
アプリケーション操作説明書
N8 Series 用

Time Connect は、Bluetooth® リンクウオッチ用の
アプリケーションです。

Time Connect
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Time Connect 使用規約
本規約は、セイコーウオッチ株式会社（以下「当社」といいます）が提供する「Time 
Connect」（以下「本アプリ」といいます）に適用されます。お客様は、本規約に同意い
ただいた場合にのみ、本アプリを当社が指定する情報端末（以下「対象端末」）において
使用することができます。お客様が本アプリの使用を開始した時点で、本規約に同意いた
だいたものとみなします。
　
第１条（本アプリ）
１．本アプリは、当社の時刻同期ブルートゥース通信機能付き時計と対象端末との間で、
時刻同期ならびにカレンダー情報等のデータ通信を行うサービスをご利用いただくこ
とを目的として提供されます。

２．当社は、お客様に事前に通知することまたはお客様の同意を得ることなく、本アプリ
の仕様を変更し、または本アプリの提供を中止することができます。

　
第２条（使用許諾）
１．当社は、お客様に対して、本規約に定める条件に従い、第１条に定める目的の範囲内で、
本アプリをお客様の対象端末において使用することができる非独占的な権利を許諾し
ます。

　
第３条（権利の帰属）
１．本アプリに関する著作権その他一切の権利は、当社または当社に当該権利の利用を許
諾する第三者に帰属します。本規約に明示されている場合を除き、お客様には、本ア
プリに関する何らの権利も付与されません。

　
第４条（禁止事項）
１．お客様は、本アプリの全部または一部を、第三者にリース、貸与、頒布、譲渡、公衆

送信または再使用許諾することはできません。
２．お客様は、本アプリの全部または一部を、複製、改変、翻案、二次的著作物の作成、

逆アセンブル、逆コンパイルまたはリバースエンジニアリングすることはできません。
３．お客様は、本アプリを個人的かつ非商業的な目的のために使用することができるもの

とし、営利目的のために使用することはできません。

第５条（使用上の注意）
１．本アプリにおいて時計に提供される時刻情報、カレンダー情報は対象端末の情報に基
づいた情報であり、誤差や不確実性が含まれている可能性があります。また、通信の
状況、対象端末の動作状況により対象端末の時刻と時計の時刻に誤差が生じる場合が
あります。

２．お客様の情報端末の電波の受信状況その他の機能上の制限等により、本アプリを使
用することができない場合があります。

３．本アプリの使用にあたっては、通信を利用して各種情報を送受信することがあり、
それに伴い発生する通信料等はお客様にご負担いただきます。

　
第６条（免責）
１．当社は、本アプリを現状有姿のまま提供するものとし、お客様に対して、商品性、
特定目的への適合性、使用結果、瑕疵の不存在および第三者の権利の不侵害を含め、
本アプリに関していかなる保証も行いません。

２．当社は、本アプリの使用または使用不能が原因でお客様に生じた損害（逸失利益、
特別損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、データの喪失を含む）について、
一切責任を負いません。

　
第７条（権利譲渡等の禁止）
１．お客様は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本規約上の地位および本
規約から生じる権利または義務を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供
することはできません。

　
第８条（本規約の変更および終了）
１．当社は、お客様に事前に通知することまたはお客様の同意を得ることなく、本規約
を変更または終了させることができます。この場合、当社は、本規約の変更または
終了の旨を当社ホームページに掲載し、またはこれと同等の方法によってお客様に
周知するものとし、当該いずれかの方法による周知開始のときをもって、本規約が
変更されまたは終了するものとします。

２．当社は、お客様が本規約のいずれかの条項に違反したときは、何らの催告を要する
ことなく、ただちにお客様に対する本アプリの使用許諾を終了させるとともに、被っ
た損害の賠償を請求することができます。

３．前項の場合、お客様は、ただちに本アプリの使用を中止し、対象端末上の本アプリ
を消去しなければなりません。

　
第９条（準拠法および管轄裁判所）
１．本規約は、日本法に従って解釈されるものとします。
２．本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所
とします。
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※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。
セイコーウオッチ株式会社は、このロゴマークをライセンスに基づいて使用しています。

※App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
※iOS は、米国およびその他の国におけるCisco 社の商標または登録商標です。
※Google Play、Android は、Google Inc. の商標です。
※Time Connect は、セイコーウオッチ株式会社の登録商標です。
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■ こんなことができます
• このアプリケーション（以下「本アプリ」）を介して時計をスマートフォン（以下「スマホ」）に接
続することにより、時計はスマホから時刻データを自動受信し、時刻同期します。
 時計のボタン操作により、時刻データを手動で受信することもできます。

※本アプリは、常に起動状態にしておいてください。
（一度起動すると、本アプリは、画面を切り替えても、バックグラウンドで動作を継続します。本アプリを強制終了すると、時計
との通信はできません。再び時計との時刻同期を行うには、本アプリを再度起動してください。）

※スマホは、時計から3メートル以内の距離に置いてください。
※飛行機内、病院など、電波の使用が禁じられている場所では、時計の自動受信を OFF に設定し、手動受信は行
わないでください。
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■ アプリケーションのインストール
• お使いの端末・OSをご確認ください。
 ※対応OSについての最新の情報は、下記セイコーウオッチのウェブサイトにてご確認ください。
https://www.seikowatches.com/jp-ja/customerservice/bluetooth

• 本アプリはAppStore や GooglePlay からダウンロードできます。

• 「Time Connect」で検索してください。

• 利用規約をご確認の上、インストールしてください。
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■ アプリケーションの起動（1）

3

● 時計とスマホは Bluetooth 方式で通信しま
す。スマホの Bluetooth 機能を ON に設定
してください。
※Bluetooth 機能を ON に設定しない場合、時計
との通信ができません。

★本アプリは、シャットダウン
せず、常に起動状態にしてお
いてください。

★ス マ ホ の 設 定 の 中 で、
Bluetooth 機能を ON に
してください。

● Time Connect アイコンをタップします。

※インストール中、Bluetooth 機能や位置情報などの
利用の許可を求めるメッセージが表示された場合は、
利用許可を選択してください。許可しないと、本ア
プリが正常に動作しない場合があります。

時刻同期のため、アプリを起
動させたままにしてください

Bluetooth を ONにしてください
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■ アプリケーションの起動（2）
●  Android OS 搭載のスマホでは、Bluetooth 機能を有効にするためにスマホの位置情報を ON に
する必要があります。
下記の1) と 2) の両方の設定を行ってください。
1) 本アプリに対して位置情報の利用を許可する設定にしてください。
2) 現在地機能をONにしてください。

4

★スマホの設定の中で、現在
地機能を ON にしてくださ
い。

★スマホの設定の中で、位置
情報の利用を許可してくだ
さい。

位置情報の利用を許可して下さい 現在地をONにしてください
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■ 時計の登録
時計をご購入後、初めて本アプリを使用するときには、本アプリに時計を登録してください。一度登
録が完了すると、Bluetooth 通信の前に毎回登録操作を行う必要はありません。

5

●登録の準備　[ 本アプリ側 ]
1. スマホの Bluetooth 機能と現在地（Android の場合のみ）が ON に設定されていることを確
認してください。

2. 本アプリ「Time Connect」を起動します。
※位置情報利用の許可を求めるメッセージが表示された場合は、許可画面に移行し、許可してください。
登録時には、必ず本アプリがスマホの画面に表示された状態にしてください。

●登録の開始　[ 時計側 ]
1. 時計の３時位置のボタンを２秒以上押しま
す。針が回転し、３時位置を指します。
※回転ベゼル付きモデルでは、モード指示マーク
を「CONNECT」に合わせても登録が開始し
ます。

2. 登録の完了を確認します。
 時計が本アプリに接続すると、「時計が登録
されました」と表示され、Registration 
List 画面が表示されます。これで時計の登
録は完了です。

時計を登録
した
日付と時刻

➡時計が登録
されました
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■ Search 画面
Search 画面では、スマホと時計の間の時刻同期が成功したか、失敗したか、通信結果を確認するこ
とができます。
※時計の登録完了後、時計側で自動受信に設定すると、時計は 24 時間に一度スマホから時刻データを自動受信し、時
刻を同期します。また、3 時位置のボタンを 2 秒以上押すことにより、いつでも時刻データを手動で受信し、時刻を
同期することもできます。時計側の自動受信設定の方法については、「クイック・マニュアル」またはホームページ
掲載の各機種の「取扱説明書」をご覧ください。（P.8 参照）

★しばらく待って
から、再度時刻
同期の操作を
行ってくださ
い。

前回時刻同期
を行った日付
と時刻

現在時刻

現在都市

[ 通信を行わない通常の状態 ] [ 時刻同期が成功した状態 ] [ 時刻同期が失敗した状態 ]

円の切れ目が
つながり、回
転が止まる

今回時刻同期
が成功した
日付と時刻

前回時刻同期が
成功した日付と
時刻

※前回、現在都市
と時差のある都
市で時刻同期が
行われた場合に
表示されます。

前回時刻同期を
行った都市※

時刻同期に失敗
しました

時刻同期
しました

時計の3時位
置のボタンを押
してください



Time Connect for N8 Series

7

■ Registration List 画面
●Registration List 画面では、本アプリに登録されている機種名と前回時刻同期した日付と時刻
を表示します。

●登録されている機種を一括して削除することができます。

[ 登録した時計の一括削除 ][ Registration List 画面 ]

登録されている時計の
機種名

前回時刻同期が成功し
た日付と時刻

★ゴミ箱アイコン
タップすると、登録した時計の
一括削除の画面に移行します。

登録した時計をすべて削除しますか？

はい　　　　いいえ
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■ Information 画面
● 本アプリのバージョン表示

● 取扱説明書PDFへのリンク
※「取扱説明書」をタップすると、セイコーウオッ
チ株式会社ホームページの「取扱説明書」ダウン
ロードページにリンクします。お持ちの時計の
「キャリバー番号」を入力して、「取扱説明書」を
ダウンロードしてください。

X.X

● アプリケーションの利用規約

キャリバー番号

キャリバー番号

★キャリバー番号は、時計の裏蓋に記載されている「N」ではじまる 4 桁
の文字コードです。
記載位置は時計により異なりますのでご注意ください。

1.0
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■ FAQ (1)

こんなときは 原因 対応方法 

Bluetooth 通信が出来ない 
アプリを起動していない 

本アプリを起動して下さい。P. 3 参照 
特に iOS の場合は、スマホの再起動後本アプリの起動が必要で
す。 

  時計がアプリに登録されていない 時計を本アプリに登録してください。P. 5 参照 

  スマホと時計の距離が離れすぎてい
る 3m以内に近づけてください。 

  
スマホと時計の間に Bluetooth 電
波の遮蔽物がある 

スマホと時計は、見通せる位置に移動して下さい。金属ケース等
から出して使用してください。 

  スマホのBluetooth 機能がOFFに
なっている 

スマホのBluetooth 機能をONして下さい。スマホの取り扱い
説明書等を確認してください。 

  スマホの位置情報機能が OFF にな
っている（Android 版のみ） 

スマホの位置情報機能をONして下さい。スマホの取り扱い説明
書等を確認してください。 

  
アプリの位置情報機能が許可になっ
ていない（Android 版のみ） 

スマホの設定の中で、本アプリの位置情報の利用を許可してくだ
さい。 

  スマホの機内モードがONになって
いる 

スマホの機内モード設定を OFF した後、本アプリを起動してく
ださい。スマホの取り扱い説明書等を確認してください。 

  時計の電池が消耗している 時計の電池を交換して下さい。時計の取り扱い説明書等を確認し
てください。 
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■ FAQ (2)

こんなときは 原因 対応方法 

Bluetooth 通信が出来ない 周囲に Bluetooth 通信に対する電
波障害が発生している 

強い電磁界を発する電力機械や、通信機能付き情報家電が有る場
所等では、電波を発する機器から離れた場所で通信を行ってくだ
さい。 

スマホを機種変更した 
古いスマホとの通信が優先しているかもしれません。 
古いスマホの本アプリをアンインストールするか、もしくは登録
されている時計を削除してください。 

自動受信しない 時計の自動受信機能が OFF になっ
ている 

時計の自動受信機能をONして下さい。時計の取り扱い説明書等
を確認してください。 

 スマホと時計の距離が離れすぎてい
る 

自動受信は、前回の手動受信を行った時刻に行われます。自動受
信が行われる時間帯には、スマホと時計を 3m 以内に近づけて
ください。 

  他の省電力アプリの影響を受けてい
る 

電池・バッテリー寿命を改善する他アプリ等については、本アプ
リを除外する設定を行ってください。該当アプリの取り扱い説明
書等を確認してください。 
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お問い合わせ先：
●セイコーウオッチ「Bluetooth リンクウオッチ」のご使用方法・修理・メンテナンス
に関するご質問は下記にお問い合わせください。

セイコーウオッチお客様相談室
0120-612-911
●アプリケーション、Bluetooth 関連のご質問は下記にお問い合わせください。

アプリケーション操作相談センター
047-320-3004
受付時間：9：30～ 17：30（月～金）
夏季休業・年末年始につきましては当社ホームページでご確認ください
https://www.seikowatches.com/jp-ja/contact/
※電話機が非通知設定の場合は、電話番号の頭に「186」をつけておかけください。

JCC09A

。
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