
操作ガイド



基本情報

9ZR003RH ウオッチ(以下本機と記載します)

専用アプリケーション「RHYTHM CONNECTED」
（以下専用アプリと記載します）

①マイナスドライバーをバックル
部分の金具に差し込む。

②マイナスドライバーを慎重に動
かし、金具を持ち上げる。

③金具が開けた後、ベルトの長さ
を調整する。

④ベルトの長さ調整が完了したら
金具をもとに戻す。

ステンレスベルトの調整方法

各部の名称

専用アプリケーション

Aボタン

機能表示針

リセット
ボタン

Bボタン

りゅうず

時針

秒針

機能表示

分針

※ヘルプページは
非接続状態でも
閲覧できます。

ヘルプ

ナビゲーションバー

節電モードステータス

接続状況

アプリに関するご注意

※専用アプリは、非接続状態では、ヘルプページ以外のご
使用/閲覧ができなくなります。
※本機との接続状態を保つために、専用アプリは常に開い
ている状態または端末のバックグラウンドで開いている
状態にしてください。
※専用アプリで本機の設定を変更した場合は、「設定を送
信」ボタンが表示されます。このボタンをタップしない限
り本機には設定は送信されませんので、ご注意ください。



クイックマニュアル＞

接続について

初期接続（ペアリング）

本機と端末の接続解除

自動接続

※ペアリング解除ではありません。

本機とスマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイス（以下端末と記載します）を初めて接続する場合は
クイックマニュアルをご覧ください。

本機は一度ペアリングした端末が通信範囲内にあり、通信可能な状態の場合は自動で接続をします。
自動接続モードの間は秒針が45秒の位置で停止します。

接続を解除するには、端末のBluetoothをOFFにするか、専用アプリを終了してください。
本機と端末の接続が解除されると、ウオッチの機能針が「OFF」のアイコンを指し、本機が振動してお知らせします。

ペアリング解除・リセット

どうしても接続できない場合や、本機や端末に動作不良が生じた場合、機種変更をした場合等は、
全てのペアリング情報の解除及び、本機のリセットを行ってください。
ペアリングの解除にはアプリ、端末、ウオッチのそれぞれで操作が必要になります。

①アプリの画面右上にある「　 」アイコンをタップ。
②「ウオッチと接続できない場合」をタップ。
③「1.アプリのペアリング情報を削除する」をタップして完了。

〈アプリのペアリング情報を削除する〉

※iOSの場合、一部のバージョン、機種で「1.アプリのペアリング情報を削除する」をタップした後、ウエイトカーソルがまわり続ける場合があり
ます。ウエイトカーソルがまわり続けている状態でも、「アプリのペアリング情報を削除する」は30秒ほどで問題なく完了いたしますので、
30秒たっても表示が変わらない場合は、一度アプリを終了していただき、再度立ち上げてください。
※「1.アプリのペアリング情報を削除する」を押した後、何も起こらずに元の画面に戻る場合は、既にペアリング情報が削除されている状態です。



接続について

接続ができない場合や接続が切断されてしまう場合にご確認ください。

◆通信範囲外の可能性があります。
本機と端末との接続可能距離は最大で3m程度です。壁などの遮蔽物があると通信電波が遮られて、
より狭くなる可能性があります。

◆近くに他のスマートウォッチや端末があり電波の受信状況が悪い可能性があります。
通信状況の良い場所でご使用ください。

◆専用アプリを終了している可能性があります。
専用アプリを完全に終了してしまうと本機との通信は切断されます。
常に開いている状態または端末のバックグラウンドで開いている状態にしてください。

◆端末のBluetoothが「OFF」になっている可能性があります。
接続するには端末のBluetoothを「ON」にしてください。

◆端末の電源がOFFになっている可能性があります。
接続するには、電源をONにしてください。　

◆節電モードになっている可能性があります。
節電モードを設定すると、設定した時間内は自動で端末との接続を切断します。
接続するには、専用アプリを開いて節電モードを解除してください。

◆電池残量が少なくなっている可能性があります。
本機は電池残量が少なくなると秒針が２秒に１回の駆動となります。
これ以降はパワーセーブモードとなり、Bluetooth接続ができなくなります。
接続するには電池交換を行ってください。

①端末の「設定」＞「Bluetooth」をタップ。
②デバイスから“9ZR0”を削除するとペアリング解除。

①本機の10時側の側面にある、リセットボタンを爪楊枝などの細いもので押す。
②時刻合わせを行う。

〈端末のペアリング情報削除する〉

〈ウオッチをリセットする〉

※操作方法は「時刻合わせ」のページをご覧ください。

※詳細な操作方法は端末の取扱説明書等をご覧ください。

リセット
ボタン



時刻設定

戻す引く まわす

時刻の設定

手動での時刻設定

海外に渡航する場合

本機と端末を接続してください。本機は自動で端末と同じ時刻を表示します。

本機を端末と接続しないで使用する場合のみ、手動で時刻を設定できます。その場合はクオーツの精度で運針し、
スマートアシスト機能は使用できません。

〈インターネット環境がある場合〉
端末の時刻を「自動設定」にしてください。※操作方法はお手持ちの端末の取扱説明書等でご確認ください。

〈インターネット環境がない場合〉
端末の時刻を手動で合わせてください。※操作方法はお手持ちの端末の取扱説明書等でご確認ください。

お手持ちの端末の時刻を表示させたい地域や国の時刻に合わせて、本機と接続してください。
自動で端末と同じ時刻を表示します。

りゅうずを引くと接続が切断され、全ての針が停止します。機能表示針は「　」の位置に、秒針は12時の位置に自動で向かいます。

本機はお手持ちの端末と連動して、自動で時刻修正を行います。

①ウオッチのりゅうずを引く。

法律上の注意事項＞

②りゅうずをまわして、現在時刻に合わせる。
③りゅうずを戻す。

※Bluetooth通信の適合や認証を取得していない国や地域では、Bluetooth通信の使用が法的に認められない場合が
あります。使用許可のない国や地域で本機を利用すると、法的に罰せられることがあります。本機が適合や認証を
受けている国や地域についての詳細は下記よりご確認ください。



りゅうずを引くと接続が切断され、全ての針が停止します。機能表示針は「　」の位置に、秒針は12時の位置に自動で向かいます。

引く

戻す

まわす

機能表示針が「　」の位置からずれている場合は、Aボタンを押して調整します。1度押すと1目盛進み、2秒以上長押しすると早く進みます。

Aボタンで
機能表示針の
調整

Bボタンで
秒針の調整

①ウオッチのりゅうずを引く。

②りゅうずをまわして時刻を12時00分にする。

③機能表示針を「　」の位置に合わせる。

秒針が12時の位置からずれている場合は、Bボタンを押して調整します。1度押すと1目盛進み、2秒以上長押しすると早く進みます。
④秒針を12時の位置に合わせる。

全ての針の位置を調整したら、りゅうずを元に戻します。秒針が動きだし、機能表示針がOFFのアイコンを指します。
⑤りゅうずを戻す。

ペアリングした端末が通信範囲内にある場合は自動でペアリングされます。
⑥再度端末と接続する。

時刻設定

時刻合わせ

接続しても本機の時刻が端末の時刻とずれているときは、時刻合わせを行ってください。

自動で「　」の位置へ

「　」の位置にない場合

自動で12時の位置へ

12時の位置にない場合



通知のON/OFF設定

バイブレーションタイプの変更

通知

お手持ちの端末に電話やメールがくるとウオッチの機能表示針が該当のアイコンを指すと同時に、本体が振動してお
知らせします。電話の場合は「　」を指し、メールやその他のアプリの場合は「　」を指します。

①専用アプリを開き、ナビゲーションバーから「通知」を選択。
②バイブレーションタイプを変更したい項目を選び、お好みのバイブレーションを選択。
③画面下側に表示される「設定を送信」をタップで完了。

①専用アプリを開き、ナビゲーションバーから「通知」を選択。
②通知ON/OFFの設定をしたい項目を選び右側のボタンをタップする。
（丸いボタンが右側にあり、色が見えている状態がON）
③画面下側に表示される「設定を送信」をタップで完了。

〈バイブレーションタイプについて〉
　タイプA…本機が2回振動します。（…デモモードの電話通知でご確認いただけます。）
　タイプB…本機が3回振動します。（…デモモードのメール通知でご確認いただけます。）
　タイプC…本機が4回振動します。



アプリで通知をONにしている場合も、端末の通知設定がOFFになっていると通知されません。

iOSをご使用の方は、必ず下図のような設定でご使用ください。設定条件が異なると正しく機能しません。

通知

①端末の通知設定をONにしてください。

「通知」機能を正常に作動させるためにご一読ください。

…通知を許可:ON

…サウンド:お好みの設定でご使用ください。
…Appアイコンにバッジを表示:お好みの設定でご使用ください。

…ロック画面に表示:ON
…履歴に表示:ON
…バナーとして表示:お好みの設定でご使用ください。

…バナーとして表示の表示方法:お好みの設定でご使用ください。

通知を許可

サウンド

ロック画面に表示　

バナーとして表示　

一時的 持続的

履歴に表示

Appアイコンにバッジを表示

〈ご使用の端末がiOSの場合〉

通知された後、機能表示針の位置を「　」に戻す

①本機のAボタンを押す。
何も操作しないと、約5分後に自動で「　」の位置に戻ります。

Ａボタンを押す



接続中に専用アプリのカメラを立ち上げるとウオッチのボタンをセルフタイマーとして使用できます。

カメラのシャッターコントロール

①専用アプリを開き、ナビゲーションバーから「カメラ」を選択。

②ウオッチのAボタンを押す。
Ａボタンを押すと5秒のセルフタイマーが駆動します。撮影した写真は直接端末に保存されます。

カメラ機能を正常に作動させるためにご一読ください。

操作方法はお手持ちの端末の取扱説明書などをご確認ください。
①アプリのカメラロールへの写真の追加及び、カメラの起動を許可してください。

②専用アプリのカメラモード以外では機能しません。
③セルフタイマーは解除したり秒数を変更したりできません。

写真を撮る

カメラモードの操作方法

タップでカメラモードを終了します。

タップでカメラロールに移動します。
※アプリでは、撮った写真の削除や編集は
行えません。端末で直接行ってください。

現在のフラッシュ設定が表示されています。
タップでフラッシュの設定を変更できます。

フラッシュ OFF
フラッシュ AUTO
フラッシュ ON

タップでヘルプページへ移動します。

タップで内側カメラと
外側カメラを切り替えます。

タップで撮影。
※この場合は5秒のセルフタイマーは起動せず、

オンタイムで撮影されます。

丸いボタンを右にスワイプすると、ズーム
します。

セルフタイマーのカウントを
表示しています。

本機の機能表示針が「　」の位置に移動し、振動します。
Ａボタンを
押す



専用アプリでアラームやスケジュールを設定すると、設定した時刻に本機の機能表示針が「　」アイコンを指すと同時
に、本体が振動してお知らせします。アラームモードは専用アプリから本機に一度設定を送信すると、非接続時でも
機能します。

アラームの設定

アラームモード

①専用アプリを開いて、ナビゲーションバーの「アラーム」をタップ。
②「アラーム設定」をタップ。
アラームが1つ登録されています。初期設定は「6:00/繰り返し無」です。※アラーム時刻の登録は1件のみです。

③画面右上の「編集」をタップ。
アラーム編集モードになります。

③アラーム時刻の数字をスワイプして設定したい時刻に合わせる。
④繰り返しの設定する。繰り返したい曜日の左側のボタンをタップ。
⑤画面右上の「保存」をタップ。
⑥アラームの右側のボタンをタップしてONにする。（丸いボタンが右側にあり、色が見えている状態がON）
⑦画面下側に表示される「設定を送信」をタップで完了。



アラームモード

スケジュールの登録

①専用アプリを開いて、ナビゲーションバーの「アラーム」をタップ。
②「スケジュール設定」をタップ。
③「タップして追加」をタップ。
スケジュール編集モードになります。※スケジュールは5件登録可能です。

④スケジュールのタイトルを入力。
タイトルの箇所をタップすると、キーボードが表示されます。タイトル入力後、改行ボタンをタップすると、キーボードが消えます。

⑤通知する日付を登録する。数字をスワイプして設定したい日時に合わせる。
⑥繰り返しの設定する。
バーをタップするとチェックマークが付きます。

⑦画面右上の「保存」をタップ。
⑧画面下側に表示される「設定を送信」をタップで完了。



アラームモード

スケジュールの編集

①専用アプリを開いて、ナビゲーションバーの「アラーム」をタップ。
②「スケジュール設定」をタップ。
③画面右上の「編集」をタップ
スケジュールの左側にマイナスボタンが表示されます。

④マイナスボタンを避けて、編集したいスケジュールをタップ。
スケジュール編集モードになります。

⑤編集し、画面右上の「保存」をタップ。
⑥画面下側に表示される「設定を送信」をタップで完了。

①専用アプリを開いて、ナビゲーションバーの「アラーム」をタップ。
②「スケジュール設定」をタップ。
③画面右上の「編集」をタップ
スケジュールの左側にマイナスボタンが表示されます。

④削除したいスケジュールのマイナスボタンをタップ。
スケジュールの右側に「Delete」ボタンが表示されます。

⑤「Delete」をタップ。
⑥画面下側に表示される「設定を送信」をタップで完了。

スケジュールの削除



スケジュールのON/OFFの設定

アラームの止め方

①専用アプリのナビゲーションバーの「アラーム」をタップ。
②「スケジュール設定」をタップ。
③スケジュールの右にあるボタンをタップ。（丸いボタンが右側にあり、色が見えている状態がON）
④画面下側に表示される「設定を送信」をタップで完了。

①本機のAボタンまたはBボタンを押す。
何も操作しないと、約30秒後に自動でバイブレーションが停止し、機能表示針が「　」の位置に戻ります。

アラームモード

Ａボタン

どちらかを押す

Ｂボタン



お手持ちの端末が見つからないときに、ウオッチを操作することで端末から音を鳴らすことができます。

スマートフォンをさがす

スマートフォン探索モードになり、スマートフォンから音が鳴ります。探索モードの間は秒針が３時の位置で停止します。　 

※iOSの場合、ロック画面で音を鳴らすと、ホームボタンを押した時に音が止まります。 
※Androidの場合、ロック画面で音を鳴らすと、設定によってはロック画面に「発見！」ボタンが表示されませんが、ロックを解除すると現れます。

Ａボタンを
3秒以上長押し

①機能表示が「　」の位置にあることを確認してから、本機のAボタンを３秒以上長押しする。

①端末画面に表示される「発見！」ボタンをタップ。

端末から音を鳴らす

端末の音を止める

専用アプリ「RHYTHM CONNECTED」の通知設定をONにしてください。
通知設定をOFFにしていると、機能しません。設定方法はお手持ちの端末の取扱説明書等をご覧ください。

…通知を許可:ON

…サウンド:ON

…ロック画面に表示:ON/OFFお好みの設定でご使用ください。
…履歴に表示:ON
…バナーとして表示:ON

…バナーとして表示の表示方法:持続的
※初期設定は「一時的」となっておりますのでご注意ください。「一時的」を
選択していても機能いたしますが、端末からの音が３秒程度鳴った後で自動
的に消える場合があります。

「スマートフォンをさがす」を正常に作動させるためにご一読ください。

通知を許可

サウンド

ロック画面に表示　

バナーとして表示　

一時的 持続的

履歴に表示

iOSをご使用の方は、専用アプリ「RHYTHM CONNECTED」の通知を必ず下図のような設定でご使用ください。設定条件が異
なると正しく機能しません。

〈ご使用の端末がiOSの場合〉



スマートフォンをさがす

〈ご使用の端末がiOSの場合〉
マナーモードの場合はご使用いただけません。
マナーモードの場合は１度だけ端末が振動しますが、端末から音が鳴りません。

端末の音量設定が小さい場合は機能しません。
「スマートフォンをさがす」の音量は端末に依存します。端末の音量が小さいと、問題なく機能していても音が聞こえない
 場合があります。　

〈ご使用の端末がAndroidの場合〉
Android ver.8.0ではこの機能をご使用いただけません。
Android ver.8.0でこの機能を駆動させると、専用アプリが停止してしまう不具合が発生しております。
（2018年5月末アップデートで改善予定）

駆動後は必ず端末の音量をご確認ください。
Android端末では「スマートフォンをさがす」を駆動すると、端末がマナーモードの場合も一時的にマナーモードを解除し、
自動で端末の音量を最大にして音を鳴らします。スマートフォンを探すモードを終了すると、端末は自動でマナーモードに
なりますが、音量は最大のままとなります。「スマートフォンをさがす」を使用した後は、必ず端末の音量をご確認のうえ、
元の設定に戻してご使用ください。

「スマートフォンをさがす」の注意事項



節電モード

節電モードの設定

節電モードの途中で節電モードを解除して接続する

①専用アプリを開いて、ナビゲーションバーから「設定」を選択。
②「節電モード」を選択。
③右側のボタンをタップする。（丸いボタンが右側にあり、色が見えている状態がON）
④「自動OFF時間」をタップ。
⑤時刻をスワイプして、自動でOFFにしたい時間帯を設定。
⑥画面右上の「完了」をタップ。
⑦画面下側に表示される「設定を送信」をタップで完了。

①専用アプリを開いて表示されている、
「このモードを解除して接続する」をタップ。
※この方法で一度節電モード解除すると、再び節電モードになるのは次の「自動OFF時間」の開始時刻を迎
えた時となります。再度節電モードにする場合は、一度節電モードをOFFにし、「設定を送信」してから、も
う一度節電モードをONにして、「設定を送信」を行ってください。

夜間など本機を使用しない時間帯に節電モードを設定することができます。節電モードを設定すると、選択した時間
内の接続を自動で切断します。



スリープモード

スリープモードの設定

スリープモードの解除

全ての針が12時の位置に移動し、全機能が停止します。
①本機のAボタンとBボタンを同時に5秒以上押す。

スリープモードが解除され、機能表示針がOFFを指し、秒針が運針を始めます。
①本機のAボタンまたはBボタンのいずれかを押す。

Ａボタン

同時に長押し

Ｂボタン

Ａボタン

いずれかを押す

Ｂボタン

本機をしばらく使用する予定がない場合は、スリープモードにすることをおすすめします。スリープモードにすると
全ての機能を停止し消費電流を最小限に抑えます。

※本機をスリープモードにするとペアリングしているアプリの設定が全て初期化されます。
※一度端末とペアリングした本機をスリープモードにする場合は、事前に「ペアリングの解除」及び本機のリセットを行ってください。



その他

機能表示針/秒針の位置補正

①専用アプリを開いて、画面右上の「　」をタップ。
②「機能表示針がずれている場合」をタップ。
③「針の位置を修正する」をタップ。
機能表示針（及び秒針）の修正モードになります。機能表示針が自動で「　」の位置に、秒針は12時の位置に移動します。

④機能表示針を「　」の位置に合わせる。
機能表示針が「　」の位置からずれている場合は、Aボタンを押して調整します。1度押すと1目盛進み、2秒以上長押しすると早く進みます。

⑤秒針を12時の位置に合わせる。
秒針が12時の位置からずれている場合は、Bボタンを押して調整します。1度押すと1目盛進み、2秒以上長押しすると早く進みます。

⑥「完了」をタップで完了。
機能表示針（及び秒針）が正しい位置に移動します。

機能表示針（及び秒針）がずれている時は、専用アプリを操作して機能表示針の修正モードで修正してください。

機能表示針/秒針の補正をする前にご一読ください。

左上の「戻る」ボタンを使用して前のページに戻りますと、本機は修正モードのままの状態となります。この状態になりますと、本機
と端末は非接続となりスマートアシスト機能が使用できません。解除するには、再び、「針の位置を修正する」をタップしてから、「完
了」をタップしてください。

一度「針の位置を修正する」をタップした後は、必ず「完了」をタップして終了してください。

Aボタンで
機能表示針の
調整

Bボタンで
秒針の調整

「　」の位置にない場合

12時の位置にない場合



その他

デモモードでは本機の動作や機能を試すことができます。

デモモード

①専用アプリを開いて、ナビゲーションバーの「設定」をタップ。
②「デモモード」をタップ。
③画面上の4つの機能から、デモを見たい項目をタップ。
デモの内容が表示され、画面下のボタンがグレーからオレンジ色に変わります。

④「デモスタート」をタップ。
デモがスタートします。本機をご確認ください。

デモモードを使用する前にご一読ください。

「針駆動」では本機の時分針の位置が現在時刻に移動します。現在時刻が合っている状態で、このデモをスタートすると、針が文字盤
を1周し現在時刻の位置に移動するため、約3分程度時間がかかります。デモモードは途中で中断することはできません。

デモモードの「針駆動」は時間がかかる場合があります。



その他

各機能の優先順位

◆アラーム駆動中に電話/メールを受信した場合。
　…機能表示針は「　」を指したままになります。

◆アラーム駆動中に専用アプリでカメラモードを立ち上げた場合。
　…専用アプリはカメラモードになりますが、機能表示針は「　」の位置には移動しません。この場合は、Aボタンを押してもカメラのセルフタ
　イマーが使用できません。カメラモードを正常にご使用いただくには、一度カメラモードを終了してから、再度立ち上げてください。

◆アラーム駆動中にスマートフォンをさがすモードを駆動した場合。
　…アラームも止まることなく、「スマートフォンをさがす」が駆動します。

◆電話/メールには優先順位がありません。常に最新の通知を表示します。
◆お手持ちの端末に電話が着信し、直後にメールが来た場合。
　…機能表示針は「　」の位置に移動します。

◆お手持ちの端末に連続してメールを受信した場合。
　…何も操作しない場合は機能表示針は「　」のアイコンを指し続けます。一番最新の受信から5分経過すると自動で「　」の位置に戻ります。

◆電話/メール通知後、針を「　」の位置に戻さずにカメラモードにした場合。
　…機能表示針の位置は「　 」の位置に移動します。
　その後カメラモードを終了すると、「　  /  　」の位置には戻らず、「　」の位置に移動します。

◆電話/メール通知後、針を「　」の位置に戻さずにアラーム駆動した場合。
　…機能表示針は、「　 」の位置に移動し、正常にアラームが駆動します。　
　その後アラームを止めると、針は「　  /  　」の位置には戻らず、「　」の位置に移動します。

◆カメラモード起動中に電話/メールを受信した場合。
　…機能表示針は「　  /  　」の位置に移動します。その場合でも、カメラモードはそのままご使用いただけます。Aボタンを押すと、機能表示
　の針は「　 」の位置には戻らず、カメラのセルフタイマーが起動します。機能表示針の位置を「　」に戻すには、一度専用アプリでカメラモー
　ドを終了してからAボタンを押してください。

◆カメラモード起動中にアラームの時刻になった場合。
　…機能表示針は「　」の位置に移動し、アラームが正常に駆動します。
　この状態になると本機のAボタンを押してもカメラのセルフタイマー使用できません。
　カメラモードを正常にご使用いただくには、一度カメラモードを終了してから再度立ち上げてください。


