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電源スイッチ

リセットボタン

マイクロUSBポート

バッテリーインジケーターライト

Nottiをオン/オフする
1)  電源スイッチを3秒間押すと、Nottiの電源をオン/オフできます。
2)  電源ボタンを1度押すと、ライトをオン/オフできます。
      ライトはオン/オフどちらの状態でも通知を受けることができます。

NOTTIの接続方法と使用方法

通知を受け取る
1)  NOTTIから通知を受け取るには、スマートフォン等とNOTTIを同期させる必要があります。
　 アプリの通知タブをタップし、ペアリングリクエストが表示されたらパスワード”123456”と入力してください。
2)  通知を受け取った際は、設定したカラーのライトが点滅します。
　 2つ以上の通知を受け取った場合は、複数のカラーが順に点滅します。
3) スマートフォン等で通知を開いたら、その通知に設定しているカラーのライトが消えます。
　 ＮＯＴＴＩの電源スイッチを押すと、一度にすべてのライトを消すことができます。
   （スマートフォン等に表示されている通知は削除されません）
4)  受け取る通知やライトのカラーはアプリ上で設定することができます。
5)  一度同期した後は、そのスマートフォン等のBluetoothの接続範囲内に入った際は
     自動的に同期します。 (Bluetoothを必ずオンに設定してください）
6)  一度スマートフォン等とNOTTIを接続させると、他のスマートフォン等とNOTTIを接続することはできません。
　 接続させる場合は、一度使用中のスマートフォン等とNOTTIの接続を解除する必要があります。
　 (Bluetooth設定からNOTTIの登録を解除してください)

1)  NOTTIの無料アプリをApp storeやGoogle  Playからダウンロードしてください。検索キーワード：Notti。
2)  アプリを開いて”NOTTI”をタップしてください。パスワードを求められた際は”123456”と入力してください。
3)  NOTTIアプリで下記ができます。
・ ライトの色や明るさの調整
・ 通知機能のカスタマイズ
・ 音楽を流す
・ 目覚ましとライトの設定
・ NOTTIに名前をつける



ミュージックモード
1)  NOTTIアプリのミュージックタブをタップしてください。
2)  プレイリストボタンをタップし、流したい曲を選んでください。
3)  ライトの色はカラーホイールから好きな色を選ぶことができます。
　 カラーチェンジングアイコンをタップした場合は、ランダムに点灯します。

目覚ましとライトの設定
1)  NOTTIアプリの設定タブをタップします。
2)  アラーム時刻とアラームカラーを選んでください。
3)  NOTTIはアラーム時刻の5分前から徐々にライトアップします。
4)  アラーム時刻になると、スマートフォン等の画面上で通知します。

NOTTIを充電する
1)  マイクロUSBケーブルを使用し、充電してください。(入力5V）
2)  充電中はバッテリーインジケーターライトが点滅します。フル充電されると点灯に変わります。
3)  NOTTIは2～3時間でフル充電できます。
4)  NOTTIのバッテリーがなくなる際、バッテリーインジケーターライトが30秒間点滅します。
5)  初めて使用される際は、フル充電してからご使用ください。

トラブルシューティング
1)  ライトが点灯しない
      USBケーブルで接続し、NOTTIが充電されていることを確認してください。
      電源ボタンを3秒間押し、NOTTI本体の電源がオンになっていることを確認してください。
2)  NOTTIがアプリ上に表示されない
      Bluetoothがオンになっていることを確認してください。他のスマートフォン等がNOTTIと接続していないことを
      確認してください。解決しない場合は、NOTTIとアプリをリスタートしてください。
3)  NOTTIアプリからNOTTIをコントロールできない
      Bluetoothがオンになっていることを確認してください。NOTTIとアプリの接続が
      解除されている可能性があります。スマートフォン等のBluetooth設定からNOTTIを再度選択してください。
      上記で解決されない場合は、NOTTIとアプリをリスタートしてください。
4)  通知を受け取れない
      Bluetoothがオンになっていることを確認してください。もし特定の通知のみ受け取れない場合は
      その通知設定のみオフにし、再度オンしてください。もしすべての通知を受け取れない場合は
      一度接続を解除し、NOTTIをリスタートし、再接続してください。
5)  NOTTIのデバイス名変更が反映されない
      デバイス名を変更後、すぐにNOTTIをリスタートし、再度デバイス名を確認してください。
6)  ライトの色が設定と異なる
      バッテリーの残量が少ない場合、ライトの色が変わってしまう可能性があります。
      NOTTIをフル充電し、再度試してください。

何かご不明な点がある際は、サポート窓口までお問い合わせください。http://gp.supportweb.jp/
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NOTTI ユーザー ガイド

http://www.wittidesign.com/manuals/notti/

NOTTI アプリ

http://www.wittidesign.com/download/notti/

検索キーワード：Notti
NOTTI User Manual

http://www.wittidesign.com/manuals/notti/

Notti App

http://www.wittidesign.com/download/notti/

Keyword: Notti

重置
如果NOTTI變得反應遲鈍/無反應，您可以通過使用一個底部的復位按鈕來重置。

為NOTTI重新命名
If you have more than one NOTTI, you can rename NOTTI at the settings tab to differentiate between the 
various NOTTI.  Please note that the word “- NOTTI” will be appended to the name you specified

Reusable Packaging
The inner part can be folded onto a phone stand.  Please watch the how-to-use video to see how to make it.

Troubleshoot

- Light does not turn on
Please plug in USB cable to make sure NOTTI is charged.  Press the Power button for 3 seconds to make sure 
the unit is turned on.  

- NOTTI App cannot control NOTTI
Please make sure Bluetooth is on.  Sometimes the App might be disconnected to NOTTI.  Click the search Icon 
again and reselect the corresponding NOTTI.  If problem persists, restart both NOTTI and the App.  For iOS, 
you can try to unpair NOTTI in the iOS settings (Bluetooth), and try to reconnect again

- Notifications cannot be received
Please make sure Bluetooth is on.  If only one specific Notification cannot be received, please switch off and 
switch on that Notification again.  If all Notifications cannot be received, please try to switch unpair and 
restart NOTTI, and reconnect again.

- NOTTI name does not change after set
Sometimes the Bluetooth module needs to be restarted before the name change takes effect.  Please restart 
NOTTI and the name should be updated 

For further Assistance, please contact us at service@wittidesign.com



保証期間：ご購入日から1年間 お問い合わせ先：http://gp.supportweb.jp/
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This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device 
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to 
this equipment. Such modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation.  This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Due to the used enclosure material, the GSM mobile phone shall only be connected to a USB
Interface of version 2.0 or higher. The connection to so called power USB is prohibited.

Do not use the mobile phone in the environment at too high or too low temperature, 
never expose the mobile phone under strong sunshine or too wet environment. 
The suitable temperature for the phone and accessories is 0℃-40℃.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES 
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Regulatory Conformance
Hereby, Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.
For the declaration of conformity, visit the Web site www.wittidesign.com/certification.

Notice: Observe the national local regulations in the location where the device is to be used. This device may be 
restricted for use in some or all member states of the European Union (EU)

FCCおよびCEの指示（英語で）
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