
DIGITAL LINK WATCH　取扱説明書

■はじめに

■電源のON／OFF
POWERボタンを 5秒以上長押ししてください。「Welcome」の文字が表示され
音と共に起動します。

■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。スワイプは少しゆっくり行ってください。
また上下のスワイプがやりにくい場合は　 をタップすれば下に移動します。

■連続使用時間
フル充電の状態で、連続使用で約 2~3時間、スリープ状態で約 24時間使用でき
ます。（使用環境により多少の誤差はございます。

■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、「Language 」
をタップします。「日本語」をタップして「完了」と表示されれば設定完了です。

■Bluetooth ペアリングの方法
ここではスマートフォン数台で検証し、接続できた方法です。
接続したい機器により異なりますので、その機器の説明書でご確認ください。
またペアリングに関してのお問い合わせは弊社では受け付けません。
①接続したい機器のBluetooth を ONにしてください。
②本商品のホーム画面（時刻が表示されている画面）の　  アイコンをタップ
　します。
③「新しいデバイス」をタップすると、接続したい機器がBluetooth 一覧に表示
　される事を確認してください。（ここではまだ選択しません）
④接続したい機器のBluetooth 一覧にデバイス名「U8」と表示されるので
　選択してください。
⑤漢字とアクセスコード、接続したい機器の名称が本商品に表示されるので
　「はい」を選択してください。
⑥電話のようなベルが鳴り、接続に成功した事をおしらせします。
※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と接続したい機器を
　再起動してください。
⑦スマートフォンの場合アクセスの許可の警告が表示されます。
　許可する項目はそれぞれの機種にて違いますが、アクセスに許可をしないと
　連絡先電話帳や写真、音楽などがリンクしませんので必ず許可してください。
※許可をしても、この段階では全てがリンクされていません。
⑧許可した後に再度本商品よりベル音が鳴ります。
⑨それに伴い、日付と時刻がスマホとリンクされます。
　本腕時計の画面に「リモートデバイスと日付と時刻を同期します。」と表示
　され、設定を「はい」にすると日付や時刻の設定を行う必要がありません。
　

■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。

■日付時刻の設定
ホーム画面（時刻が表示されている画面）  　を１回タップし、時計　  を選択
します。
①「クロックタイプ」は時計の表示方法を変更します。
※デジタル表示とアナログ表示 1と２の中から選択できます。
②日時の設定のができます。ただしペアリングしている場合は日付時刻は
　リンクされ、設定されている状態になります。
　A「自分の街を設定する」を選択します。日本なら「東京」を選択してください。
　B 「時間 /日付」を選択すると時刻、年、月、日が表示されますので設定します。
　設定後本商品の　 ボタンを押し、「セーブ」を選択して初めて反映されます。
③「フォーマット」の選択です。12時間表示か 24時間表示を選択し、時間/日付
　同様　 ボタンを押し、セーブしてください。

■ペアリングしたデバイスの消去
まずペアリングしていればペアリングを解除してください。  　アイコンを
タップし、接続している機器名をタップします。
「中断連線を切断する」をタップすると、ペアリングが切断され、ベル音が鳴りま
す。表示は「切断された」と表示されます。再度接続する際は「接続する」を選択し
てください。
次に切断した機器を選択し、「削除」をタップし、「はい」を選択すると、その機器の
接続項目が削除されます。
■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
といけない機種もございます。　

ダウンロードしたアプリを開きます。
開く際に「アクセシビリティを有効にする」と表示される場合がありますので
「OK」を選択してください。（画面 a）
ご使用のスマートフォンの「ユーザー補助」の設定画面になりますので、
下段の「インストール済みのサービス」をタップしてください。
欄に「BT通知」が項目として表示されますのでONに設定します。（画面 c）
※Bluetooth 接続を一度切ると、ONにした時に再度設定が必要な場合があります。

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。

使用後Bluetooth 接続を切り、再度使用する場合はアプリの「Bluetooth のペア
リング」をタップして「U8」を選択してください。（画面 d）
※機種によっては自動で接続されます。
　また上記画面のデザインは機種により多少異なる場合があります。

アドレス
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.lianhezhuli.btnotification

アドレス
http://www.s-break.jp/digital_link.html

※本説明書の左上の「Vr.0.0～」の欄をご確認の上、
　参照ください。

アプリ名：United Power
　　　　　Bluetooth Notification

これ以降は表示言語設定を日本語にて操作した説明になります。

■仕様
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／ 4.1
充電時間／約 3時間
使用時間／連続使用 : 約 2～3時間、スリープモード：約 24時間　※使用環境によって異なります。

■お客様サポート
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。

■リセット
設定等をリセットしたい時や、画面がフリーズしてしまった場合は、本体裏面の
RESTボタン（穴）に爪楊枝等で押してください。

■お知らせ表示
ご使用の機器（スマホ）でのアプリ（titter や LINE など）の新着情報や更新情報、ニュースなど、スマホ内の
情報を本商品の画面に表示し、知らせてくれます。ただし本商品上では操作はできません。

Vr.-1.0

時計
●クロックタイプ

●日時

●１時間に振動

音量
●RingTone 鈴声
●マルチメディア
●キーパッド

…ホーム画面で表示する時計の種類が選択できます。
　デジタル表示／アナログ２種類あります。
…ここでは故意に時刻を設定することができます。
　またデジタル時計を選択した場合、12/24 時間の表示が選択できます。
　数値や各設定の選択後、　 ボタンで確定します。
…１時間おきに振動する機能ですが、本モデルでは使用できません。

…着信音やアラーム音の音量を設定します。選択後、　 ボタンで確定します。
…音楽の音量を設定します。選択後、　 ボタンで確定します。
…タッチの操作音の音量を設定します。

万歩計
●万歩計

●性別
●身長 /CM
●重量 /KG
●ステップ長 /CM
●ゴール

…万歩計の計測画面になります。
　「開始」をタップすると歩数計測が始まり、時間がカウントされます。
　計測中は「一時停止」ボタンに変わります。
　「やめる」をタップすると計測データが保存できます。
　右上の「記録」をタップすると過去の計測データが古い順から日付 /時刻 /
　ステップ数の順に表示されます。
…性別の選択画面になります。
…身長の設定画面になります。数値を選択し、　 ボタンで確定します。
…体重の設定画面になります。数値を選択し、　 ボタンで確定します。
…歩幅の設定画面になります。数値を選択し、　 ボタンで確定します。
…目標歩数の設定画面になります。数値を選択し、　 ボタンで確定します。

※万歩計の計測方法は本体の振動によりカウントします。必ずしも歩数とリンクはいたしません。ご了承ください。

ボタン名等の名称を紹介いたします。

画面

スピーカー

microUSB ポート

マイク

POWERボタン

メニュー/確定など

次へ/電話など

戻る/通話終了など

■各部の名称

A
A
B
C
D

E
F
G
H

B
E
F
G
H

C

D

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。（設計の都合上奥まで差しこめません。2mm程度浮きが出ます。）●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。●本商品の充電はUSB供給のある機器（パソコンなど）から行ってください。コンセ
ントアダプターでは使用しないでください。　●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。●アプリや本製品
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。●本商品と接続した機器の距離が離れすぎ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、必ずデータの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。一部機能の選択欄にある「Vib.（バイブレーション）」は
使用できません。●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。

■iOSをご使用の場合
　本製品は専用アプリが iOS非対応のため、一部機能が使用できません。
　Android をご使用の場合でも一部対応していない機器もございます。
　ご了承ください。

出荷時はフル充電されておりません。必ず充電してからご使用ください。
本商品の充電はUSB供給のある機器（パソコンなど）から行ってください。
　コンセントアダプターでは使用しないでください。　
①本体の電源がOFFの状態で、付属の充電コードにて充電してください。

②充電を開始します。接続し、しばらくすると画面に充電状況が表示されます。
　さらにしばらくすると画面が消灯します。その後に充電状況を確認したい
　場合はPOWERボタンを１回押すと表示されます。
③充電が満タンになると本商品との接続を抜いてください。
　充電時間は空からフルの状態まで約２～３時間かかります。
　温度や使用環境により多少の誤差がございます。

■充電方法

パソコンや
テレビなどの
USBポート

※向に注意してください。

充電状況 充電完了

点灯点滅

■ホーム画面の説明
ホーム画面（時刻が表示されている画面）の説明です。基本操作を覚えましょう。

Bluetooth マーク 電池残量マーク

電源 /起動ボタン

戻る
※この画面では何も
　起こりません。

現在時刻

日付 /曜日

アイコン画面へ
アイコン画面へ

音量設定画面へ
Bluetooth
リンク設定画面へ

電話

■各アイコンの設定 /説明
本商品には 22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
●BT通知APK
●言語
●表示

●電池
●接続

●設定を復元

紛失
本商品とリンクされた機器とのBluetooth の送信距離が離れるとアラームを鳴らすことができます。
ON/OFFの設定と共に、振動（Vib）のみ／振動 (Vib）と音（リング）／音（リング）のみが設定できますが、
本モデルではバイブレーション機能はございません。音（リング）の設定にしてください。
また送信距離が離れ、アラームと共に切断をお知らせしますが、その後再接続を行ってください。

…アプリのQRコードが表示されます。旧タイプのため使用しないでください。
…表示言語の選択します。English 及び日本語をタップしてください。
…輝度では画面の明るさを設定します。数値を設定し、OKをタップしてください。
…スクリーンでは画面スリープする時間を設定します。5秒から３分まで選択できます。
…現在の電池残量が確認できます。
…接続ではBluetooth を OFFにできます。※ただしペアリングされていない時のみ。
…可視性はこのモデルでは機能しません。設定は変更しないでください。
…可視性はこのモデルでは機能しません。設定は変更しないでください。
…本機器の設定をリセットします。

省電力
現在設定されている画面の明るさを、省電力ONにすることで画面の明るさ段階を暗くし、電池の
残量を維持させる設定になります。

着信音
●アラートタイプ

●リングタイプ

●着信音

…リング（音）とVib（振動）の設定ですが本モデルではバイブレーション
　機能は使用できません。
…リング（音）が繰り返し行うか、１回のみのアラートかを選択できます。
　選択後、　 ボタンで確定します。
…６種のリング（音）から選択できます。選択後、　 ボタンで確定します。

通話
直接番号を入力し、　 ボタンを押すと
電話をかけることができます。
また、着信があった場合、右図の画面に
なりますので緑色の通話ボタンを
押してください。
通常電話帳に登録されている場合は
登録名が表示されます。（図 2）

履歴
着信 /発信 /不在着信 /全てから選択でき、番号を選択した状態で　 を押すと、「ビュー」「コール」
が表示され、「ビュー」は電話番号を始め、通話時間などの詳細を表示します。
「コール」は　 を押すとそのまま電話をかけることができます。

通知
メモを表示します。
一部のAndroid 機種には対応していません。また日本語がうまく表示しない場合があります。

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（自身箱収集箱）と送信メッセージ（ア
ウトボックス）の閲覧ができます。受信メッセージの一覧からメッセージを選択し、画面左下の
「オ ...（オブジェクト）」を選択すると、送信者の電話番号へ電話をかけることができます。
また詳細や、そのメッセージを削除することができます。

09000000000
電話の着信

ブレイク太郎
電話の着信

図1 図2

専用アプリをインストールしたAndroid のみ対応
専用アプリをインストールしたAndroid のみ対応

専用アプリをインストールしたAndroid のみ対応
※Android 端末の機種により使用できない場合があります。

専用アプリをインストールしたAndroid のみ対応

専用アプリをインストールしたAndroid のみ対応

stopwatch （ストップウォッチ）
　 ボタンでスタート /ストップ、　 ボタンでリセットされます。

接続（Bluetooth）
リンク（接続）の設定ができます。「Bluetooth ペアリングの方法」参照

電話帳
ペアリングされている機器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。

表示した先を選択し、タップを２回行います。電話番号をタップし、「コール」を　 ボタンで行って
ください。電話をかけることができます。

専用アプリをインストールしたAndroid のみ対応

電卓
キーをタップし、通常の電卓機能としてご使用ください。

睡眠時間管理
寝る前に開始ボタンを押し、起きてから「やめる」をタップします。
それにより睡眠時間の長さが体にとって良いのか悪いのかを判断してくれます。

sedentary（座りすぎお知らせ管理）
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に、ある一定の時間を設定し、休憩を
促す機能としてご使用ください。
設定は時刻をタップしてください。またON_OFFは時間表示の左の○をタップし、●にします。
この時間までで立ち上がって運動をしようとご自身で決められた時間を入力し、アラームを鳴らす
回数を設定し、　 を押してセーブします。
４パターン設定ができます。

Drink water （水分補給お知らせ管理）
仕事や部活、日頃の運動などで、ある一定の時間を設定し、水分補給を促す機能としてご使用ください。
設定は時刻をタップしてください。またON_OFFは時間表示の左の　をタップし、　にします。
この時間までで立ち上がって運動をしようとご自身で決められた時間を入力し、アラームを鳴らす
回数を設定し、　 を押してセーブします。
４パターン設定ができます。

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。
撮影が画面の真ん中をタップするか、左下の「キ ...（キャプチャ）」をタップすると撮影できます。
※ペアリングしている機器にカメラが内蔵されていないと使用できません。
また撮影された画像はペアリングされた機器側に保存されます。
Alarm（アラーム）
５パターンのアラーム設定ができます。
時間をタップすると、ON/OFF、時間、繰り返し、アラーム音が 設定できます。
それぞれ、　 で各種選択～設定し、　 で確定し、セーブします。
アラートのバイブレーション機能は使用できません。
Calendar（カレンダー）
画面タップで移動できます。また　 を押すと、指定した年月日や、今日のカレンダーに移動します。

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＋-
ペアリングしている機器に音楽が再生できるアプリがインストールされていないと使用できません。

専用アプリをインストールしたAndroid のみ対応

専用アプリをインストールしたAndroid のみ対応

■2回目以降のペアリング
2回目以降のペアリングは自動でおこなわれます。
本商品の電源がONであり、接続したい機器のBluetooth が ONになっていれば
自動的に接続します。　
※機種により自動的に接続しない場合は、ペアリング方法にて接続したい機器
　を選択し、接続したい機器側もデバイス名「U8」を選択してください。

※Android 端末の機種により使用できない場合があります。

画面 a

画面 b

画面 c

画面 d


