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※	本製品のバンドはらくらくアジャスト機構を採用していますが、
金属バンドの調整は必要に応じてお買い上げ店にご依頼ください。

	 ご贈答、ご転居などにより、お買い上げ店での調整が受けられな
い場合は、弊社お客様相談窓口へご依頼ください。お買い上げ店
以外では有料もしくはお取扱いいただけない場合があります。

※	商品に傷防止用の保護シールがはられている場合があります。
	 必ずはがしてお使いください。はられたままにしておくと、汚れ、
汗、ゴミ、水分などが付着してさび発生の原因となります。

wiredwena	N857をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、ソニーから提供されるwena	3 と wena	3	の機能を

操作・表示できる時計で構成されています。
 

■ ご使用の前に、以下の取扱説明書を必ずお読みください。
・同梱されているwena	３のスタートガイド、リファレンスガイド
・wena	サポートページのヘルプガイド
・同梱されている時計のクイックマニュアル
・セイコーウオッチのウェブサイトのカスタマーサービスに掲載された	
取扱説明書（本書）

なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。
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製品取扱上のご注意（１）

警告
取り扱いを誤った場合に、重症を負うなどの重大な結果に
なる危険性が想定されることを示します。

・次のような場合、ご使用を中止してください。		 	 	

	 ○時計本体やバンドが腐食などにより鋭利になった場合
	 ○バンドのピンが飛び出してきた場合
	 ※すぐに、お買い上げ店・弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

・乳幼児の手の届くところに、時計本体や部品を置かないでください。
	 部品を乳幼児が飲み込んでしまうおそれがあります。
	 万が一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに医師にご相談	
	 ください。

・時計から電池を取り出さないでください。
	 電池の交換には専門知識・技能が必要ですので、お買い上げ店にご依頼	
	 ください。
	 電池は充電しないでください。
	 破裂・発熱・発火などのおそれがあります。

注意
取り扱いを誤った場合に、軽症を負う危険性や物質的損害を
こうむることが想定されることを示します。

・以下の場所での携帯・保管は避けてください。
	 ○揮発性の薬品が発散しているところ（除光液などの化粧品、防虫剤、

シンナーなど）
	 ○ 5℃～35℃を外れる温度に長期間なるところ	 ○高湿度なところ
	 ○磁気や静電気の影響があるところ	 　　　　○ホコリの多いところ
　	 ○強い振動のあるところ
	 ※電池が切れた状態で長時間放置しないでください。電池が漏液する

おそれがあります。

・アレルギーやかぶれを起こした場合：
	 ただちに時計の使用をやめ、皮膚科など専門医にご相談ください。

・その他のご注意
	 ○らくらくアジャストバンドを採用しているモデルの場合、バンドの長

さを調整したり、中留部分（wena	3）を取り外すときにピンやバネ、
および工具の先端で指や手を傷つけないようにご注意ください。

	 ○金属バンドの調整は専門知識・技能が必要ですので、お買い上げ店
にご依頼ください。

	 　手や指などにけがをする可能性があるほか、部品を紛失する可能性
があります。

	 ○商品の分解・改造はしないでください。
	 ○乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。
	 	 けがやアレルギーをひき起こすおそれがあります。
	 ○使用済み電池の処理は自治体の指示に従ってください。
	 ○提げ時計やペンダント時計の場合、ひもやチェーンの取り扱いにご

注意ください。
	 	 衣類や手・首などを傷つけたり、首を締めたりするおそれがあります。

1.　この製品について



4

製品取扱上のご注意（２）

警告

この時計はスキューバダイビングや飽和潜水には絶対
に使用しないでください。
スキューバダイビングや飽和潜水用の時計に必要とされる過
酷な環境を想定した様々な厳しい検査を行っていません。
専用のダイバーズウオッチをご使用ください。

本製品の発する電波が影響を及ぼし、誤動作による事
故の原因となるおそれがあります。
・	本製品を医療機器の近くで使用しないでください。
電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を
与えるおそれがあります。
満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使用
しないでください。
・	本製品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近
くでは使用しないでください。

航空機内など電波の発信が制限されている場所では
wena	3 の電源をOFFにし、時計とwena	3 の通信
を切断してください。
当製品から発する電波が影響を及ぼすことがあります。

注意

水分のついたまま、りゅうずやボタンを操作しないでく
ださい。
時計内部に水分が入ることがあります。
※万が一、ガラス内面にくもりや水滴が発生し、長時間消
えない場合は防水不良です。お早めに、お買い上げ店・
弊社お客様相談窓口にご相談ください。

水や汗、汚れが付着したままにしておくのは避けてくだ
さい。
防水時計でもガラスの接着面・パッキンの劣化やステンレ
スがさびることにより、防水不良になるおそれがあります。

入浴やサウナの際はご使用を避けてください。
蒸気や石けん、温泉の成分などが防水性能の劣化を早め
ることがあります。

直接蛇口から水をかけることは避けてください。
水道水は非常に水圧が高く、日常生活用強化防水の時計
でも防水不良になるおそれがあります。

1.　この製品について
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電波法について

 ■ 電波法について
本製品は、電波法に基づく小電力データ通信シス
テムとして認証を受けております。
本製品を国内で使用するときに、免許取得等の
必要はありません。
本製品を分解改造すると、法律で罰せられること
があります。

[ 認証番号 ]

 ■ 2.4 GHz 機器使用上の注意事項
本製品の使用周波数は2.4	GHz 帯です。
この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同
種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用
構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以
下「他の無線局」と略す）が運用されています。
・		本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないこと
を確認してください。

・		万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合
には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の運
用を停止（電波の発射を停止）してください。

・		不明な点その他お困りのことが起きたときは、お客様相談窓口までお問
い合わせください。

この無線製品は 2.4	GHz 帯を使
用します。
変調方式としてGFSK 変調方式を
採用し、与干渉距離は10	mです。

 ■ 無線の周波数について
	本製品が使用している周波数は、他の無線機器でも使用していることがあります。
他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

 ■ 日本国外におけるご使用について
この時計はBluetooth 無線技術を使用してwena	3 に接続し、機能連携を
実現しています。Bluetooth 無線を使用するためには各国、各地域の電波法
認証が必要になります。使用許可のない国や地域でこの時計とwena	3 の通
信を行うと、使用者が法的に罰せられることがあります。

以下の国や地域以外でのご利用は、法規制に抵触する恐れがあります。	
（2021年 1月時点）

日本、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、エストニア、
アイルランド、ギリシャ、スペイン、フランス、クロアチア、イタリア、
キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、
オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、
スロバキア、フィンランド、スウェーデン、トルコ、ノルウェー、アイス
ランド、リヒテンシュタイン、香港特別行政区、マカオ特別行政区、エク
アドル、コロンビア、ベトナム、ペルー

上記の国以外でこの時計をご使用する場合は、wena	3 との接続を切って、
機能連携を使用しないようお願い致します。
詳しくは、当社ウェブサイトにてご確認ください。
(https://www.seikowatches.com/jp-ja/customerservice/
bluetooth_w)

1.　この製品について
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BluetoothⓇについて

 ■ Bluetooth 仕様
・通信方式：Bluetooth 標準規格	Ver	5.0
・	使用周波数帯域：2.4	GHz 帯（2,402	MHz	～2,480	MHz）
・変調方式：GFSK(1MHz)

 ■ Bluetooth 接続の使用上のご注意
　・	本製品のBluetooth 接続は、障害物（人体、金属、壁など）や回りの電
波状態によって接続可能範囲は変ります。
以下の場合は、Bluetooth 接続に時間が掛かったり、接続エラーになる
場合があります。
無線 LANが構築されている場所
使用中の電子レンジの周辺
通信機能のある他の製品を使用している場合

このような場合、データの送受信に失敗することがありますが故障では
ありません。
使用環境を変えてご使用ください。
・本製品の発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可
能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、
次の場所ではBluetooth 接続を行わないでください。
病院内／電車内の優先席付近／航空機内／ガソリンスタンドなど引
火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く

・	Bluetooth 接続した時に情報の漏洩が発生しましても、弊社としては
一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 ■ ライセンスおよび商標
●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。

1.　この製品について
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お問合せ先について

お買い上げいただいた時計の中留部分（wena	3）は保証元、お問合せ先が
異なります。修理やその他のご相談は、保証書、取扱説明書をご参照の上、
それぞれの窓口へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
※時計修理の際には、必ず下図のように中留部分（wena	3）を取り外して	
修理をご依頼ください。
　→	中留部分（wena	3）の取り外し方　P.8

 ■ ウォッチヘッド、バンド（wena 3 以外）について
時計のご使用方法・修理・メンテナンスのご質問

セイコーウオッチお客様相談室
0120-181-671

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ウェブサイトでご確認ください。
(https://www.seikowatches.com/jp-ja/contact)
※電話機が非通知設定の場合は、電話番号の前に「186」をつけておかけ
ください。

 ■ 中留部分（wena 3）について
wena	3	の修理のご相談

修理相談窓口
フリーダイヤル：

携帯電話・PHS・一部の IP	電話：
0120-252-645
050-3754-9592

受付時間　9:00	～	18:00（月～金）
　　　　　9:00	～	17:00（土日祝）
※wena	3 のご使用方法などの修理以外の内容につきましては、	
wena	3 に同梱されたスタートガイド、リファレンスガイド、および
wena サポートページをご覧ください。	
(http://wena.jp/support.html)

ここで取り外してください。

中留部分（wena	3）

1.　この製品について
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中留部分（wena 3）の取り外し・取り付け

1.　この製品について

 ■ 中留部分（wena 3）の取り外し方
	 ①	付属の工具を使って駒の裏面に刻印されている矢印の方向にピンを

ゆっくり押し出します。図のようにバンドを曲げた状態で、連結部分
（外穴）から工具を根元まで差し込むとピンが押し出されてきます。ピ
ンが抜けにくい場合はバンドを数回まげてからやり直してください。

	 ②		バンドを横にして押し出されたピンを上に引き抜きます。ピンを引き
抜くと、バンドの駒が連結部分から外れます。

ピン

	 ③		バンドの駒が連結部分から外れると、バネが抜けてきます。バネが出
てこないときは工具で軽くつついてください。

バネ

	 ④		①～③の作業を繰り返して中留部分（wena	3）を外してください。
※はずした駒・ピン・バネ・工具は大切に保管してください。

※バンドの図はデザイン例であり、お買い上げいただいたバンドとは異なる	
場合があります。

 ■ 中留部分（wena 3）の取り付け方
	 ①	バネを図のように中穴にしっかりと挿入します。

バネが中穴から飛び出しているとバネが変形したり破損したり	
することがありますので注意してください。

	 ②		バンドを曲げた状態でピンをゆっくり押しこみます。

	 ③		工具の短い方の先端でピンを正しい位置まで押しこみます。
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特長

本製品は、ソニーから提供される wena	3 と wena	3 の機能を操作・	
表示できる時計で構成されています。
スマートフォンにインストールしたwena	3 アプリで設定することにより、
wena	3 の情報を簡易的に針で表示したり、wena	3 の機能の一部を時計の
ボタンで操作することができます。

 ■ wena 3 が保持する情報を時計の表示針で表示
できます。

設定した目標値・上限額に対する大まかな割合またはレベルを表示します。	

 ■ 時計のボタン操作で wena 3 の機能を操作した
り、各種画面を呼び出せます。
 ■ wena 3 に届いた着信や通知を針の動きで知ら
せることができます。

※時計とwena	3 の機能を連携させるには、wena	3 アプリで連携ヘッド設
定を行う必要があります。

※wena	3 アプリは、以下のOSに対応しています。（2021年 1月現在）
・iOS	11以上
・Android	6.0 以上
対応OSについての最新の情報は、wenaサポートページをご覧ください。
(http://wena.jp/support.html)

各部の名称

※	各表記やデザインはモデルにより異なる場合があります。

1.　この製品について

ボタンⒸ

表示針
100％

0％

OFF

ボタンⒷ

ボタンⒶ

分針時針
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この製品でできること

■	ボタンⒶで操作
時計のボタン操作による時刻設定（P.17）
時計のボタン操作による針位置修正（P.19）

■	ボタンⒸで操作
接続待機状態への移行（P.12）

■ボタンⒶとボタンⒸで操作
時計のペアリング解除（P.13）

■	ボタンⒶで操作
wena	3 アプリで設定した機能の実行（P.15）

■	ボタンⒷで操作
wena	3 アプリで設定した機能の実行（P.15）

■ボタンⒸで操作
wena	3 との接続を切断（P.13）

1.　この製品について

●ボタンⒶ、ボタンⒷ、ボタンⒸの操作により、下図のように操作できます。

wena 3 と非接続のとき wena 3 と接続中のとき

ボタンⒶ

ボタンⒸ

ボタンⒶ

ボタンⒷ

ボタンⒸ
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初期設定のしかた（１）

 ■ ペアリングについてのご注意
wena	3 と時計をBluetooth 通信でペアリングするときは、以下の事項
にご注意ください。
ペアリングとは、wena	３と時計を初めて接続するときに機器同士の登
録をすることです。

※スマートフォンにインストールしたwena	3 アプリは、起動した状
態にしてください。

※wena	3 とスマートフォンを接続状態にし、時計から近い距離に置
いて操作してください。

※wena	3 と時計の電池残量が十分にある状態でペアリングを行って
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、
wena	3 の電源をOFFにし、時計とwena	3 の通信を切断してく
ださい。

※この時計は、各国・地域の電波法の適合または認証を取得していま
す。それ以外のエリアでご使用になると罰せられる場合があります。
（P.5 をご参照ください。）

注意

 ■ 初期設定の手順
初めて本製品を使用するときは、以下の操作・設定を行ってください。

STEP	1	～	3 について：	
wena	3 に同梱されたスタートガイド、およびwena サポートページを
ご覧ください。	
(http://wena.jp/support.html)

STEP 4：wena 3 と時計をペアリングする

STEP 3：wena 3 とスマートフォンをペアリングする

STEP 2：wena 3 アプリをインストールする

STEP 1：wena 3 を充電する

2.　wena 3 と時計の接続について
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初期設定のしかた（2）

 ■ STEP 4：wena 3 と時計をペアリングする
wena	３と時計をペアリングするときは、どちらかに登録情報が残っ
ているとペアリングできません。
もし登録情報が残っている場合は両方のペアリングを解除してから操作
を行ってください（P.13「wena	３と接続できないときには」参照）。

	 ①	スマートフォンのwena	3アプリで「連携ヘッド設定」を設定します。
（メニュー）＞「デバイス設定」＞「連携ヘッド設定」の順にタッ
プします。
画面に従って接続操作を進めます。
※連携ヘッド設定が終わると、wena	3 のツール画面の「settings」
に「連携ヘッド」メニューが追加されます。

 ②		時計のボタンⒸを２秒以上押します。
時計が接続待機中になり、表示針がOFFと 0%の間を60秒間往復
します。

2秒以上
押し続ける

ボタンⒸ

表示針
100％

0％

OFF

2.　wena 3 と時計の接続について

	 ③		wena	3 の電源ボタンを押してホーム画面を表示します。

w
e

n
a

- - 10:08

〇/〇〇 ×××

電源ボタン

	 ④		wena	3 のツール画面で「settings」＞「連携ヘッド」をタップします。
ホーム画面で下にスワイプすると、ツール画面が表示されます。
左にスワイプすると、「settings」アイコンが表示されます。

w
e

n
a

- - 10:08

〇/〇〇 ×××

w
e

n
a

settingsflndalarmer

※wena	3 の表示内容は一例です。

	 ⑤	「ペアリングしますか？」の表示画面で「OK」をタップします。
ペアリングが成功すると、wena	3 に「completed」と表示され、
表示針が0%から100%の間に移動します。
※時計が接続待機中（表示針がOFFと 0％の間を往復している間）
に実施してください。

これでwena	3 と時計のペアリングは完了です。

[ボタンⒸを2秒以上押す ]
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 ■ wena 3 との接続を切るには
時刻の手動修正（P.17 参照）、針位置の修正（P.19 参照）、ペア
リングの解除（P.13 参照）をするには、wena	3 との接続を切る必
要があります。

	 ①	時計のボタンⒸを２秒以上
押します。
表示針がOFFに移動します。

 ■ wena 3 と再接続するには
一度接続を切ったwena	3と再接続するには、以下の操作を行ってくだ
さい。

	 ①	時計のボタンⒸを２秒以上押します。
時計が接続待機中になり、表示針がOFFと 0%の間を60秒間往復
します。

	 ② wena	3 の電源ボタンを押してホーム画面を表示します。
	 ③	wena	3 のツール画面で「settings」＞「連携ヘッド」をタップします。
	 ④	「ペアリング済みです。ヘッドと接続しますか」の表示画面で「接続」

をタップします。
再接続が成功すると、wena	3 に「completed」と表示され、表示
針が0%から100%の間に移動します。
※時計が接続待機中（表示針がOFFと 0％の間を往復している間）
に実施してください。

 ■ wena 3 と接続できないときには
wena	3と時計がうまく接続できないときは、一度両方のペアリングを
解除してから、再度wena	3とペアリングをしてください。

【時計のペアリング解除】

	 ① 時針・分針が3時位置に移動、停止するまで、時計のボタンⒶとボ
タンⒸの2つのボタンを長押しします。
ペアリング解除が成功すると、時針・分針が3時位置に5秒間停止
してから、現在の時刻を表示します。

2秒以上
押し続ける

2秒以上
押し続ける

ボタンⒸ

ボタンⒶ

【wena 3 のペアリング解除】

	 ① wena	3 のツール画面で「settings」＞「連携ヘッド」をタップします。
	 ②	「ペアリング済みです」の表示画面で「ペアリング解除」をタップし

ます。

	 ③	「ペアリングを解除しますか？」の表示画面で「OK」をタップします。
ペアリング解除が成功すると、wena	3 に「completed」と表示さ
れます。

ペアリング解除後、再度P.12 の「STEP	4：wena	3 と時計をペアリ
ングする」を行ってください。

接続解除、再接続、ペアリング解除のしかた

2.　wena 3 と時計の接続について

2秒以上
押し続ける

ボタンⒸ
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機能連携のしかた（1）

3.　wena 3 との機能連携について

 ■ 機能連携の設定方法
wena	3 アプリで表示針の表示する内容を設定したり、時計のボタンを
1回押したとき、長押し（1秒以上）したときの機能を設定することが
できます。

	 ①	スマートフォンのwena	3 アプリで「連携ヘッド設定」を表示します。
（メニュー）＞「デバイス設定」＞「連携ヘッド設定」の順にタッ

プします。
機能連携の設定画面が表示されます。

	 ②	機能連携を設定します。
表示針、または各ボタンの項目（▼部分）をタップして、機能を選
択し設定します。

表示針の
表示設定

各ボタンの
機能設定

※連携機能の設定項目は2021年 1月時点のものです。	
wena	3 本体のバージョンアップにより選択内容が変わることがあります。

●	表示針の表示設定
表示針で表示するwena	3 の情報を設定します。

設定項目 表示内容
Battery 残量 wena	3 のバッテリー残量を割合表示します。

Steps 達成率 設定した1日の目標歩数に対する目標達成率を割合表示
します。

Body	Energy 活動エネルギー残量を割合表示します。
Heart	Rate 設定した心拍上限値に対する測定心拍数を割合表示します。
Stress	&	
Recovery

ストレス度を割合表示します。
0～50%：リラックス、50～100%：ストレス

Suica 残高 設定した残高上限値に対するSuica残高を割合表示します。
Edy 残高 設定した残高上限値に対するEdy残高を割合表示します。
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機能連携のしかた（2）

3.　wena 3 との機能連携について

●	各ボタンの機能設定
ボタンを押したときの機能を設定します。

以下の項目はボタンを押すと、wena	3 の機能が動作します。
設定項目 動作機能

Alexa マイクON Alexa にリンクするwena	3 マイクをONにし
ます。

Qrio	Lock- 解錠
Qrio	Lock- 施錠

玄関とびら等のスマートロックを解錠または施
錠します。

NFC	ON/OFF wena	3のNFC機能のON/OFFを切り替えます。

サイレントON/OFF wena	3 の振動モーターのON/OFF を切り替え
ます。

timerスタート /ストップ wena	3 の timer 機能のスタート /ストップを切り替えます。

 ■ 時刻の自動同期機能について
時計、wena	3、wena	3 アプリがインストールされたスマートフォンが
正しく接続されている場合は、所定期間ごとに時刻の自動同期を行います。

 ■ おやすみ時設定機能について
wena	3 アプリの「デバイス設定」で「おやすみ時設定」の「自動電源オ
フ時間設定」をONにすると、設定した時間中はwena	3とヘッドの接続
が遮断されます。
※おやすみ時設定の設定時間中は、時刻の自動同期やwena	3 に届いた着
信や通知のお知らせ機能は働きません。

●以下の項目はボタンを押すと、wena	3 の画面が呼び出されます。

各項目の初期設定は、以下のようになります。
項目 初期値

表示針 Battery 残量

ボタンⒶ
1回押し 通知履歴画面
長押し Alexa マイクON

ボタンⒷ
1回押し timer スタート／ストップ
長押し timer 画面

通知を針で知らせる ON

※連携機能の設定項目は2021年 1月時点のものです。	
wena	3本体のバージョンアップにより選択内容が変わることがあります。

・find	your	phone 画面
・Qrio	Lock 画面
・weather 画面
・schedule 画面
・活動ログ画面

・通知履歴画面
・Suica 残高画面
・Edy 残高画面
・alarm画面
・timer 画面
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機能連携のしかた（3）

3.　wena 3 との機能連携について

 ■ 機能連携の使い方
●	wena	3 の情報を時計に表示する例

●電子マネーの残高割合を時計に表示する場合
wena	3 アプリの「連携ヘッド設定」メニューで「Suica 残高」
または「Edy 残高」を表示針に設定し、残高金額の上限値を入力
します。設定した上限値に対する電子マネーの残高割合が表示され
ます。

例）表示針の上限値が 10,000 円で、残高が 5,000 円の場合、
表示針は50％を指します。

【設定方法】

①	スマートフォンのwena	3アプリで「連携ヘッド設定」を表示し
ます。
（メニュー）＞「デバイス設定」＞「連携ヘッド設定」の順にタッ
プします。
機能連携の設定画面が表示されます。

②	表示針の設定項目（▼部分）をタップして、「Suica 残高」また
は「Edy 残高」を選び、上限値を入力します。
上限値を入力しなかった場合の初期値は、以下になります。	
・Edy：50,000円	
・Suica：20,000円

●1日の目標歩数に対する目標達成率を時計に表示する場合
wena	3アプリの「連携ヘッド設定」メニューで「Steps 達成率」
を表示針に設定します。
1日の目標歩数は、 （メニュー）＞「デバイス設定」＞「活動ロ
グ設定」で設定します。
目標歩数を入力しなかった場合の初期値は10,000 歩です。
設定した目標歩数に対する現在の目標達成率が表示されます。

例）1日の目標歩数が10,000 歩で、現在の歩数が7,000歩の
場合、表示針は70％を指します。

【設定方法】

①	スマートフォンのwena	3アプリで「連携ヘッド設定」を表示し
ます。
（メニュー）＞「デバイス設定」＞「連携ヘッド設定」の順にタッ
プします。
機能連携の設定画面が表示されます。

②	表示針の設定項目（▼部分）をタップして、「Steps 達成率」を
選びます。

そのほかの表示針で表示できる項目についての詳細は
wena サポートページをご覧ください。
(http://wena.jp/support.html)
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時刻の手動修正のしかた（1）

●wena	3 のバッテリーが切れたなど、何らかの理由でwena	3 との Bluetooth 通信による時刻同期機能が利用できない場合、	
時計単体で時刻を修正することができます。
※時刻の手動修正をするには、wena	3 との接続を切る必要があります。	
ボタンⒸを2秒以上押し続けてwena	3 との接続を切ってから、時刻の手動修正を行ってください。

[ wena 3 非接続状態 ] [ 分針設定状態 ]

ボタンⒸまたは約3分後に自動復帰

ボタンⒸボタンⒶを長押し

4.　手動時刻修正機能について

戻す

進める

ボタンⒶ

ボタンⒷ

[ 時針設定状態 ]

戻す

進める

ボタンⒶ

ボタンⒷ

2秒以上
押し続ける

ボタンⒶ

ボタンⒸ
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 ■ 操作方法
	 ①	時計の表示針がOFFを指して、wena	3 と時計の接続が切れている

ことを確認します。
wena	3 と接続していた場合は、ボタンⒸを2秒以上押し続けて
wena	3 との接続を切断し、時計の表示針がOFFを指していること
を確認してください。

	 ②		ボタンⒶを2秒以上押し続けると、時計は [時刻設定状態 ]に移行し
ます。
分針が現在表示されている「分」の次の「分」の０秒位置に移動しま
す。その後、分針が動き、[分針設定状態 ]であることを示します。
【例：時刻修正開始時に時計が午後10時8分を表示している場合】
ボタンⒶを 2秒以上押し続けると、時分針は 10時 9分 00 秒の位
置に移動します。

	 ③		ボタンⒶまたはボタンⒷを押して分針を設定します。
※分針はボタンⒷを押すごとに1分進み、ボタンⒶを押すごとに1分
戻ります。それぞれのボタンを押し続けると早送りします。

	 ④		分の設定が終わりましたら、ボタンⒸを押します。
時針が動き、[時針設定状態 ]であることを示します。

	 ⑤		ボタンⒶまたはボタンⒷを押して時針を設定します。
※時針はボタンⒷを押すごとに 1時間進み、ボタンⒶを押すごとに	
1時間戻ります。それぞれのボタンを押し続けると早送りします。

	 ⑥		時刻設定が終わりましたら、時報に合わせてボタンⒸを押してくださ
い。時刻が設定され通常の時刻表示に戻ります。約3分間操作がなかっ
た場合、設定状態が解除され、設定した時刻が登録されます。
※時刻を手動修正しても、wena	3 と接続した場合は、wena	3 と同
期した時刻を表示します。

時刻の手動修正のしかた（2）

4.　手動時刻修正機能について
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針位置合わせのしかた (1)

●以下のような場合、時計内蔵の ICが記憶する針の位置と実際に表示される針の位置がずれている可能性があります。
下記の方法に従い、針位置の確認、修正を行ってください。
・強い衝撃や磁界等の影響で針が正しい位置を示さなくなった。	
・wena	3 と通信し時刻同期しても正しい時刻を表示しない。

※針位置合わせをするには、wena	3 との接続を切る必要があります。	
ボタンⒸを2秒以上押し続けてwena	3 との接続を切ってから、針位置合わせを行ってください。

[ wena 3 非接続状態 ] [ 表示針合わせ状態 ] [ 分針合わせ状態 ] [ 時針合わせ状態 ]

5.　針位置合わせについて

ボタンⒸまたは約3分後に自動復帰

ボタンⒸボタンⒸボタンⒶを長押し

戻す

進める

ボタンⒶ

ボタンⒷ

戻す

進める

ボタンⒶ

ボタンⒷ

戻す

進める

ボタンⒶ

ボタンⒷ

表示針位置を
修正

分針位置を
修正

時針位置を
修正

10秒以上
押し続ける

ボタンⒶ

ボタンⒸ
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針位置合わせのしかた (2)

5.　針位置合わせについて

 ■ 操作方法
	 ①	時計の表示針がOFFを指して、wena	3 と時計の接続が切れている

ことを確認します。
wena	3 と接続していた場合は、ボタンⒸを2秒以上押し続けて
wena	3 との接続を切断し、時計の表示針がOFFを指していること
を確認してください。

	 ②	ボタンⒶを10秒以上押し続けると、時計は [ 針位置合わせ状態 ] に
移行し、時針・分針が12時位置に、表示針が大きく動いた後に0%
位置に移動して停止します。その後、表示針が動き、[ 表示針合わせ
状態 ]であることを示します。時針、分針、または表示針がずれてい
る場合は、以下の方法により針位置を合わせます。
※時刻表示から針位置合わせ状態になる過程で、手動時刻設定のため
の [ 分針設定状態 ] が現れますが、[ 針位置合わせ状態 ] に移行する
までボタンⒶをそのまま 10秒以上押し続けてください。（P.17
「時刻の手動修正のしかた（1）」参照）

	 ③	ボタンⒶまたはボタンⒷを押して、表示針を0%位置に合わせます。
※表示針はボタンⒷを押すと進み、ボタンⒶを押すと戻ります。それ
ぞれのボタンを押し続けると早送りします。

	 ④	表示針の位置合わせが終了しましたら、ボタンⒸを押します。	
分針が動き、[分針合わせ状態 ]であることを示します。

	 ⑤		ボタンⒶまたはボタンⒷを押して、分針を12時位置に合わせます。
	 	 ※分針はボタンⒷを押すと進み、ボタンⒶを押すと戻ります。それぞ

れのボタンを押し続けると早送りします。

	 ⑥	分針の位置合わせが終了しましたら、ボタンⒸを押します。	
時針が動き、[時針合わせ状態 ]であることを示します。

	 ⑦	ボタンⒶまたはボタンⒷを押して、時針を12時位置に合わせます。
※時針はボタンⒷを押すと進み、ボタンⒶを押すと戻ります。それぞ
れのボタンを押し続けると早送りします。

	 ⑧		時針の位置合わせが終了しましたら、ボタンⒸを押してください。針
位置合わせ状態が解除され、時刻表示に戻ります。約3分間操作が
なかった場合も、針位置合わせ状態が解除され、設定した針位置が登
録されます。
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お手入れについて

●日ごろからこまめにお手入れしてください
	・	水分や汗、汚れはこまめに柔らかい布でふき取るように心がけてください。
	・	海水につけた後は、必ず真水でよく洗ってからふき取ってください。
その際、直接蛇口から水をかけることは避け、容器に水をためるなどして
から洗ってください。

　	※「非防水」、「日常生活用防水」の場合は、おやめください。
	 	 　　→	性能と型式について　P.21　　防水性能について　P.22

性能と型式について

※上の図は例であり、お買い上げいただいた時計
とは異なる場合があります。

型式番号
お客様の時計の
種類を示す番号

防水性能
P.22　

を参照してください

●時計の裏ぶたで性能と型式の確認ができます

6.　ご注意いただきたいこと
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防水性能について

お買い上げいただいた時計の防水性能を
下記の表でご確認の上ご使用ください。

（「P.21」をご覧ください）

裏ぶた表示 防水性能

防水性能表示なし 　非防水です。

WATER	RESISTANT 　日常生活用防水です。　

WATER	RESISTANT
5	BAR

　日常生活用強化防水で5気圧防水です。

WATER	RESISTANT	
10（20）BAR

　日常生活用強化防水で10（20）気圧防水です。

お取扱方法

水滴がかかったり、汗を多くかく場合には、使用しないでください。

日常生活での「水がかかる」程度
の環境であれば使用できます。

水泳などのスポーツに使用できます。

空気ボンベを使用しないスキンダイビングに使用できます。

水泳には使用しないでください。警告

6.　ご注意いただきたいこと
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バンドについて

バンドは直接肌に触れ、汗やほこりで汚れます。そのため、お手入
れが悪いとバンドが早く傷んだり、肌のかぶれ・そで口の汚れなど
の原因になります。
長くお使いになるためには、こまめなお手入れが必要です。

●金属バンド
	・	ステンレスバンドも水や汗・汚れをそのままにしておくと、さびやすく
なります。

	・	手入れが悪いと、かぶれやワイシャツのそで口が黄色や金色に汚れる原
因になります。

	・	水や汗・汚れは、早めに柔らかな布でふき取ってください。
	・		バンドのすき間の汚れは、水で洗い、柔らかな歯ブラシなどで取り除いてく
ださい。（時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護してくだ
さい。）残った水分は柔らかな布でふき取ってください。

	・		チタンバンドでも、ピン類には強度に優れたステンレスが使用されている
ものがあり、ステンレスからさびが発生することがあります。

	・		さびが進行すると、ピンの飛び出しや抜けが発生し、時計を脱落させてし
まうことがあります。また、逆に中留が外れなくなることがあります。

	・		万が一、ピンが飛び出している場合は、けがをするおそれがありますので、
ただちに使用をやめて修理をご依頼ください。

●皮革バンド
	・	水や汗、直射日光に弱く、色落ちや劣化の原因になります。
	・		水がかかったときや汗をかいた後は、すぐに乾いた布などで、吸い取るよ
うに軽くふいてください。

	・	直接日光にあたる場所には放置しないでください。
	・	色の薄いバンドは、汚れが目立ちやすいので、ご使用の際はご注意くだ
さい。

	・		時計本体が日常生活用強化防水10（20）気圧防水になっているものでも、
アクアフリーバンド以外の皮革バンドは、水泳・水仕事などでのご使用は
お控えください。

●シリコンバンド
	・			材料の特性上、バンドに汚れがつきやすく、しみこんだりして、変色を生
じることがあります。汚れた場合は、ぬれた布やウェットクリーニングティッ
シュ等ですぐにふき取ってください。

	・		他の材料に比べ、亀裂が生じた場合そこから切れてしまう恐れがあります。
先の鋭い刃物などで傷つけない様、ご注意ください。

●ポリウレタンバンド
	・	光で色があせたり、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があり
ます。

	・	特に半透明や白色・淡い色のバンドは、他の色を吸着しやすく、また変
色をおこします。

	・	汚れたら水で洗い、乾いた布でよくふき取ってください。
	 	（時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護してください。）
	・		弾力性がなくなったら取り換えてください。そのまま使い続けるとひび割
れが生じバンドが切れやすくなります。

バンドサイズの
めやすについて

かぶれやアレルギー
について

バンドによるかぶれは、金属や皮革が原因となる
アレルギー反応や、汚れ、もしくはバンドとのすれ
などの不快感が原因となる場合など、いろいろな
発生原因があります。

バンドは通気性を持たせてご使用くだ
さい。
wena	3の心拍機能をご使用の場合は、
心拍センサー面がずれない程度の密着
性が必要です。

6.　ご注意いただきたいこと
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電池についてのお願いとご注意

1．電池について
（１）電池寿命

この時計は、新しい正常な電池を組み込んだ場合は、その後約2 年間
作動します。
※ただし、電池寿命（2年）は、1日に wena	3 との通信接続
24時間、ボタン操作10回、表示針の通知10回を基準とし
ていますので、それ以上使用した場合は、上記の期間に満たな
いうちに電池寿命が切れることがあります。

（2）	 最初の電池
お買い上げの時計にあらかじめ組み込まれている電池は、機能・性能をみ
るためのモニター用です。
お買い上げ後上記の期間に満たないうちに電池寿命が切れることがあ
りますのでご了承ください。

（3）	 電池交換
・電池交換は、必ずお買い上げ店、または取扱店で「純正電池」とご指
定の上、ご用命ください。

・電池寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと、漏液などで故障
の原因になりますので、お早めに交換してください。

・電池交換は、保証期間内でも有料となります。
・電池交換等で裏ぶたを開閉しますと当初の防水性能を維持できなくな
る場合があります。電池交換の際には、お客様の時計の防水性能にあっ
た防水検査をご依頼ください。
	 特に	10気圧防水以上のものは検査が必要です。
	 防水検査は日数を要しますので、期間をご確認のうえご依頼ください。
・電池交換をしてもすぐに時計が止まる場合は、オーバーホールが必要
です。（P.25参照）

2．電池寿命切れ予告機能
この時計には、電池の交換時期を知らせる電池寿命切れ予告機能が付いて
います。
	表示針が3時方向を指し、ボタン操作が無効、wena	3 との通信ができなく
なると、1週間程度で時計が止まる可能性があります。お早めにお買い上げ
店で電池交換をご依頼ください。

3．電池交換時の初期設定
電池交換を行ったときには必ず、システムリセット操作	（P.30 参照）を
行い、針位置合わせとwena	3 との再ペアリングを行ってください。
このとき、一度wena	3 と時計、両方のペアリングを解除する必要がありま
す（P.13参照）。

警告

注意

●時計本体の裏ぶたを故意に開け、電池を取り出さな
いでください。

●やむを得ず時計から電池を取り出した場合、幼児の
届かない場所に保管してください。幼児が万一飲み
込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

●絶対に電池をショートさせたり、加熱したり、分解
したりしないでください。また、絶対に電池を火に
近づけないでください。破裂、発熱、発火の恐れが
あります。

●この電池は充電式ではないので、絶対に充電しない
でください。誤って充電した場合、電池の液漏れ、
破損の危険があります。

●仕様に定めた電池のみをご使用ください。それ以外
の電池を使用した場合、電池が破裂する恐れがあり
ます。

●使用済みの電池を廃棄するときは、各自治体の廃棄
方法に従ってください。

6.　ご注意いただきたいこと
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アフターサービスについて

●保証と修理について

・修理や点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際は、お買い上
げ店、または弊社お客様相談窓口にご依頼ください。
・保証期間内に不具合が生じた場合は、必ず保証書を添えてお買い上げ店
へお持ちください。
・保証内容は保証書に記載したとおりです。
保証書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
・保証期間終了後については、修理によって機能が維持できる場合には、
ご要望により有料修理させていただきます。

●補修用性能部品について

・この時計の補修用性能部品の保有期間は通常 7年を基準としています。
補修用性能部品とは、時計の機能を維持するために必要な修理用部品
です。

・	修理の際、外観の異なる代替部品を使用させていただくことがあります
ので、あらかじめご了承ください。

●点検調整のための分解掃除（オーバーホール）について

長くご愛用いただくために、3 年～４年に1度程度の点検調整のための	
分解掃除（オーバーホール）をおすすめします。
・	時計は精密機械です。部品の油切れや摩耗により止まり遅れが生じる
ことがあります。

・	ご使用状況によっては、電池の漏液により時計が止まることがあります。
・	またパッキンなどの部品の劣化が進み、汗や水分の浸入などで防水性
能が損なわれる場合があります。

上記のような場合、「純正部品」とご指定の上、点検調整のための分解掃
除（オーバーホール）をお買い上げ店にご依頼ください。その際、パッキン
やばね棒の交換もあわせてご依頼ください。
※点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際には、ムーブメント
交換となる場合もあります。

6.　ご注意いただきたいこと

お買い上げいただいた時計の中留部分（wena 3）は保証元、お問合せ先が異なります。
修理やその他のご相談は、保証書、取扱説明書をご参照の上、それぞれの窓口へお問い合わせくださいますようお願いいたします。

（P.7 参照）
以下のアフターサービスの内容は、ウォッチヘッドとバンド（wena 3 以外）に対して有効です。
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こんなときは（1）

こんなときは 考えられる原因 このようにしてください 参照ページ

時計が止まった 電池の容量がなくなった 電池交換をお買い上げ店にご依頼ください。
電池交換後はヘッドのシステムリセットを行い、wena	3 のペアリング情報を
解除のうえ（「システムリセットのしかた」を参照）、「初期設定のしかた」の方
法に従い、wena	3 と再ペアリングを行ってください。

時計取説
P.11、30表示針が 3時方向を指し、ボタン

操作が無効、wena	3 との通信が
できなくなった

電池電圧が低下している
電池寿命切れが近づいた

wena	3 とペアリングできない　
　
　
　
　

時計が接続待機中になっていない 時計のボタンⒸを2秒以上長押しし、接続待機中（表示針が往復動作）にして
ください。

時計取説P.12

wena	3 の時計接続機能をONし
ていない

時計が接続待機中（表示針往復動作中）にwena	3の「settings」＞「連携ヘッ
ド」＞「ペアリングしますか？」で「OK」をタップし、時計接続機能をONし
てください。
「ペアリング済みです」と表示される場合は、「ペアリング解除」を	
タップし、ペアリング情報を削除してから実施してください。

時計取説
P.12、13

wena	3 に「連携ヘッド」の項目
が表示されない

wena	3 アプリの「デバイス設定」＞「連携ヘッド設定」を実施し、連携ヘッド
設定を完了してください。

時計取説P.12

ペアリングが正しくない 時計とwena	3 のペアリング情報をそれぞれ削除して、再度ペアリング操作を
行ってください。

時計取説
P.12、13

wena	3 と時計が離れている wena	3 とバンドを連結した状態で使用してください。 時計取説P.8
時計の時刻がずれている wena	3と時計が接続できていない wena	3 と接続するか、手動で時刻合わせを行ってください。 時計取説

P.12、17
wena	3 の時刻がずれている スマートフォンとwena	3 を接続し、wena	3 アプリの更新ボタンをタップし

てwena	3 を正しい時刻に合わせてください。
外部の強い磁気や衝撃等の影響で
針の基準位置がずれている

wena	3 との接続を解除して、針位置修正モードで針の基準位置を確認してく
ださい。基準位置がずれている場合は、正しい位置に修正してください。

時計取説P.19

7.　困ったときは

 ■ 基本動作
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こんなときは（2）

7.　困ったときは

こんなときは 考えられる原因 このようにしてください 参照ページ

wean	3 との接続が切断する
表示針がOFFの位置を指す

ペアリングが正しくされていない 時計とwena	3 のペアリング情報をそれぞれ削除して、再度ペアリング操作を
行ってください。

時計取説
P.12、13

強い電波を発する機器等の影響で、
切断が発生する

時計を接続待機状態（ボタンⒸを2	秒以上長押し）にしてから、wena	3 の
「settings」＞「連携ヘッド」をタップし、時計接続機能をONにしてください。

時計取説P.12

「おやすみ時設定」の「自動電源オ
フ時間設定」がONになっている

おやすみ時設定の設定時間中はwena	3 と接続できません。
「おやすみ時設定」の「自動電源オフ時間設定」をOFFにするか設定時間を変更
してください。

時計取説P.15

wena	3 と時計が離れている wena	3 とバンドを連結した状態で使用してください。 時計取説P.8
スマホに通知がきても表示針が動
かない

wena	3 アプリの連携ヘッド設定
が完了していない

wena	3 アプリの「デバイス設定」＞「連携ヘッド設定」を実施し、連携ヘッド
設定を完了してください。

時計取説P.12

通知アプリが設定されていない wena	3 アプリの「デバイス設定」＞「通知設定」で通知アプリを設定してく
ださい。

通知連携機能がOFFになっている wena	3 アプリの「デバイス設定」＞「連携ヘッド設定」で「通知を針で知らせる」
をONにしてください。

wena	3 と時計が離れている wena	3 とバンドを連結した状態で使用してください。 時計取説P.8
針位置修正ができない wena	3 と接続している wena	3 との接続を解除して、針位置修正を行ってください。 時計取説P.19

表示針が3時方向を指している 電池交換をお買い上げ店にご依頼ください。
電池交換後はヘッドのシステムリセットを行い、wena	3 のペアリング情報を
解除のうえ（「システムリセットのしかた」を参照）、「初期設定のしかた」の方
法に従い、wena	3 と再ペアリングを行ってください。

時計取説
P.11、30

手動時刻修正ができない wena	3 と接続している wena	3 との接続を解除して、手動時刻修正を行ってください。
※wena	3 と接続中は、wena	3 と同じ時刻を表示します。

時計取説P.17

表示針が3時方向を指している 電池交換をお買い上げ店にご依頼ください。
電池交換後はヘッドのシステムリセットを行い、wena	3 のペアリング情報を
解除のうえ（「システムリセットのしかた」を参照）、「初期設定のしかた」の方
法に従い、wena	3 と再ペアリングを行ってください。

時計取説
P.11、30

ペアリング解除ができない wena	3 と接続している wena	3 との接続を解除して、ペアリング解除を行ってください。 時計取説P.13
表示針が3時方向を指している 電池交換をお買い上げ店にご依頼ください。

電池交換後はヘッドのシステムリセットを行い、wena	3 のペアリング情報を
解除のうえ（「システムリセットのしかた」を参照）、「初期設定のしかた」の方
法に従い、wena	3 と再ペアリングを行ってください。

時計取説
P.11、30
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こんなときは（3）

7.　困ったときは

こんなときは 考えられる原因 このようにしてください 参照ページ

表示針がOFFの位置を指している wena	3と時計が接続できていない wena	3 と接続操作を行ってください。 時計取説P.12
表示針が0%から動かない 表示針設定がされていない wena	3 アプリから、表示針設定を更新してください。 時計取説P.14
表示針が正しい位置にない 針位置が正しくない wena	3 との接続を解除して、針位置修正を行ってください。 時計取説P.19
表示針の表示値がおかしい wena	3 で選択した表示項目が正

しく設定されていない
再度	wena	3 アプリで表示項目を設定し、wena	3 アプリのホーム画面で更新
ボタンを押してください。

時計取説P.14

心拍表示ができない、
表示数値がおかしい

心拍センサーが腕に正しく装着さ
れていない
（心拍表示とストレス度表示は
10%刻みの表示です。）

心拍計測時は、心拍センサーが皮膚に安定して接触するように装着してください。
心拍センサーの接触が不安定な場合、正確に計測できないことがあります。

ストレス度表示ができない、
表示数値がおかしい
Suica 残高表示ができない、
表示数値がおかしい

wena	3 アプリでSuica、Edy の
設定がされていない

wena	3 アプリでSuica、Edy の初期設定をしてください。

Edy 残高表示ができない、
表示数値がおかしい

 ■ 表示針について
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こんなときは（4）

7.　困ったときは

こんなときは 考えられる原因 このようにしてください 参照ページ

ボタン機能が実行されない
異なる機能が実行される

wena	3 で選択した機能が正しく
設定されていない

再度	wena	3 アプリでボタン機能を設定し、wena	3 アプリのホーム画面で更
新ボタンを押してください。

時計取説P.15

wena	3と時計が接続できていない wena	3 と接続操作を行ってください。 時計取説P.12
wena	3 と時計が離れている wena	3 とバンドを連結した状態で使用してください。 時計取説P.8

Alexa マイクONが開始できない wena	3 アプリでAlexa、Qrio の
設定がされていない

wena	3 アプリでAlexa、Qrio の初期設定をしてください。
Qrio	Lock 開錠 /施錠ができない
タイマースタートができない wena	3 にタイマー値が設定され

ていない
wena	3 を操作し、タイマー値を設定してください。

こんなときは 考えられる原因 このようにしてください 参照ページ

スマホ通知から表示針動作が遅れる 通信が遅延している 通信機能の仕様上、数秒の遅れが発生する場合があります。
針の位置がずれている
例：正しい時刻を表示しない

外部の強い磁気や衝撃等の影響で
針の基準位置がずれてしまった

wena	3 との接続を解除して、針位置修正モードで針の基準位置を確認してく
ださい。基準位置がずれている場合は、正しい位置に修正してください。

時計取説P.19

ガラスの曇りが消えない パッキンの劣化などにより時計内
部に水分が入った

お買い上げ店にご相談ください。

 ■ ボタン機能について

 ■ その他
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システムリセットのしかた（1）

●万が一、時計が異常な動きをした場合や、電池交換をした場合は、次の手順でシステムリセットを行ってください。
時刻が初期設定値に戻りますので、システムリセット後は正しい時刻を設定してください。

[ システムリセット前 ]

ボタンⒶ、ボタンⒷ、
ボタンⒸを同時に
10秒以上押し続けて
ボタンを離す

 ■ 操作方法
	 ① ボタンⒶ、ボタンⒷ、ボタンⒸの3つのボタンを同時に10秒以上

押し続けてから離すとシステムリセットが行われます。時分針、表示
針がしばらく動き続けます。すべての針が停止すると針位置合わせ状
態になります。
針が動かない場合は３つのボタンを同時に10秒以上押し続ける操作
を再度行ってください。

 ②	P.20 の「針位置合わせのしかた」の手順③以降に従い、位置がず
れている針の位置を合わせます。

P.20の「針位置合
わせのしかた」の手順
③以降に従い、針位置
を修正した後、時刻表
示に戻します。

[ 針位置合わせ ]

P.17	の「手動によ
る時刻修正のしかた」の
方法に従い、手動で正し
い時刻を設定します。

P.31の「wena	3 と
接続ができる場合」の
方法に従い、wena	3
と再ペアリングを行っ
てください。

wena	3 と接続が
できる場合

wena	3 と接続が
できない場合

7.　困ったときは

ボタンⒶ

ボタンⒷ

ボタンⒸ

 ③	針位置合わせが終了したら、ボタンⒸを押して時刻表示に戻ります。
	 	 	※システムリセット後は、約3分経過しても自動的に時刻表示には

戻りません。
	 	 ※時計は下記の初期設定値から時刻表示を開始します。

	時刻：AM12：00：00
表示針：OFF
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システムリセットのしかた（2）

7.　困ったときは

●	wena	3 と接続ができる場合
wena	3 と接続ができる場合は、再度ペアリングを行ってください。	
再度ペアリングをする前に、一度両方のペアリングを解除する必要があります。

【時計のペアリング解除】

	 ① 時針・分針が3時位置に移動、停止するまで、時計のボタンⒶとボ
タンⒸの2つのボタンを長押しします。
ペアリング解除が成功すると、時針・分針が3時位置に5秒間停止
してから、現在の時刻を表示します。

2秒以上
押し続ける

2秒以上
押し続ける

ボタンⒸ

ボタンⒶ

【wena 3 のペアリング解除】

	 ① wena	3 のツール画面で「settings」＞「連携ヘッド」をタップします。
	 ②	「ペアリング済みです」の表示画面で「ペアリング解除」をタップします。
	 ③	「ペアリングを解除しますか？」の表示画面で「OK」をタップします。

ペアリング解除が成功すると、wena	3 に「completed」と表示さ
れます。

ペアリング解除後、再度P.12の「STEP	4：wena	3 と時計をペアリ
ングする」を行ってください。	
再ペアリングが成功すれば、ヘッドの時刻はwena	3 の時刻に同期して
表示します。

●wena	3 と接続ができない場合
wena	3 と接続ができない場合は、手動で正しい時刻を設定します	
（P.17の「手動による時刻修正のしかた」を参照）。
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製品仕様

1.		基本機能

・	基本時計機能（時・分）
・wena	3とのBluetooth連携機能
　　wena	3の情報表示
　　時計ボタンによるwena	3の操作
　　wena	3の時刻との自動同期

２.		水晶振動数	················ 32,768Hz（Hz=1秒間の振動数）

３.		精度	···························· 平均月差±15秒（wena	3	非連携時、気温5℃～	35℃において腕につけた場合）

４.		作動温度範囲	············ －5℃～＋50℃

５.		駆動方式	···················· ステップモーター式、3個

6.		使用電池	···················· リチウム電池、1個：SB-T14（CR2025）

7.		電池寿命	···················· 	約2年（wena	3との通信接続	24時間／日、ボタン操作	10回／日、表示針の着信通知	10回／日	で使用の場合）

8.		電子回路	···················· 発振、分周、駆動、受信回路：C-MOS-IC	2個

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

8.　製品仕様
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お買い上げいただいた時計の中留部分（wena 3）は保証元、お問合せ先が異なります。
修理やその他のご相談は、保証書、取扱説明書をご参照の上、
それぞれの窓口へお問い合わせくださいますようお願いいたします。

※時計修理の際には、必ず中留部分（wena	3）を取り外して修理をご依頼ください。	
→	中留部分（wena	3）の取り外し方　P.8

 ■ ウォッチヘッド、バンド（wena 3 以外）について
時計のご使用方法・修理・メンテナンスのご質問

セイコーウオッチお客様相談室
0120-181-671

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ウェブサイトでご確認ください。
(https://www.seikowatches.com/jp-ja/contact)

※電話機が非通知設定の場合は、電話番号の前に「186」をつけておかけ
ください。

 ■ 中留部分（wena 3）について
wena	3	の修理のご相談

修理相談窓口
フリーダイヤル：

携帯電話・PHS・一部の IP	電話：
0120-252-645
050-3754-9592

受付時間　9:00	～	18:00（月～金）
　　　　　9:00	～	17:00（土日祝）

※wena	3 のご使用方法などの修理以外の内容につきましては、wena	3
に同梱されたスタートガイド、リファレンスガイド、およびwenaサポート
ページをご覧ください。	
(http://wena.jp/support.html)


