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�.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。

�)ガソリンスタンドや化学工場などで電子製品を使用すること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。

�)このデバイスによって生成される電波は、埋め込み型医療デバイスまたは個人用
医療デバイスの正常な動作に影響を与える可能性があります。これらの医療デバイ
スをご利用の場合は、製品メーカーにお問い合わせください。

�)電子製品から発生する電波は、航空機の安全飛行を妨害する可能性があります。
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。

�) 本製品は温度が�～��°Cの環境で正常に動作することができ、温度が-��～+��°C
の場所で本製品と部品を保管することができます。温度が高すぎても低すぎてもデバ
イスを損傷してあるいはデバイスが正常に仕事ができない可能性があります。

�)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デバイ
スの周囲にデバイスを露出させないことで、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。

�)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。

�)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�~�時間充電してください。

�)自社製品の一部に配備されているデータケーブルは磁性データ線であり、充電時
に他の金属製品から離れて、データケーブルが金属製品に吸着した後に短絡して火
災やその他の安全事故を引き起こすことがないようにしてください。

�)当社製品は専門の医療デバイスではなく、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:
SN80Y

NRF52832

64KB + 512KB

金属およびプラスチック
シリコン
�.�インチTFT ��� * ���ピクセル
容量式タッチパネル
��� mAhリチウムポリマー電池
対応

Bluetooth 4.2

対応

N / A

対応、HRS����
対応（テスト値は参考値）
対応 
ウォーキング、ランニング、サイクリング、クライミング
、ヨガ、バスケットボール、サッカー、バドミントン、縄
跳び、水泳などの��のスポーツモード内蔵
対応
IP68

対応（YFitアプリで設定）
対応（YFitアプリで設定）
対応（YFitアプリで設定）
対応しない
Android �.�またはios �.�およびそれ以上のOSに対
応
YFit
英語、ドイツ語、韓国語、スペイン語、日本語、フランス
語、ロシア語、アラビア語、ウクライナ語、イタリア、ポル
トガル、中国語、繁体字中国語

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
電池
振動
Gセンサー
Bluetooth

GPS

心拍数モニター
血中酸素
歩数計

運動モード

睡眠モニタニング
防水レベル
メッセージ注意
座り込み注意
水飲み注意
Bluetooth通話

互換システム

APP名

システム言語
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電源ボタン/ホームボタン

ストラップ

充電インターフェース

心拍センサー

ディスプレイ画面

外観の説明:

ストラップ
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�.充電:
�) 初めてスマートウォッチを使う前に、スマートウォッチを��分以上充電して、スマー
トウォッチに十分な電力量を確保してください。

�. スマートフォンのスマートウォッチ接続方法:
�) 携帯電話で二次元コードスキャン機能付きソフトスキャン以下二次元コードを使
ってYFitをダウンロードします。

�) 日常使用時には、出力電圧/電流が� V/��� mAの充電器を選ぶことをお勧めしま
す。
�) データケーブルは磁気吸引インタフェースを使用し、充電時に他の金属導体に接
触することを禁止します。そうでなければ火災リスクを引き起こす可能性があります。
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�) 携帯のBluetoothを開き、携帯電話でYFitアプリを起動します。

�) YFitでページを起動し、�つのログイン方式(Join YFit/Log in/Enter now)を選択
してYFitに入ります。
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�) YFitにあなたの年齢、身長、体重などの情報を設定します。

�) YFitアプリケーションに必要なすべての権限を与えます。
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�) YFitでDevice-Add deviceをクリックしてデバイスを検索します、 

�) SN ��-Yを選択して、デバイスを接続します。
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�) 携帯電話でペアリングをクリックします。

�) スマートウォッチと携帯電話の接続成功



YFit App-Me設定:

�) Apple Health(ios系携帯電話のみ)：
この機能をオンにすると、iPhoneはスマートウォッチの動きに関するデータを自動的
に同期します。

�) Goals：各運動目標を設定します

�. YFit App設定:
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デバイス設定:
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�) Unit setting:長さ、重量、温度などの単位を設定します。

�) 文字盤設定:Dial �/Dial �/Dial �を選択すると自動的に文字盤の交換が可能です。
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�) Dial �に加えて、文字盤の背景画像、フォント、色、表示類の容量などをカスタマイ
ズすることができます。



メッセージ注意:
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�) メール、着信通知。
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�) カスタムカスタム他第三者Appリマインダー。
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�) 最大�組の目覚まし時計を設定することができます。

目覚まし時計:
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�) スマートウォッチを装着している間、スマートウォッチのタイミングで起き上がり活
動に注意を促すことができます。

Sedentary reminder:

1) この機能を開くと、スマートウォッチは自動的に設定の運動目標を完成させます。
Goal notifications:
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�) スマートウォッチを装着している間、スマートウォッチのタイミングで水を飲むよう
に注意することができます。

Drinking reminder:

設定時間表示フォーム:
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�) この機能をオンにすると、スマートウォッチは携帯電話側の情報をプッシュするの
を停止します。

お休みモード:

�) スマートウォッチ検索クリックすると、スマートウォッチがスクリーンを点灯して振動
して注意します。

スマートウォッチ検索:
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�) この機能を開いた後、スマートウォッチは��分おきに自動的に心拍数をテスト
します。

Raise to wake:

リアルタイム自動心拍数検出:

�) この機能をオンにすると、手首を上げると画面が自動的に点灯します。
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�) スマートウォッチを通じて、携帯の写真を制御することを制御します。

�) 開くと、携帯電話とスマートウォッチは同時に運動情報を記録し、地図上に運動軌
跡をマークします。

Easy camera:

YFit App-Exercise:
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操作ジェスチャー説明:
�) 下にスライドして、ショートカットに入ります：勿乱モード、スクリーン輝度調節、懐
中電灯機能、より多くの設定オプション。

�.スマートウォッチの機能操作説明:



取扱説明書

21

�) 上にスライドして、別々に入ります:

a. リアルタイム心拍数テスト、当日の心拍テストデータ範囲を表示します。

勿乱モード

スクリーン輝度調節

懐中電灯機能

より多くの設定オプション



注意：携帯電話システムは音楽プレーヤーを持って、第3者音楽プレーヤーには対
応していません。

注意：血圧測定データは参考に供し、臨床の根拠とすることはできず、医療デバイスと
比較することはできません。

b. 血圧テスト：棒グラフの方式で最近�グループの血圧テストデータを表示します。

c. 音楽再生：スマートウォッチであなたの携帯電話で音楽を再生することができます。
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�) 右にスライドし、情報通知インタフェースに入り、携帯電話側で同期して注意した
情報を見ることができます。

d. もっと設定して、クリックして設定メニュー内に入ります。



取扱説明書

24

b. 睡眠モニタリング。

�) 左にスライドしてそれぞれ入ります。

a.リアルタイムの運動データ統計インタフェース、当日の違う時間帯の運動データを
見ることができます。



睡眠モニタニングの原理:
�) ユーザーは寝ている間にスマートウォッチを正しく装着します。

�) 統計時間帯は夜��：��から翌日午前��：��までで、ユーザはカスタマイズでき
ません。

�) 実現原理は、スマートウォッチの内蔵Gセンサーがユーザーの移動頻度に従っ
てユーザーの現在の状態を判断することです。 システムは自動的にユーザーのス
リープ状態を計算します。tema calculará automáticamente el estado de 
reposo del usuario。
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c. 天気。



�. スマートウォッチ設定:
�) エクササイズ：��種類の異なる運動モードを内蔵し、任意の運動モードに入っ
たら、電源キーを押してスポーツインターフェースから終了します。
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�)呼吸訓練：トレーニング時間、周波数などを設定し、スマートウォッチのテンポ
に合わせて呼吸トレーニングを行います。
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�)写真撮影：スマートウォッチの画面を振ったりクリックしたり、携帯電話の撮影
を控えます。
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�) 携帯電話検索：

�) ストップウォッチ:

取扱説明書

30



�) スクリーン消灯時間を設定します： 

�) 文字盤を設定します： 
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�) 復旧出荷設定：ユーザー使用データをクリアします。

�) QRコード：このQRコードからYFit Appをダウンロードします。
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�.よくある問題と解決策:

�) スマートウォッチは携帯端末の情報を同期できません?
a. YFit Appのインストール時にYFitのすべての権限を付与することを確保してく
ださい。
b. YFitで「アプリ通知リマインダー」を開きます。
c. 携帯電話で同アプリの通知権限を開きます。

�) スマートウォッチは浸水して使えません?
本製品はIP ��級防水であり、国際一般標準により、�.� m静態水に��分間浸漬
することができます。
スマートウォッチをつけて泳ぐ時、スマートウォッチはダイナミックな水圧を受け
ますので、浅い水のエリアでは一時的にスマートウォッチを使って泳ぐことをお勧
めします。
スマートウォッチはシャワーをかけたり、お湯に浸したり、洗い流したりすること
は禁止されています。
これによるスマートウォッチの浸水は、保証対象外となっています。

�) 歩数計、運動距離が正確ではありません?
a. IYFit Appであなた個人の身長、年齢、体重などの情報を実態に合わせて入力し
てください。
b. スマートウォッチを出荷設定にリセットした後再テストします。

�) スマートウォッチがオンにならない?
a. データケーブルに接続して、スマートウォッチを��分以上充電してください。
b. 新しいデータケーブルや充電器を交換してスマートウォッチを充電してください。

�) スマートウォッチと接続できません?
a. 正しいダウンロードを確保してYFitアプリをインストールして、そのアプリケー
ションにすべての権限を与えてください。
b. 携帯電話のBluetoothを開けたことを確認してください。
c. 携帯電話とスマートウォッチの電源を再起動します。
d. インストールを試みてYFitアプリを再インストールし、携帯電話のペアリング
されたすべてのBluetoothデバイスをクリアし、説明書の操作手順でスマートウ
ォッチを接続することができます、。
e. スマートウォッチを出荷設定にリセットします。
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�.アフターサービス:
Kospetは、長期使用を保証するために、��か月の保証または無料のアフターサ
ービス（人体以外の損傷に限定）を提供しています。 スマートウォッチについて
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。��時間以内に返
信いたします。

もしご質問がございましたら、以下のメールを通じてご連絡頂けます:
after-sales@kospet.com

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。
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