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スマートフォンからのクイックスタート

QR コードをスキャンして
NOERDEN アプリをダウンロードするか、
iOS または Android のアプリストアで検索します。

iOS Android

時計の電源を入れます。

3 時位置ボタンを 3 秒間長押しします。
通知ライトが赤色に点滅すると、時計がオンになっています。

3 時位置ボタンを
3 秒間長押しします。

オン



デバイスホーム プロフィール

近くのデバイス

時計を接続します

1．スマートフォンの
Bluetooth をオンにします

2．NOERDEN アプリの「デバイス」から、
「新しいデバイスを追加」をクリックします。
指示に従って「NOERDEN-CW」を見つけ接続します。

3. 時計をスマートフォンに接続すると、時計が 4 回振動します。
時計を振るか、ボタンを押して接続します。
時計は 1 回振動し、NOERDEN アプリのホームが開き、
接続されたことを示します。

ボタンを押します

接続に成功すると、
通知ライトは赤色に 1 回点滅します



時計に表示された時間を入力します

時間較正

1. NOERDEN アプリの「デバイス」から
「スマート時間較正」に進みます。
2. 時計に表示された時間を入力します。

3. 時計の秒針が 12 時を指していない場合は、
    2 時位置ボタンか 4 時位置ボタンで動かして較正します。
4.「OK」をクリックして時間較正を終了します



主な機能について

Bluetooth

3 時位置ボタンを 1 回押して、Bluetooth の接続状態を確認します。

赤色に点滅 Bluetooth はオンですが、
アプリには接続していません

（2 秒間）

赤色に点灯 Bluetooth はオンで、
アプリに接続しています

点灯なし Bluetooth はオフです

1 回押します

Bluetooth のオン／オフ
Bluetooth をオンにする

3 時位置ボタンを 3 秒間長押しします。通知ライトが 2 秒間
点滅したら Bluetooth がオンになっています。

Bluetooth をオフにする

3 時位置ボタンを 3 秒間長押しします。通知ライトが赤色に
1 回点滅すると Bluetooth がオフになっています。

時計の Bluetooth をオフにすることで、電池寿命を延ばすことが
できます。Bluetooth がオフの時は最長 30 日間のデータが時計に
保存され、次に Bluetooth をオンにしてアプリと接続した時に
自動的に同期されます。

3 時位置ボタンを
3 秒間長押しします

（2 秒間）
オンにする

オフにする



スマートフォンを探す

3 時位置ボタンを 1 回押して、Bluetooth の接続状態を確認します。
Bluettooh が接続されている場合、もう一度 3 時位置ボタンを押すと
スマートフォンを呼び出します。

この時、時計とスマートフォンは Bluetooth で
接続されている必要があります。

カメラリモコン

NOERDEN アプリの「デバイス」から「カメラリモコン」に進みます。
3 時位置ボタンを押すか、時計を振って写真を撮影します。

1 回押します



着信通知と着信拒否

着信通知

NOERDEN アプリで「着信」機能をオンにすると、着信を受けた時に
時計が振動し、通知ライトは赤色に 5 秒間点滅します。
また、このとき秒針は「CALL」を指します。

注 : 時計とスマートフォンは Bluetooth で接続し、
  　 アプリの「デバイス」メニューから機能をオンにし、
 　  許可設定でアクセスを許可する必要があります。

時計が振動し、通知ライトが
赤色に 5 秒間点滅します。

着信拒否

着信を拒否したい場合は、
3 時位置ボタンを押すか、時計を振ります。

注 : 時計とスマートフォンは Bluetooth で接続し、
アプリの「デバイス」メニューから機能をオンにし、
許可設定でアクセスを許可する必要があります。

ボタンを押します

時計が振動し、通知ライトは
赤色に 1 回点滅します。



メッセージや通知を受け取ると、時計が振動し、
通知ライトが赤色に 2 秒間点滅します。
また、秒針は元の位置に戻るまで「MES」アイコンを指します。

時計が振動し、通知ライトは
赤色に 2 秒間点滅します。

注 : 時計とスマートフォンは Bluetooth で接続し、
アプリの「デバイス」メニューから機能をオンにし、
許可設定でアクセスを許可する必要があります。

メッセージ通知

アラーム

アラームは、NOERDEN アプリで設定できます。
時計が振動し、通知ライトは赤色に 5 秒間点滅します。
また、秒針は元の位置に戻るまで「ALM」アイコンを指します。

時計が振動し、通知ライトは
赤色に 5 秒間点滅します。



目標達成率

時計の 2 時位置ボタンを 1 回押すと、
秒針が活動目標の達成率を 5 秒間指します。

活動目標を 100% 達成した場合、時計が振動し、
通知ライトは赤色に 4 秒間点滅します。

1 回押します。

活動目標 100% 達成

時計が振動し、通知ライトは
赤色に 5 秒間点滅します。

通知不要

座り過ぎ防止リマインダー

NOERDEN アプリでは「通知不要」機能をオンにすることができます。
初期設定は午前 11 時から午後 6 時に設定されていますが、

「設定」ページで変更できます。電話がロックされている場合、
すべての着信と通知 ( アラームを除く ) が消音になります。

NOERDEN アプリでは「座り過ぎ防止リマインダー」機能を
オンにすることができます。着席している時間に基づき、
時計が振動して通知ライトが赤色に 2 秒間点滅し、
体を動かすようにリマインドします。

時計が振動し、通知ライトが
赤色に 2 秒間点滅します。



活動分析

NOERDEN アプリでは、以下の活動を分析します

歩数

ウォーキング距離

ランニング距離

総距離

目標達成率

カロリー

目標

朝 昼 晩

ウォーキング ランニング

睡眠記録

NOERDEN アプリでは、以下の睡眠を記録します

熟睡 浅眠 起床

睡眠時間 目標達成率

熟睡時間

浅眠時間

睡眠時間

目標

起床時間

起床回数

熟睡起床 浅眠

起床 起床回数睡眠



コンパス

時計の 4 時位置ボタンを 1 回押すと、秒針は 30 秒間北を指します。

1 回押します。
秒針が 30 秒間北を指します。

パターン 1:4 時位置ボタンを押すと、秒針は 12 時 ( 北 ) を指し、
通知ライトが赤色に 5 秒間点滅する。

コンパスの校正が必要な場合

1 回押します。

秒針が 12 時を指します。

通知ライトが赤色に
5 秒間点滅します。



以下の指示に従ってください：

1．時計を水平に置き、時計回りに回転させます。
　  5 秒後に秒針が元の位置に戻ります。

2．較正が完了したら、時計が振動し、
     通知ライトが赤色に 1 回点滅します。
     秒針は、元の位置に戻るまで 30 秒間北を指します。

水平に置き、時計回りに
3 回転させてます。

秒針は北を指します。

時計が振動し、通知ライトは
赤色に 1 回点滅します。

パターン 2:4 時位置ボタンを 30 秒間長押しした後に秒針が動き、
北を指さない場合、3 時位置ボタンを 3 秒間押すと、
通知ライトは赤色に点滅します。
この状態

3 時位置ボタンを
3 秒間長押しします。

通知ライトが赤色に点滅して、
較正を開始します。



接続切断アラート

NOERDEN アプリでは「接続切断アラート」機能をオンにする
ことができます。時計はスマートフォンとの
接続が切断されると、振動します。

電池残量

時計の電池残量は、NOERDEN アプリの「デバイス」メニューから
確認することができます。時計の電池残量が少ない場合、
Bluetooth とすべてのスマート機能は自動的にオフになります。
この場合、いずれかのボタンを押すと、通知ライトが 4 秒間点滅します。
時計の電池残量が完全になくなるまで、時間は表示されます。

ボタンを押します。
通知ライトが赤色に
4 秒間点滅します。

電池の交換方法

1. 箱に付属されている専用ウォッチ
   ケースオープナーを使って、
   ウォッチケースを開けます。 

2. ピンセット、または 2 ㎜厚以下の
平形工具 を使って電池をケースから
浮かせ、古い電池を取り除きます。



3. 新しい電池（CR2430）を、
取り除いた時と同じ方法で取り付けます。
電池がいったん取付けられると、
時計が振動し、表示灯は
赤色に 1 回点滅します。

4 . ピンセットを一本使って、両方のリセットボタンに
同時に触れます。通知ライトが 7 回点滅して、
リセットが完了したことを知らせます。

（この時、時計はオフモードで、秒針が動かず、Bluetooth はオフです）

5. 同じ専用ツールを用いてウォッチケースを閉じ、
スマートウォッチのご使用を引き続きお楽しみください！  

注： 
- 電池はご自身でも交換できますが、
専門家に交換してもらうことをお勧めします。
- 電池を交換する前に、NOERDEN アプリ内のデータを
同期することをお勧めします。電池を交換すると、
工場出荷時設定にリセットされるため、
すべてのデータが消去されます。

ベルトの交換方法

1. クイックリリース
スプリングバーを動かして、
ストラップを取り外します。

2. 新しいストラップを手に取り、
スプリングバーの片側を挿入します。

3. スプリングバーをもう片側に
押し込めば、新しいベルトの
取付が完了です！



時計のファームウェア更新
1. ファームウェアを更新するには、NOERDEN アプリ > 
プロフィール > 設定 > ファームウェアアップデートの
有無を確認に移動します。
2．スマートフォンは新しいファームウェアバージョンを
ダウンロードして時計にアップロードします。インストールの間、
時計の通知ライトはずっと赤色に点滅し続けます。

3. 通知ライトの点滅が止んだら、ファームウェアの更新完了です。

4．時計の時間が正確かどうか確認し、
正確でない場合は時間較正を行います。

通知ライトは、ファームウェアの
更新が完了するまで
赤色に点滅します。

リセット

3 時位置ボタンを 6 秒間長押しすると、時計が振動し、
通知ライトは赤色に 1 回点滅してリセットします。
通知ライトが赤色に 7 回点滅すると、時計はリセットされ、
電源がオフになります。

時計の電源がオフの時に 3 時位置ボタンを押すと、
電池残量を指します。電池残量が少ない場合、通知ライトは
1 秒あたり 4 回の速さで赤色に 2 秒間点滅します。
電池残量がある場合、通知ライトは 1 秒あたり
2 回の速さで赤色に 2 秒間点滅します。

オフモード

注 : 時計を工場出荷状態にリセットすると、
時計のデータがすべて削除されます。
その後時計を再起動する必要があります。



www.noerden.eu

詳細については、NOERDEN アプリの FAQ ページをご覧になるか、
以下のウェブサイトを参照してください

ウォッチを心ゆくまで楽しんでください！


