
ARW-D27      説明書

クイックガイドと併せてお読み
ください。

基本画面

機能一覧

待受画面の切替 

通知管理 設定

アラームクロック

コールリマインダ

健康管理

言語変更

画面 点灯時間の調整

ユーザーデータクリア
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天気の確認方法
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基本画面

（待受画面）

設定している通知アプリ
のメッセージ等が表示
されます。

（簡易設定画面）

ナイトモード ( メッセージ通知、着信を
オフにします )
腕振り起動 ( 画面を見る腕振りで画面が
点灯します )

画面、明るさ調整 (5 段階）

携帯探し ( 携帯電話から音が鳴ります）

（通知画面）
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機能一覧 の表示

健康データ

エクササイズ

エクササイズの記録

心拍数

血中酸素濃度

ストレス

呼吸トレーニング

睡眠

天気

音楽

ストップウォッチ

目覚まし時計

タイマー

電話を探す

設定
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待受画面が表示されている状
態にしてください。

この状態で画面横のボタンを
押すと機能一覧が表示されま
す。



待受画面の切替　 その１

待受画面の切替　 その 2

待受画面を長押し続けて
ください。

待受画面が小さく表示されます。
左右にスワイプして画面を選択
してください。

決定後、再度タップして決定に
なります。

①

② スマートフォンのアプリ
を起動させてください。

①デバイスをタップして
画面を切り替えます。
②詳細をタップします。

次のページへ
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ダイヤルマーケットの画
面になりましたらお好み
の画面をタップしてくだ
さい。

画面が切り替わりますの
で「インストール」をタッ
プしてください。

お待ち頂くと待受画面が
切り替わります。

この時スマートウォッチ
をスマートフォンの隣に
置いてお待ちください。

画面中央にあります写真
はスマートフォンに保存
されている写真や、新た
にカメラで撮影を行い、
その画像を待受けにする
事が可能です。

次のページへ

■写真に関しまして
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①写真の選択
「アルバムから選択する」をタップするとスマート
フォン内の画像から選択頂けます。

「カメラ」をタップするとカメラが起動しますので
待受画面にしたい写真を撮影してください。

②色
待受けに表示する文字の色を選択頂けます。
文字が見づらい場合に色を変更してください。

③場所
文字の表示位置を左上、左下、右上、右下から選択
頂けます。

画像、色、場所が決まりましたら、最後に画面した
にあります「現在のダイヤルとして設定」をタップ
してお待ちください。

※この時スマートウォッチはスマートフォンの隣に
置いてお待ちください。

①

②

③
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通知管理 設定

①

②

スマートフォンのアプリ
を起動してください。

①デバイスをタップして
画面を切り替えます。
②通知をタップします。

通知したいアプリをオン
　　にしてください。

※スマートフォン側の
VeryFit の通知は必ず「通
知を許可」にしておいて
ください。
許可を行ってない場合に
通知設定を行っても通知
はしません。
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アラーム クロック その１

②

スマートフォンのアプリ
を起動してください。

①デバイスをタップして
画面を切り替えます。
②アラーム クロックを
タップします。

※アラームは最大 10 個
まで設定できます。

③画面下にある「アラー
ムの追加」をタップして
ください。

次のページへ

①

③

P07

※ スマートウォツチ は振動と画面表示でのお知
らせのみになります。  音は鳴りません。



④時間

⑤繰り返し

⑥アラーム名

例

アラームの設定したい時
間にあわせて「はい」を
タップしてください。

④⑤⑥を設定した後
は「フィニッシュ」
をタップしてくださ
い。

アラームに名前を付ける
ことができます。

「フィニッシュ」をタッ
プしてください。

時間 [ 午前 7時 ] / 繰り返し [ 月、火、水、木、金 ] 
/ アラーム名 [ 会社 ] で設定すると上記のような
表示になります。

※10 個の設定まで作ることができます。

繰り返したい曜日を設定
してください。
曜日をタップすると
チェックが入ります。
最後に「はい」をタップ
してください。

※１度きりのアラームの
場合はこの設定は行わず
「キャンセル」をタップ
してください。

④
⑤
⑥
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アラーム クロック その２

待受画面を表示している
状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを
押すと機能一覧が表示さ
れます。

クロック その１と入力方法が異なるのみであり、
設定数が増えるものではございません。

機能一覧より「目覚まし時計」　　 をタップ
してください。

左のような表示になりましたら
　　　　をタップしてください。

「上の段で時間」
「下の段で曜日」を設定して
ください。
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コールリマインダ ( 着信設定 )
※ 電話着信時の設定になります。
設定する事でスマートフォン着信時に振動するよう
にします。　

①

②

スマートフォンのアプリ
を立ち上げてください。

①デバイスをタップして
切り替えます。
②コール リマインダを
タップします。

コール リマインダをオン
　　にして頂くとスマー
トフォン着信時にスマー
トウォッチが振動しま
す。

３秒遅延 をオン　　にし
て頂くとスマートフォン
の着信から遅れて振動す
るようになります。

最後に　　をタップして
頂くと画面が切り替わり
設定変更が行われます。

P10



健康管理

①

②

スマートフォンのアプリ
を立ち上げてください。

①デバイスをタップして
切り替えます。
②健康追跡をタップしま
す。

心拍、ストレス、水分補
給、ウォーキング、睡眠
等のリマインダ設定が行
えます。

※リマインダは「通知」
を意味します。

※継続測定は通信回数が増える為、バッテリーの消
耗は早くなります。

心拍数の継続測定をオン
　　にする設定ができま
す。

例

P11



言語変更

①
②

スマートフォンのアプリ
を立ち上げてください。

①デバイスをタップして
切り替えます。
②その他の設定をタップ
します。

画面一番下の「デバイス
の言語」をタップしてく
ださい。
変更可能な言語が表示さ
れます。
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※ スマートウォッチの言語を変更する場合は下記に
て変更を行ってください。
初期の言語はペアリングして頂いたスマートフォン
と同じ言語を自動的に選択いたします。



画面 点灯時間の調整

待受画面が表示されている
状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを
押すと機能一覧が表示さ
れます。

「スクリーンオン時間」
をタップしてください。

5～ 20ｓ から選択可能
です。

左のように表示がでますので
画面を下へスワイプしてくだ
さい。

「調光」　　をタップしてくだ
さい。

機能一覧より「設定」　　　をタップしてください。
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ユーザーデータクリア

待受画面が表示されている
状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを
押すと機能一覧が表示さ
れます。

左のように表示がでますので
画面を下へスワイプしてくだ
さい。

「ユーザーデータクリア」を
タップしてください。

再度チェックをタップして
頂くとデータの消去がはじ
まります。

　　　　チェックをタップして
頂くと再度確認がでます。

機能一覧より「設定」　　　をタップしてください。

消去後はペアリング前の画面に戻ります。
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このような場合はスマー
トウォッチの装着を調整
してください。
この時、センサーが肌に
接するようにお願いしま
す。

心拍数

待受画面が表示されている
状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを
押すと機能一覧が表示さ
れます。

測定が始まります。
数値が出ても終わりでは
ありません。
本体が一度振動するまで
お待ちください。

機能一覧より「心拍数」　　　をタップして
ください。

※計測が出来ない場合がございます。

計測は椅子に座り、止まった状態で行って
ください。
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このような場合はスマー
トウォッチの装着を調整
してください。
この時、センサーが肌に
接するようにお願いしま
す。

計測は椅子に座り、止まった状態で行って
ください。
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血中酸素濃度

待受画面が表示されている
状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを
押すと機能一覧が表示さ
れます。

測定が始まります。

機能一覧より「血中酸素濃度」　　 をタップして
ください。

※計測が出来ない場合がございます。



天気の確認方法

待受画面が表示されている
状態にしてください。

画面を右から左に何度か
スワイプしてください。

左のように天気が表示
されます。

左のように天気が表示
されます。

その１

その 2

待受画面が表示されている
状態にしてください。

この状態で物理ボタンを
押すと機能一覧が表示さ
れます。

機能一覧より「天気」　　　をタップしてください。
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