
取扱説明書
シリーズ２



1

目次

操作方法	 2

初期設定	 4

電源のオフ及び初期化		 6

ホーム画面の操作方法	 8

通知の確認	 9

ステータスウィジェット	 11

アクティビティの開始	 14

電熱発電	 17

バッテリーの充電	 18

規制に関して	 20

E-ラベル	 23

取扱説明書　シリーズ２



3取扱説明書　シリーズ２

	戻るボタン	

前の画面に戻ります。

	決定ボタン

各種機能の決定
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操作方法

ショートカット操作各ボタンの操作

ホーム画面からウィジェットモードを開きます。	

メニュー画面から電源のオン／オフ操作ができます。

ホーム画面からアクティビティーモード	に修正を開きます

3秒間の長押しでバックライトのオン／オフ操作ができ
ます。

最初の使用時に、両方のボタンを同時に7秒間長押しし、電
源を入れます。

ホーム画面から通知モードを開きます。

	
お知らせ機能オン

機内モードオン／ブルート
ゥースモードオフ

	
お知らせ機能オフ

	
GPS信号

ステータスアイコン

	UPボタン	

ウィジェット、データ画面、
オプション、および設定を
上にスクロールします。

	DOWNボタン	

ウィジェット、データ画面、
オプション、および設定を
下にスクロールします。
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電源を入れる

初期設定

DOWNボタンと戻るボタンの両方を7秒間長押しし、電源を入れます。	
この作業は初めて電源を入れるときにのみ実施します。

時計の電源を入れると、ロゴスプラッシュスクリーンが表示されます。

ロゴスプラッシュスクリーンが表示されたらボタンから手を放します。

スマートフォンとの同期

初期設定にのみ適用されます。以前に同期したことがある場合、この手順は自動的に
スキップされます。	
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電源が入ったあと、ディスプレイにQRコードが表示されます。

表示されたQRコードをスマートフォンのカメラででスキャンすると同期完了画面が表
示されます。
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電源を切る

2つの方法で電源を切ることができます。

通常終了の方法	
１、UPボタンとDOWNボタンを押し、設定
画面を表示させます。
２、設定画面で決定ボタンを押します。
３、DOWNボタンを押し、”Power	Off”を
表示させます。
４、決定ボタンを押して、電源を切ります。

強制終了
どのような状況下でも、DOWNボタンと戻
るボタンを7秒間長押しすることで、電源
を切ることができます。

電源を切る及び初期化

初期化

全てのアプリケーションや個別の設定を
全てクリアし、工場から出荷された時の状
態に戻すことができます。

１、DOWNボタンを押して設定画面を表
示させます。
２、設定画面で決定ボタンを押します。
３、DOWNボタンを押し、”Reset”を表示
させます。
４、決定ボタンを押して、工場出荷時の状
態に初期化します。
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ホーム画面の操作方法
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通知の確認

通知モードの開始

UPボタンを押すと通知モードが開始し
ます。

UPボタンとDOWNボタンで通知内容をス
クロールします。

	戻るボタン	

前の画面に戻ります。

	決定ボタン	

アクティビティの開始	
歩く、走る、自転車に乗
るなど

	UPボタン	

通知の確認	
例）メッセージに返信す

	DOWNボタン	

ステータスウィジェット
例）歩数、心拍数、睡眠量、
消費カロリー、設定
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通知モードでアクションを起こす

戻るボタンを押して前の画面に戻ります。UPボタンとDOWNボタンを使い、起こし
たいアクションを選びます。

決定ボタンで選択したアクションを起こ
します。
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ステータスウィジェット
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DOWNボタンを押してユーザーステータ
スの確認を開始します。

UPボタンとDOWNボタンでウィジェットを
スクロールします。

戻るボタンでホーム画面に戻ります。

決定ボタンでステータスの詳細を確認
します。
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ステータスウィジェット（続き）
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UPボタンとDOWNボタンでステータス詳
細をスクロールします。

戻るボタンでステータスウィジェット画面
に戻ります。	

ウィジェットガイド

時間

心拍数

歩数

睡眠量 設定

消費カロリー
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決定ボタンでアクティビテ
ィモードを開始したり終了
したりします。

UPボタンとDOWNボタン
でアクティビティの種類を
選択します。

決定ボタンでアクティビテ
ィの内容を決定します。

アクティビティモードを利用する。

アクティビティの開始

決定ボタンでアクティビティの開始及び
一時停止をします。

戻るボタンで前のモードに戻ります。

アクティビティモードでの設定
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UPボタンとDOWNボタンでパラメーター
を表示させます。

戻るボタンで前の画面に戻ります。

アクティビティモードでの設定（続き）
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熱電発電

PowerWatchは、内蔵しているバッテリーを充電するために周囲の空気との温度差を
必要とします。周囲の空気が冷たいときや運動などにより肌暖かいときにより多くの電
力を生み出します。下のグラフは、PowerWatchが内蔵バッテリーを充電する速度を示
しています。

PowerWatchは、使用者が歩行していたり、走っているときや周囲の温度が26°C（80°F）
未満のときに、最速でバッテリーを充電します。	周囲の温度が32°C（90°F）を超える
と、PowerWatchは内蔵バッテリーを充電できません。

空気の温度

着座 速い

60°

ゆっくり

70°

充電不可

80°

ゆっくり速い

とても速い 速い

とても速い

とても速い

歩行

走行
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GPSとバッテリーの寿命

GPSは1日30分しか使用できません。30分以上GPSを使用すると、ゆっくりと電池を消
耗します。	

使用されなかったGPS機能の利用時間は、翌日に繰り越すことができます。
例えば、GPSが1日まったく使用されていない場合、翌日はGPSを最大で1時間使用で
きます。

内蔵の太陽電池は、直射日光の下で、薄暗い室内の光よりも最大で1000倍多くの電力
を生み出します。

太陽光発電

充電用バックアップソリューションとして熱充電パッドを
提供しています。充電パッドを使用する	

１、平らな場所に熱充電パッドを設置する。
２、ケーブルを接続します。
３、コンセントにつなぎます。
４、熱充電パッドは磁石を内蔵しており、適切な場所に自
動的にPower	Watchを設置します。

LED表示

黄色点滅	 初期化中
緑色点灯	 受電中
黄色点灯	 満充電
赤色点滅	 充電不能

注意：PowerWatch承認の充電器、バッテリー、およびケーブル以外は使用し

ないでください。

未承認の充電器やケーブルはバッテリーに損傷を与えたり、爆発を誘因する

可能性があります。

付属のワイヤレス充電ドックと充電器を使用してください。
他社製の充電器ではPowerWatchを正しく充電できません。

充電器を不適切に接続すると、機器に重大な損傷を与える可能性があります。
誤った使用によって生じたいかなる損害も、保証の対象外となります。

バッテリーの充電
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REGULATORY STATEMENTS

US 
FCC STATEMENT
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 1: 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.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit 
not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user’s authority to 
operate the equipment.

CANADA
IC STATEMENT
Model Name/Product Market Name: PowerWatch 
Series 2
This device complies with Industry Canada 
license-exempt RSS standard(s): Operation is 
subject to the following Two conditions:(1) this 
device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause undesired 
operation of the device.

Nom du modèle / Nom du produit du marché: 
PowerWatch Series 2
Le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes:
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

CHINA
a) Manufacturer’s name: Matrix Industries Inc.
b) Manufacturer’s name & address: Matrix 
Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo 
Park, CA 94025 USA
c) Model Name/Product Market Name: 
PowerWatch Series 2

EU
1. Safety
a) Product Type: Short range device
b) Software version: PowerWatch 2 Android App 
v3.00.00; PowerWatch 2 IOS App v3.00.00
c) Number of equipment and key component 
in the DOC is 2: PowerWatch Series 2 and 
TC03 (Wireless Thermal Charger)
d) Rated Voltage: 3.85V DC, Battery Type: 
Lithium-ion Polymer (3.85V, 350mAh)
e) Model Name/Product Market Name: 
PowerWatch Series 2
f) Made in China
g) Operation Temperature: -10°C to 45°C max
h) 20 ATM
i) Manufacturer’s name: Matrix Industries Inc.
j) Manufacturer’s name & address: Matrix 
Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo 
Park, CA 94025 USA
k) Importer Name: Matrix Industries Inc. Address 
is: Nijverheidsweg 27, 3274 KJ Heinenoord 

0186-612267, The Netherlands .VAT number is 
NL825573026B01.

2. RF & EMC
CE-RED Requirement
1) Accessory: wireless charging pad model name: 
TC03. Operation freq.: 150KHz. Operation power: 
2.5W. Operation voltage: 5V
Maximum transmit power of WPT is -5dBuA/
m@10m.
2) Frequency band(s) = 2402-2480MHzlable
3) Maximum radio frequency power transmitted 
in the frequency band(s) = 4dBm or 2.5mW
5) Declaration of Conformity Inserts:
Hereby, Matrix Industries Inc, declares that the 
radio equipment type [designation of type of 
radio equipment] is in
compliance with Directive 2014/53/EU. The 
full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address: www.
powerwatch.com/declaration.pdf
7) This equipment may be operated in:

RUNNING MODE STOP WATCHSYNC DATA TO YOUR SMARTPHONE AUTO SLEEP TRACKING NOTIFICATIONS

The PowerWatch X can track each run you take.

1. Press MODE until Running Mode screen appears.
2. Press SET to cycle through Start, Stop and Reset.

1. Press MODE until Stop Watch screen appears.

2. Press SET to cycle through Start, Stop and Reset
1. While under the Watch Settings menu, SCROLL until 

the Mobile screen appears.

2. Press SET to sync. 

See https://store.powerwatch.com/pages/f-a-q for more details. Display may update slowly, but Stop Watch result is accurate.See https://store.powerwatch.com/pages/f-a-q for more details.

The PowerWatch X automatically senses when you sleep 
and wake. 

1. Press MODE until Daily Activity screen appears. 

2. Turn SCROLL to read Today’s Sleep data.

Incoming call

Activity goal met

Message received

Alarm ringing

1 1 112 2 22

REGULATORY STATEMENT
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.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible  
for compliance 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.

EUROPE (EU)

1.Safety: 
a) Rated Voltage: 3.8V DC,                   105mA 
Battery Type: Lithium-ion Polymer (3.8V, 210mAh) 
b) Model Name: PowerWatch X 
Operation Temperature: 45C max 
c)

  
d) Manufacturer’s name: Matrix Industries Inc 
e) Manufacturer name & address: Matrix Industries 
Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, 
CA 94025 USA 
f) 

CANADA

This device complies with Industry Canada’s licence-exempt 
RSSs. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause interference, and (2) This device 
must accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit  
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

JAPAN

CHINA

2. RF & EMC 
• Frequency band(s) = 2402-2480MHz  
• Maximum radio frequency power transmitted in 
the frequency band(s) = -5.58dBm 
• Declaration of Conformity Inserts 
• Hereby, Matrix Industries Inc, declares that the 
radio equipment type is in compliance with Directive 
2014/53/EU. The declaration of conformity may be 
consulted at www.powerwatch.com/declaration.pdf 
• This equipment may be operated in:

Manufacturer’s name: Matrix Industries Inc. 

FCC ID: 2ANY2MPW05

SUPPORT

Our Frequently Asked Questions (FAQ) page is filled  
with detailed instructions, tips and warranty information: 
https://store.powerwatch.com/pages/f-a-q
The Matrix PowerWatch X does not need charging under 
normal use, which includes: adjusting the watch so it 
stays in direct contact with the user’s wrist; limiting  
Bluetooth and backlight activity while the watch is worn 
on the user’s wrist; and not activating the watch  
unnecessarily or repeatedly when it is not worn on the  
user’s wrist. PowerWatch X firmware can be updated 
through the app.

One Year Satisfaction Guarantee
See the FAQ and guarantee at  
https://store.powerwatch.com/pages/f-a-q.

For questions or problems, contact us at  
support@matrixindustries.com. Thank you!

TAIWAN
a) Manufacturer’s name: Matrix Industries Inc.
b) Manufacturer’s name & address: Matrix 
Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo 

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED  

BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING  

TO THE INSTRUCTIONS
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設定画面からE-ラベルをスクリーンに表示させることができます。

E-ラベル

Park, CA 94025 USA
c) Model Name/Product Market Name: 
PowerWatch Series 2
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條　　

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、

商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原

設計特性及功能。

第十四條　　

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通

信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干

擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作

業之無線電 通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工

業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Low power radio wave radiating motor 
management method.
Article 12
A low-power RF motor that has passed the type 
approval shall not change the frequency, increase 
the power or change the original design features 
and functions without permission.
Article 14
The use of low-power RF motors shall not 
affect flight safety and interfere with legal 
communications; if interference is found, it shall 
be immediately deactivated and improved until 
no interference is required. Legal communication 
in the preceding paragraph refers to radio 
communication operating in accordance with the 
provisions of the Telecommunications Act. Low-
power RF motors must withstand interference 
from legitimate communications or radiological 
electrical equipment for industrial, scientific, and 
medical use.

JAPAN INDONESIA

THAILAND

“This telecom device and equipment is conformed 

to requirement to NTC”

203-JN1005

RUSSIA VIETNAM

MALAYSIA

INDIA

PHILIPPINES






