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Step 3: Tap on your email 
accounts you wish to 
receive notifications.

Step 4: Adjust your Alert 
Style & Sounds and “Show 
in Notification Center” 
option, then you are set.

Step 1: Go into Notification
Center to check your 
device’s push notifications

Step 2: Tap “Mail” if you 
want to check notification-
enabled email accounts.

Ensure your iOS 
Notification Center is ON!

For iOS user : 

JP

      

Scan to download the App:

cogitowatch.com

support@cogitowatch.com

facebook.com/cogitowatch

twitter.com/cogitowatch

JP

電池型式：CR2032

電池型式：SR626SW

サポートやお問い合わせは、下記メールア
ドレスにお問い合わせください。

support@cogitowatch.com

時計やConnected Watch Appに関する情報は、
cogitowatch.comでご覧下さい。

COGITO™製品をご愛用いただきありがとうございます。

時計の通信機能用の電池交換方法：

1. 時計の裏ブタを開けて、古い電池を取り外します。
2. 新しい電池を取り付けます。 
3. 時計の裏ブタを、水の浸入を防ぐためのOリングが正しく
    装着されていることを確認しながら。
                                                   
時計のアナログムーブメント用の電池交換方法：

1. 時計の裏ブタを空けて、通信機能用のCR2032電池を取
    り外します。
2. 保護シールをはがして、交換後に再度使用するため、わ
     かりやすいところにおいてください。
3. 保護シールの下にあるアナログムーブメント用の電池を
     取り外します（SR626SWの電池寿命は約3年間です**）。
4. 保護シールを元に戻して取り付けます。
5. CR2032電池を元に戻して、時計の裏ブタを、水の浸入
     を防ぐためのOリングが正しく装着されていることを確
      認しながら。
** 電池寿命は、通知音や通知の回数や利用状態、使用環境
     などにより短くなる場合もあります。
ご注意: 発火や破裂、液漏れの危険がありますので電池は正しく交換を行ってください。電池
交換の際には、必ず、同型の
電池をご使用ください。

1年間保証
Connected Watch App上で、
COONECTEDEVICEアカウントの設定を行い、製品登録を
行ってください。なお、購入時のレシートや納品書など、
購入を証明できる書類は必ず保管しておいてください。
時計をよい状態に保ち、保証対象外としないために以下の
注意事項を守ってください：

• 過度の圧力、衝撃、粉塵、直火、高温などの異常環境下
      にさらなさいでください。
• 動作温度： -20 to +55C. (-4 to +131F)
• 時計が水分や液体などに触れる可能性がある場合には、
     必ず、裏ブタとOリングが正しく取り付けられ確実に密
      閉されていることをお確かめください。
• ご自身で修理や改造をしないでください。点検や修理は
      、認定技術者のみが行うことができます。
• 10ATM（10気圧）/100M防水とは、決して水深100mで
      使用可能であることを保証するものではなく、ウォータ
     ースポーツを含めて、ほとんどのインドア及びアウトド
     ア環境下で利用できることを意味しています。ただし、
     入浴中やシュノーケリング、スキューバダイビングなど
     では決して使用しないでください（10気圧を越える圧力
     が掛かり水が浸入する可能性があるためです）。
• 決して長時間、水中で使用、あるいは置いたままにし
     ないでください。
• 防水性を保つために、水中では、どのボタンも操作を行
      わないでください。
• キズの原因になりますので、時計表面のガラスに、鋭い
        、あるいは固い物体が接触しないように注意してください。
• 高温または低温状態での使用や頻繁に連続してアラート
      を使ったりすると電池寿命が短くなります。
• 時計や付属品などの小さい部品はお子様の手の届かない
      ところに保管してください。

   電池カバー
（裏ブタ）
（電池交換時に開けます）
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クイックスタートガイド

      

COMMAND (ボタン)

POWER（ボタン）

時刻設定
引き出して、リューズを回して
時間を設定します

電源オン/オフ　約3秒
接続確認   短押し

ペアリング：COMMANDボタンとPOWERボタンを一緒に約
                      3秒押してください。ビープ音が1回して、
                          すべてのアイコンが2秒間隔で点滅します。
時計のリセット：COMMANDボタンとPOWERボタンを一緒に
                                   約6秒押し続けてください（ビープ音2回）

Step 1：Connected Watch Appをダウンロードしてくださ
い。

iOSユーザー：App Storeで"Connected Watch"を検索して
ください

以下のBluetooth Smart搭載iOS7機器でご利用いただけます。
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad mini, 
iPad(3rd、4th), iPod touch(5th)

Androidユーザー：Google Playで"Connected Watch" 
appをダウンロードしてください。
 
以下のBluetooth Smart搭載Android 4.3またはAndroid 4.4
機器でご利用いただけます。
Samsung Galaxy S3, S4, S4 Mini, S4 Active, Note 2, Note 
3, HTC One, Nexus 5など

最新のご利用端末情報は、www.cogitowatch.comでご確認
いただけます。Google Play Storeがご利用できない地域の方
は、support@cogitowatch.comまでご連絡ください。

Step 2：COGITO watch とスマートフォン/タブレットとの
ペアリングと接続

Step 3：COGITO watch の通知設定のカスタマイズ

Connected Watch Appの右上の通知設定アイコンをタッ
プして、各項目の通知設定を行います。

時計のミュート/ミュート解除 - COMMANDボタンを約9秒
間押し続けてください。

通知の確認（アイコン点滅をとめる）- COMMANDボタンか
POWERボタンを押すか、スマートフォンやタブレット側で
通知を確認してください。

コマンド操作 - COMMANDボタンを押します。
（コマンドアクションについて、appの設定を参照ください）

接続確認 - POWERボタンを押します。
時計からビープ音がしてアイコンが1回点滅する場合、スマ
ートフォンなどとの接続状態にあります。アイコンが3回
点滅する場合、接続されていません。

                           

通知LED

                                  点滅、
バイブレーション

1. COMMANDボタンとPOWERボタンを一緒に約3秒、ビ
ープ音が1回聞こえるまで押します。すべてのアイコンが2
秒間隔で点滅を始めます。

iOSユーザー：
設定画面でBluetoothを
ONにして、デバイスリ
ストから"COGITO POP"
を選択、ポップアップ画
面が表示されますので
"Pair"を選択してください
(ペアリング完了)。

＊現状、iOSのみ対応。Android対応については今後
のAppバージョンアップ時にお知らせします。

Email

SMS と Facebook、への書き込み通知
やWhatsApp、WeChat、Skypeなどへ
のメッセージ通知

カレンダーイベント
やなどその他の情報

以下の緊急警告の場合、すべてのアイ
コンが点滅及び振動します
– 電話着信、不在着信及びボイスメール
– 時計を鳴らす
– スマートフォンを鳴らす＊

Androidユーザー：
Connected Watch Appを
起動し、左下のデバイスリス
トアイコンをタップ。App
が時計の検索を開始しますの
で、"COGITO POP"を選択し
て下さい(ペアリング完了)。

2.


