまたは「マイデバイス」の下にある「接続待ち」をクリッ
クして、スマートウォッチのQRコードをスキャンします。

��) スキャンが成功すると、携帯電話とスマートウォッチそれぞれに「ペアリング
」をクリックすると携帯電話とスマートウォッチを接続できます。
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注意:
�)接続プロセスを中断したり退出したりすると、メニューの中に「携帯アシスタン
ト」を見つけ、再接続することができます。



取扱説明書

14

�)「接続待ち」QRコードインターフェースで、画面上の「？」をクリックします。
Wiwatch �アプリのダウンロードに戻すことができます。

�) 以上の方法でこの問題が解決できない場合は、メールでKOSPETアフターカス
タマーサービスに連絡してください。

�)  携帯電話もスマートウォッチもBluetoothがオン状態になります。

�) 携帯電話-設定-Bluetoothでは、ペアリングされたBluetooth機器をすべて削
除し、スマートウォッチと携帯電話を再起動し、再び接続します。

�)  時計を出荷時の設定にリセットします。

�) Wiiwatch �アプリを再ダウンロードインストールします。

スマホとスマートウォッチが接続できない故障の排除方法:
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�. ジェスチャー操作説明:

�)待機状態に入ります。スマートウォッチと携帯電話の接続状態、ネットワーク信
号の状態を見ることができます。Bluetooth接続状態をクリックすると、接続待
ちQRコードインタフェースに素早く入ることができます。

待機ダイヤルインターフェースは、下にスライドします。

�)  ショートカット設定インタフェースに入ります。
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�) バックグラウンド整理、音楽再生、天気アプリなどのインターフェースに入ります。

この機能をオンにすると、時計はサイレントモードになり、すべての情報や着信が
警告されなくなります。

おやすみモード: 

この領域をクリックして画面輝度レベルを設定することができる。
画面輝度:

この機能を開くと、手首のスクリーンを上げて自動的に点灯します。
手を上げてスクリーン: 

この機能をオンにすると、スマートウォッチのすべての無線周波数信号はすべて
閉鎖されます。

フライトモード: 

この機能をオンにすると、移動データを介してネットワークに接続されます。
データ転送:

GPS測位機能をオンまたはオフにします。
GPS:

Bluetooth/WIFI機能を素早くオンまたはオフします。
Bluetooth / WIFI:
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�) 毎週の運動データの概要。
�) 当日の運動ステップ数。
�) 当日の移動距離。
�) 当日の消費カロリー。

待機ダイヤルインターフェース、上にスライドします:
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メッセージ通知：携帯電話側のすべての情報を同期して通知します。

注意：スマートウォッチは携帯電話の通知欄に見える情報を同期するだけで、ある引
用をブロックする通知情報を携帯電話に設定していると、時計で同期して注意するこ
とができません。

待機ダイヤルインターフェース、右にスライドします:

一級メニューインタフェースに入ります。

待機ダイヤルインターフェース、左にスライドします:
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�. システム設定:
�)音声：メディア/アラーム/着信音音量サイズ、音楽および着信リマインダー方式
を設定可能です。

�)表示：画面表示輝度、スリープ時間および時計が通知を受けた場合、画面点灯
を設定可能です。
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�)メインメニュースタイル：時計メニュースタイルを「バブル」または「湾曲」のリ
スト表示方式に設定可能です。

�)無線接続：Bluetooth、WLAN、WLANホットスポット、GPSおよびネットワーク
タイプの設定が可能です。

arcbubble



�)ジェスチャー：手を上げるスクリーン点灯、歩数計などの機能をオンまたはオフ
にします。

�) 測定単位：システム単位をメートル法またはイギリス製に設定できます。
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�)省電力モード：デフォルトで知能省電力モードを開きます；限界省電力モード
を開くことができて、システムは自動的に運行頻度を下げて、応用の自動起動機
能を閉鎖して、応用がバックグラウンドで運行することを制限して、この機能を開
いた後、アプリのリアルタイムの注意情報を受信することができません。

�)言語と入力方式：Googleフルセット言語パッケージを内蔵し、世界の大部分の
国と地域言語をサポートします。
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�)時間と日付：取得時間の方式、ネットワークまたはGPSを設定します。SIMカー
ドネットワークによって自動的にタイムゾーンを確定するか、手動であなたのタイ
ムゾーンを設定します。

��)リセットデバイス：時計の全ユーザーデータをクリアし、時計を出荷設定状態
に戻します。
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��)アンインストールアプリケーション：あなたはここで第三者アプリをアンイン
ストールすることができます。

��.� Googleアカウントを追加し、Googleサービスを利用します。
��.�デフォルトは自動的にバックグラウンドを整理します；アプリケーション
リストをクリックすると、システムによって自動的に整理されるアプリケーシ
ョンをキャンセルすることができます。

��) もっと多くの設定:
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��)スクリーンロック設定：パターンアンロックを設定可能、パターンアンロック
を設定してからのみ顔アンロックを設定できます。

��) 顔認識：顔アンロック機能を設定します。

取扱説明書

25



��)第三者アプリケーション適合：この機能をオンにして、システムはスマートを
第三者アプリケーションの表示方式に適合させます。

��)システム動作モード：通常モード/極速モード；極速モードは多くの電力を消費
します。
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��)アプリ凍結：凍結されたアプリはバックグラウンドで自動運転できず、省電力
の目的を達成することができます。
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�. アプリダウンロード:
�) メニュー内にGoogle play storeにログインしてボリュームサード·アプリをダ
ウンロードします。

�. 文字盤設定:
�)文字盤変更：文字盤を長押し、左右スライドでKOSPET公式デザイン文字盤を
選択できます。

�) KOSPET内蔵モールを使って、マッチしたサードパーティーのアプリをダウンロ
ードします。
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�)文字盤カスタム：文字盤を長押しし、カスタマイズ文字盤のインターフェースに
スライドし、カメラで写真を撮るか、図ベース内で画像を選択するかをカスタマイ
ズ文字盤の背景として選択することができます。
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��. 画面表示方式設定:
�) 任意のインタフェースで電源キーを�秒長押しし、ショートカット設定インタフ
ェースに入ります。

�)文字盤ダウンロード：文字盤を長押しし、一番右側にスライドし、+番号をクリ
ックするとオンラインでボリュームダイヤルがダウンロードできます(この機能は
ネットワークに接続する必要があります)。
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�)画面上部の  アイコンをクリックすると、画面表示モードを切り替えてフルスク
リーン表示(�)、スクエア表示(サードパーティアプリケーションが最大化表示でき
る)。
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��. よくある故障と排除方法:
�) スマートウォッチは電源が入りませんか?
� ページ目の「充電できない故障の排除方法」を参照してください。

�) 携帯はスマートウォッチに接続できない?
�� ページ目の「携帯電話とスマートウォッチが接続できない故障排除方法」。

�)時計のロック解除のパスワードを忘れて、時計はロックを解除できませんか?
KOSPET公式フォーラムにアクセスし、ハッキングツールとファームウェアをダウンロ
ードし、スマートウォッチにハッキングします(Re-flash ROM)。

�)スマートウォッチの待機時間が短すぎますが、電池に問題があるのではない
ですか?
スマートウォッチの待機時間はユーザーの使用習慣と頻度に依存します。本製品は
Androidシステムであり、機能が豊富であり、強力な構成になっているため、通話、ネ
ットワーク、ゲームなどの高消費電力のアプリを頻繁に使用する場合、スマートウォッ
チの待機時間は�~�時間しか持たない可能性があり、これらは正常な現象です。

�) 携帯電話はSIMカードを認識できない?
a. � ページ目の「SIMカードインストール注意事項」を参照して下さい。
b. 新しいSIMカードを交換して時計に入れて再確認をお願いします。
c. SIMカードシートの破片が明らかに汚れたり変形していないかチェックしてくだ
さい。

��. その他の機能:
本 製 品は A n d r o i dシステムスマートウォッチ携 帯 電 話であり、主な 機 能は
Android携帯電話と一致しており、説明書には不便があり、何か疑問があればい
つでも私たちのアフターカスタマーサービスに連絡することができます。

より多くの製品詳細情報を入手するには、KOSPET公式サイト:

 www.kospet.com
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�) GPSは測位できない?
a.時計-設定-接続-GPSをチェックし、GPSがオンかどうかをチェックし、GPSを
高精度モードに設定してください。
b.初めてGPS機能を利用する場合は、屋外の広い地域でGPS測位を利用してくだ
さい。初めてGPS測位を利用すると、後続のGPS測位の速度が速くなります。

�) Bluetooth通話機能をサポートしますか?
サポートせず、通話を利用できるSIMカードをインストールする必要があります。

�) スマートウォッチは熱が出やすく、パーマをかけやすいですか?
以上のように、本製品は機能が豊富で、強力に配置されており、もしあなたが長時間
高消費電力の応用を使用する時、プロセッサの高速運転による大量の熱量が発生す
るため、時計の体積が小さく、放熱が相対的に遅いため、できるだけ長時間の高消費
電力の応用を使用しないで、直ちにスマートウォッチの降温と放熱を行うことを避け
てください。
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他の言語説明書を入手するには、以下のQRコードをスキャンして多国籍言語説明書
をダウンロードしてください。

他にご質問がございましたら、KOSPET公式アフターカスタマーサービスにご連絡く
ださい:

after-sales@kospet.com
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