
始めにお読みください

■はじめに
使用方法に関してのお問い合わせはお受けできません。予めご了承ください。　
ご使用前にディプレイの保護フィルムを剥がしてください。
●充電は必ずUSBにて直接パソコン等のUSBポートで充電してください。
　コンセントアダプターによる充電は過充電となり危険です。おやめください。
●充電中は目に届くところで行ってください。また接続は付属の専用コードを使用
　し、これ以上差し込めない所までしっかりと差し込んでください。
●指定の充電時間以上充電は行わないでください。
　発熱・発煙の原因になり危険です。
●本商品は防水加工は施されていません。スポーツ時や夏場、汗や水が本体に付着
　するとショートする場合があります。ご注意ください。
●充電は直射日光や日の当たる場所で行わないでください。
　発熱の危険性があります。
●使用中や充電中は定期的に本体に発熱がないか手で触り、確認してください。
　万一発熱した場合は直ちに使用を止めてください。
●本商品はBluetooth 対応のすべての機器との接続動作を保証したものではあり
　ません。一部対応していない機器も御座います。予めご了承ください。
●対象機器でも発売された時期やOSのアップデートの影響、他のご使用アプリとの
　相性の問題等で使用できなくなる場合がございます。予めご了承ください。
●専用アプリは iOSに対応しておりません。またAndroid 機種でも一部対応して
　いない機種がございます。
●専用アプリやBluetooth のペアリング方法に関するご質問・お問い合わせは弊
　社ではお受けできかねますのでご了承ください。
●弊社ではパーツの販売や修理などはおこなっておりません。ご了承ください。
●本商品はアミューズメント専用景品のため、転売・譲渡された商品に関しての
　お問い合わせは受付けません。
●アプリや本体でエラーが頻発する場合、アプリまたは本製品を再起動してください。
●充電残量が少ないとペアリングが出来ない場合がございます。充電し、再度ペア
　リングをおこなってください。
●本商品とスマートフォンの距離が離れたり、バッグの奥などに入れたりすると、
　ノイズが入ったり通信が途切れる事があります。
●出荷時はフル充電されておりません。ご使用になられる前に、充電してください。
●充電の際、microUSBポートのゴムカバーは強く引っ張りすぎないでください。
　外れる恐れがあります。
●一部対応していない日本語（漢字など）がございます。
●ご使用になられる前に、万が一に備え、必ずスマートフォンのデータバックアッ
　プをお取りください。
●改良により、仕様などが変更になる場合がございます。予めご了承ください。
●本商品はバイブレーション機能（振動）を未搭載モデルです。
●初期設定時は音量がONになっております。周囲に迷惑にならない場所での起
　動をし、音量調節を行ってください。（■音量の調節：参照）
●各機能の設定時に「確定」ボタンを押さないと設定が反映されない項目がありま
　す。「確定」ボタンを押すように心がけてください。
●設計の都合上、タッチしにくかったり反応が鈍い場合があります。
　小指やタッチペンなどを使用ください。
●設定中に所々に四角枠で数字が羅列する時があります。表示上出てしまうもの
　であり、不良ではありません。

■本体の準備
本体を付属のUSBコードで充電を行います。
※コンセントアダプターによる充電はやめてください。

　過電流になり大変危険です。充電はパソコンやテレビのUSBポートを
　使用してください。（パソコンやテレビの電源ONが必須です）

充電が完了したら本体の画面に「完了しました」と表示されます。
※完了後常時表示しているわけではありません。数秒間で消えます。

充電が完了したら本体を起動します。
右側面の電源ボタンを３秒以上長押しし、指を離してください。
Bマークの表示とともに起動します。

■Android アプリのダウンロード
※アプリは Android 専用です。iOS ではご使用できません。　

機能によって専用アプリが必要になります。
下記QR読み込み、またはアドレスにアクセスし、アプリをダウンロード
してください。ダウンロードのアクセス通信料はお客様ご負担になります。
QRコード読み取り機能は機種により異なります。アプリをダウンロード
しないと読み取ることができない機種もございます。　

QRコードを読み取り、ダウンロードを行います。
機種によりセキュリティの「提供元不明のアプリ」という項目をONの状態
にしてください。と表示が出る場合はONにしてください。

アドレス
https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.ran.watch.bt&showAllReviews=true

アプリ名：BTSmartwatch

空から満タンまで約１～1.5 時間

３秒以上
押して

起動画面離します

電源が
ONの状態

■スマートフォンとペアリング
ダウンロードしたアプリを開きます。
開く際に各モードの「許可」を求めてきますので全て許可してください。
※下記の画面はサムソン社のスマートフォンにてダウンロードした例です。
　機種やAndroid のバージョンによって多少異なる場合があります。

■２回目からのペアリング　　　
スマートフォンのBluetoothがONの状態で、ウォッチの電源をONにする
と、自動で接続を行って行きます。
※スマートフォンの機種や電波環境により多少時間がかかる場合があります。

■スマートフォンとリンクする機能の紹介　　　
アプリによるスマートフォンとのリンクはAndroid機種に限ります。
※iOSに関しては通話関係の機能のみになります。

アプリが立ち上がり、下の画面になります。CANCELをタップし、
Bluetooth の接続を行います。
①まず最初にSetting をタップし、警告画面のCANCELを押してください。
②次にSMS service/Call service/Notification bar swith が全てONに
　なっているか確認してください。OFFの場合は全てONにしてください。

③Bluetooth pairing をタップし、Bluetooth をオンにしてください。
④接続可能デバイスに「BREAK-linkG」が表示されますので、選択してくだ
　さい。表示されない場合はスキャンし、「BREAK-linkG」を検索してください。

CANCELをタップ Setting をタップ

３種全てONになっているか
確認（上図がONの状態です）

Bluetooth pairing をタップ

右上へ続く↗

⑤スマートフォンの画面とウォッチの画面に下記の表示が行われます。

ウォッチ側 スマートフォン側
お互いの画面で
パスコードが
表示されます。

MENUボタンを押す

ここで「許可」を押さないとスマートフォンとリンクしません。

MENUボタンを押す

自動で接続が行われます。

押しにくい場合は小指や
タッチペンを使用ください。

GALAXY S9 での接続画面です。お客さまの

スマートフォンによって画面の表示は異なります。

これで接続は完了です。日付や時刻が同期され、各機能がリンクされます。
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押しにくい場合は小指や
タッチペンを使用ください。

通話
直接番号を入力し、電話をかけることができます。
また、着信があった場合、スマートフォンの電話帳に登録された名前が表示されます。

履歴
着信 /発信 /不在着信等選択でき、そこから電話をかけることができます。

SMS（ショートメッセージ）閲覧
ショートメッセージの内容を閲覧できます。受信メッセージと送信メッセージの閲覧ができます。

電話帳
ペアリングされているスマートフォンから電話帳を読み込みます。
※一部表示できない漢字・ひらがな・カタカナがございます。
※エラーや、接続したい機器名が表示されない場合は本商品を再起動してください。

写真
ペアリングされて機器のカメラから本商品の画面に映し出します。
撮影はMENUボタンを押すと撮影でき、スマートフォンに保存されます。

音楽
ペアリングしている機器の中にmp3形式データがあれば、本商品で再生することができます。
再生 /一時停止 /次の曲 /前の曲 /音量＋-が操作できます。

■仕様
【本体】
Bluetooth 通信距離／約 3～5ｍ※使用環境により異なります。
Bluetooth バージョン／ 3.0
充電時間／約２～２.５時間※使用環境により大幅に短くなる場合があります。
使用時間／連続使用 : 約 5時間、スリープモード：約 36時間　※使用環境によって異なります。
出力：5V / 1A
電源：リチウムポリマー電池 210mAh
動作環境温度：0～40℃
【アプリ】
サイズ（容量）：3.2MB
環境推奨：Android Ver. 4.4 以上
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本商品はあくまで景品用として開発された商品です。
高度な機能をお求めの方は市販品をご購入ください。
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■各部の名称

オ ペ レ ー シ ョ ン  マ ニ ュ ア ル

タッチスクリーン

A

A

USBポートB

電源ボタンC

スピーカーD

マイクE

MENUボタン
メニュー表示や決定時に使用します。

F

NEXTボタン
次項の選択や電話などで使用します。

G

TURNボタン
戻る操作や通話の終了に使用します。

H

H

G
F

CB
D

E

■画面の基本操作方法
タップとスワイプの操作ができます。
スワイプ操作は少しゆっくり行ってください。

■その他の機能
●着信機能
　全ての動作中に、スマートフォンへの着信があった場合、ウォッチの画面に
　着信画面が表示され、すぐに電話を受けることができます。
　通話のボタンをタップして電話を受け取ってください。
●再起動
　電源ボタンを約５秒以上押し続け、指を話すと再起動します。
　アプリが起動しなかったり、Bluetooth が接続できない時は行ってください。

Bluetooth のペアリングの方法は接続機種により異なるため、弊社への
お問い合わせは一切受け付けておりません。ご了承ください。
弊社ホームページにて最新の取扱説明書のダウンロードを行っております。
下記QRコードまたはアドレスにアクセスください。
※アクセスの際の通信費用はお客様のご負担になります。

■各アイコンの設定 /説明
本商品には 20種のアイコン（アプリ）が内蔵されています。
各アイコンの内容及び設定を説明します。

●設定　各種設定を行います。
①二次元コード
　QRコードが表示されますが、この商品には関係ありません。
②電話の設定
　日時…①地方都市の設定…国を選択します。
　　　　②時刻／日付の設定…設定したい箇所をタップし、入力します。
　　　　　　　　　　　　　　最後にMENUボタンを押します。
　　　　③フォーマッティング…時刻の表示単位と日付の表示順を設定
　　　　　　　　　　　　　　　し、最後にMENUボタンを押します。
　言語…画面の表示言語を英語または日本語に設定します。
　画面設定…①LCDバックライト…明るさとスリープに入る時間を設定
　　　　　　　　　　　　　　　　 します。最後にMENUボタンで決定。
③セキュリティの設定
　モバイルセキュリティの設定
　　①電話でのロック…８桁のロック番号を任意で入力します。
　　②パスワード…８桁のパスワードを任意で入力出来ます。
　　※①②の番号は、スマートフォンとは連動しません。
　　　また番号を忘れた場合は復元（リセット）出来ません。
④工場出荷時の設定を戻します
　③の①電話のロックで入力した 8桁の番号を入力するとウォッチ本体
　の初期化が行われます。

●アラーム　アラームの設定を行います。
５パターンのアラームが設定できます。
設定したいアラームをタップし、◀▶でオン /オフを選択します。
次にアラーム時刻を設定し、　を押して、リピート設定を１日 /毎日 /カス
タムの中から選択します。最後にアラーム音を選択し、MENUボタンで決
定します。Save をタップして完了です。

●カレンダー　現在のカレンダーを表示します。

●万歩計　歩数を計測し、データを表示します。
開始をタップすると計測開始します。歩数は約５秒間隔で更新します。
右にスワイプするとデータが表示されます。
STOPをタップし、再度 keep をタップすると継続して計測します。
リセットを押すと 0カウントに戻ります。

●ストップウォッチ　ストップウォッチで計測ができます。
グリーンのボタンをタップするとレッドボタンに変わり計測します。
レッドボタンを押すと計測がストップし、再度グリーンボタンを押すと
継続して計測します。
右のグレーボタンを押すとリセットされます。

●紛失設定　紛失防止機能が設定出来ます。
①Looking phone
　本商品では使用しません。
②紛失防止
　スマートフォンとウォッチが離れた距離に位置するとアラームを鳴ら
　すことが出来ます。◀▶でオン /オフを選択し、告知の種類は「一のベ
　ル」のみ選択できます。最後にMENUボタンを押してください。

●パワー　消費電力モードのオン /オフの切り替えが出来ます。
オン /オフを選択してください。オンにすると画面が少し暗くなり、消費
電力モードにて使用出来ます。目安として 20～30％長持ちします。

●着信音　音の種類の設定が出来ます。
「ヒントタイプ」は１種しかないのでそのままで結構です。着メロは５種類
から選んでください。最後にMENUボタンを押し、「Save」を選択します。
※音楽モードを解除？と警告が出た場合はMENUボタンで決定します。
　これはスマートフォン側でも音量が変更できるようにするためです。

■表示言語の選択
　  アイコンを１回タップしてください。　   アイコンを選択し、「電話の設定 」
「言語」をタップします。「英語」または「日本語」をタップして選択してください。
※出荷時の初期設定は日本語です。

■音量の調節
出荷時は音量が鳴る状態です。ホーム画面（時刻が表示されている画面）の
　  マークをタップします。＋または-で調整してください。

●Bluetooth 設定　Bluetooth の各種設定を行います。
①ブルートゥースをオンにする
　オン /オフの設定ができます。
②マシン検索
　この商品では使用できません。
③マイデバイス
　ご自身がペアリングした機器の名称が表示されます。
　新たに別のスマートフォンに接続したい場合は、Bluetooth デバイスを
　検索するをタップし、本説明書裏面のペアリング設定を行ってください。
④マシン名
　ペアリングの名称を表示します。「BREAK-linkG」

●電話帳　スマートフォンに登録している電話帳を表示します。
下方向へスワイプすると全て閲覧できます。
電話をかけたい相手をタップし、コールを押すとかけることができます。

●Sedentary　座りすぎお知らせ機能です。
座ったままでの作業や、飛行機でのエコノミー症候群の予防などの為に
一定の時間でアラームが鳴り、休憩を促す機能です。
◀▶でオン /オフを選択します。
次に何分おきに鳴らせるか設定します。数値を入力し、最後にMANUボ
タンをタップして完了です。※ヒントタイプは選択できません。

●Drink　水分補給お知らせ機能です。

●電卓　通常の計算機能です。

仕事や部活、日頃の運動などで水分補給を忘れない為に一定の時間でアラ
ームが鳴り、水分補給を促す機能です。
◀▶でオン /オフを選択します。
次に何分おきに鳴らせるか設定します。数値を入力し、最後にMANUボ
タンをタップして完了です。※ヒントタイプは選択できません。

寝る前に開始を押し、起きたらStop を押します。
一番最後にStop を押したときのデータが表示されるので
新たに計測したい場合はリセットを押してください。
※アプリケーションの接続を求めてきた場合は一度Bluetooth を切断し、
　再接続を行ってください。

●Sleep　睡眠時間の管理を行います。

●SMS　ショートメールを表示します。
①受信トレイ
　受診したショートメールを表示します。
②送信されたメール
　送信したショートメールを表示します。
※表示まで少し時間がかかります。
　表示しない場合は一度Bluetooth を切断し、再接続を行ってください。
　またデータが多い場合は「loading」と表示されたまま機能しない場合が
　あります。その場合スマートフォンとウォッチ共に再起動してください。
　【再起動の方法参照】

●通話　直接ダイヤルして電話がかけられます。
テンキーでかけたい番号をタップし、MENUボタンでかけることができま
す。終話の際は終話ボタンをタップください。また電話番号を入力する際に
間違えた場合はTURNボタンで戻ることができます。

●履歴　直接ダイヤルして電話がかけられます。
①不在着信
　不在着信のリストが表示されます。
②ダイヤルされた
　かけた電話番号のリストが表示されます。
③着信履歴
　着信があった電話番号のリストが表示されます。
④すべての電話
　①～③の全てのリストが表示されます。

●音楽　スマートフォンの音楽を再生します。
※スマートフォンにMP3などの音楽データがないと機能しません。
音量を調整し、▶ボタンで再生できます。

【商品についてのお問い合わせ】

スマートフォンやフリーアドレスから送信される場合、「@s-break.jp」のドメイン
が迷惑メールにならないよう、指定受信設定を行ってから、お問い合わせください。
極力早いご回答を目指しておりますが、的確な回答に対しての検証等行いますので
３～５日かかる場合がございます。ご了承ください。
またお電話でのご対応は受け付けておりません。

info@s-break.jp●カメラ　スマートフォンのカメラをウォッチで操作できます。
※音楽モードを解除？と警告が出ますのでMENUボタンで決定します。
　これはスマートフォン側でも音量が変更できるようにするためです。
　MENUボタンがシャッターです。次の撮影をする場合はTURNボタン
　で戻ってください。
※表示しない場合は一度Bluetooth を切断し、再接続を行ってください。

●通知　この商品では使用できません。

アドレス
https://www.breakprize.com/download

※本説明書の表面左上の「Vr.0.0～」の欄をご確認の上、
　参照ください。

■お客様サポート

全ての機能で、決定は「MENUボタン」、１つ前の画面に戻るのは「TURNボタ
ン」にて行うことを習慣にお願いします。

本商品はあくまで景品用として開発された商品です。
高度な機能をお求めの方は市販品をご購入ください。
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