




デジタル表示器
左ページ（ボタン）か右ページ（ボタン）を押すと、他の情報を確認
できます。左ページ（ボタン）と右ページ（ボタン）を同時に押すと
、時間表示に戻ります。デジタル表示器はラテン語（ローマ字）のみ
対応。
ライト 
POWER（ボタン）を押す。

ペアリング
COGITO watchがOFFの状態で、COMMANDボタンとPOWERボタ
ンをビープ音が1回鳴るまで同時に約3秒間押すと、約1秒間隔ですべ
てのアイコンが点滅します。
Watch のリセット 
4つのボタンすべて(COMMAND、POWER、左ページ、右ページ)を
、デジタル表示器に警告マークが表示されるまで、同時に押し続けま
す。その後、自動的にOFFになります。

通知機能(アイコン)
通話着信、不在着信通知

電話着信中、発信人名がデジタル表示器に表
示されます。連絡先リストに登録されていな
い場合、発信者の電話番号が表示されます。
ただし、連絡先リストの登録情報によっては
、発信人名が正しく表示されない場合もあり
ます

       ディスプレイは、ラテンをサポートして
いますとキリル文字。

テキストとSNS App通知

FacebookのSMS、MMSなどの書き込みや
Skype、Line、WhatsApp、WeChat、
Instagramなどからのメッセージ通知に対応。

Email着信通知 

 

カレンダーやリマインダー通知
予定時間が近づいているイベントやリマ
インダー。

        ディスプレイは、ラテンをサポート
していますとキリル文字。

バッテリー残量通知
バッテリ残量を、数値（％）と、2つの残
量パターンの点滅により、それぞれデジ
タル表示器と通知アイコンで表示

COGITO Watchを検索する
Connected Watch Appの「COGITOを
検索します」         を押すと、COGITO 
watchからビープ音と表示部の点滅によ
り、その位置を見つけやすくすることが
できます。

電話を検索する
COMMAND（ボタン）と左ページ
（ボタン）を押す。

COGITO Watchとスマートフォンの圏外（リンク切れ）通知
「圏外の通知」アイコン          を押すことで、COGITO Watchとス
マートフォンが遠ざかって圏外(リンク切れ状態)になると、ビープ
音と表示部の点滅により通知します。

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。

クイックスタートガイド
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 S5, S4, S4 Mini, S4 Active, Note 3, Note 2, 
HTC One, Nexus 5, Moto X, Sony Xperia, Huawei P7, XiaoMi 
Mi3, HongMi 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
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1秒間隔で
点滅を始めます。

2. 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"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)。

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"を選択して下さい(ペアリング完了)。

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。

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。

Watch のミュート/ミュート解除: 
COMMANDボタンを約5秒間押し続けて、ミュート、再度、約
5秒間押し続けることでミュートを解除することができます（ビ
ープ音あり）。

遠隔音楽制御: 
音楽の再生が開始したら、再生を制御するコマンドボタンを使用す
ることができます。
iOSユーザー: 
• 再生/一時停止 -- COMMAND（ボタン）を押す
• 次へ -- COMMAND（ボタン）と左ページ（ボタン）を押す
• 停止 -- COMMAND（ボタン）と右ページ（ボタン）を押す
Androidユーザー:
• 再生/一時停止 -- COMMAND（ボタン）を押す

COGITO Watchで写真を撮る: Connected Watch Appのカメラ
アイコン          を選択してカメラ機能を起動します。COMMAND
ボタンを押すとリモートシャッターになります。

iOSの通知センターでemail通知を有効するには:
iOSユーザー:email通知を受信したい場合

Step 3: 表示方法や通知音などを設定して、次に、COGITO Watchで通
知を受けられるようにするために、「通知」項目の「通知センター表示」を
ONにしてください。

*これでConnected Watch Appで快適な'CONNECTED'ライフをお楽
しみいただけます。特定のSNS等のappでnotification（着信通知など）が
うまく機能しない場合、上記の3つのステップを再度ご確認ください。

時計の通信機能用の電池交換方法：

1年間保証
 
Connected Watch App上で、
CONNECTEDEVICE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。
• 私たちはあなたの時計の修理サービスセンターに置き換えバッ
      テリーを持っていることをお勧めします。これは、耐水性が電
      池交換後も保持されるようになります。
• Oリングが損傷した場合には、電池カバーを再インストールす
     る前に交換してください。ほとんどの宝石店、時計店が交換用
     のOリングシールを持っている必要があります。
• 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、サーフィン、スイミング
     、セーリングなどの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気圧を超える圧力
     が掛かり水が浸入する可能性があるためです）。各スキンダイ
    ビングの後、洗浄し、唯一明確な真水を使って徹底的に時計を掃
      除してください。無洗剤の任意のフォームを使用しています。
• 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。

COMMAND (ボタン)POWER（ボタン）
電源オン/オフ  

    約3秒  

右ページ（ボタン）左ページ（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

通知機能(アイコン)
点滅、
バイブレーション

とスマートフォンの圏外（リンク切れ）通知とスマートフォンの圏外（リンク切れ）通知
「圏外の通知」アイコン          を押すことで、
マートフォンが遠ざかって圏外

Connected Watch App
検索します」         を押すと、

からビープ音と表示部の点滅によ

デジタル表示器

スマートフォンの
バッテリー残量

通知数

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（SR621SW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。

端末をリセットするには

1. 時計の裏ブタを開けて、通信機能用の
    CR2032電池を取り外します。
2. 電池を元に戻して取り付けます。
3. 古い電池を取り外して（画像参照）
    クリップを使用して3秒間一緒に2つ
    の金属製のバッテリ接点に触れるこ
    とにより、ハードリセットを適用する。
4. 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。
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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 S5, S4, S4 Mini, S4 Active, Note 3, Note 2, 
HTC One, Nexus 5, Moto X, Sony Xperia, Huawei P7, XiaoMi 
Mi3, HongMi 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
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1秒間隔で
点滅を始めます。

2. 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"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)。

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"を選択して下さい(ペアリング完了)。

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。

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。

Watch のミュート/ミュート解除: 
COMMANDボタンを約5秒間押し続けて、ミュート、再度、約
5秒間押し続けることでミュートを解除することができます（ビ
ープ音あり）。

遠隔音楽制御: 
音楽の再生が開始したら、再生を制御するコマンドボタンを使用す
ることができます。
iOSユーザー: 
• 再生/一時停止 -- COMMAND（ボタン）を押す
• 次へ -- COMMAND（ボタン）と左ページ（ボタン）を押す
• 停止 -- COMMAND（ボタン）と右ページ（ボタン）を押す
Androidユーザー:
• 再生/一時停止 -- COMMAND（ボタン）を押す

COGITO Watchで写真を撮る: Connected Watch Appのカメラ
アイコン          を選択してカメラ機能を起動します。COMMAND
ボタンを押すとリモートシャッターになります。

iOSの通知センターでemail通知を有効するには:
iOSユーザー:email通知を受信したい場合

Step 3: 表示方法や通知音などを設定して、次に、COGITO Watchで通
知を受けられるようにするために、「通知」項目の「通知センター表示」を
ONにしてください。

*これでConnected Watch Appで快適な'CONNECTED'ライフをお楽
しみいただけます。特定のSNS等のappでnotification（着信通知など）が
うまく機能しない場合、上記の3つのステップを再度ご確認ください。

時計の通信機能用の電池交換方法：

1年間保証
 
Connected Watch App上で、
CONNECTEDEVICE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。
• 私たちはあなたの時計の修理サービスセンターに置き換えバッ
      テリーを持っていることをお勧めします。これは、耐水性が電
      池交換後も保持されるようになります。
• Oリングが損傷した場合には、電池カバーを再インストールす
     る前に交換してください。ほとんどの宝石店、時計店が交換用
     のOリングシールを持っている必要があります。
• 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、サーフィン、スイミング
     、セーリングなどの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気圧を超える圧力
     が掛かり水が浸入する可能性があるためです）。各スキンダイ
    ビングの後、洗浄し、唯一明確な真水を使って徹底的に時計を掃
      除してください。無洗剤の任意のフォームを使用しています。
• 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。
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   電池カバー
（裏ブタ）
（電池交換時に開けます）

COGITO WatchCOGITO Watch
          

Step 1 : iOSの「設定」画面から「通知
センター」を選択してください

  Step 2 : 「表示」項目の中から「メー  
  ル」を選択してください

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（SR621SW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。

端末をリセットするには

1. 時計の裏ブタを開けて、通信機能用の
    CR2032電池を取り外します。
2. 電池を元に戻して取り付けます。
3. 古い電池を取り外して（画像参照）
    クリップを使用して3秒間一緒に2つ
    の金属製のバッテリ接点に触れるこ
    とにより、ハードリセットを適用する。
4. 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。
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Watch をミュートする Watch のミュートを解除する

COMMAND
 (ボタン)



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 S5, S4, S4 Mini, S4 Active, Note 3, Note 2, 
HTC One, Nexus 5, Moto X, Sony Xperia, Huawei P7, XiaoMi 
Mi3, HongMi 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
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1秒間隔で
点滅を始めます。

2. 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"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)。

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"を選択して下さい(ペアリング完了)。

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。

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。

Watch のミュート/ミュート解除: 
COMMANDボタンを約5秒間押し続けて、ミュート、再度、約
5秒間押し続けることでミュートを解除することができます（ビ
ープ音あり）。

遠隔音楽制御: 
音楽の再生が開始したら、再生を制御するコマンドボタンを使用す
ることができます。
iOSユーザー: 
• 再生/一時停止 -- COMMAND（ボタン）を押す
• 次へ -- COMMAND（ボタン）と左ページ（ボタン）を押す
• 停止 -- COMMAND（ボタン）と右ページ（ボタン）を押す
Androidユーザー:
• 再生/一時停止 -- COMMAND（ボタン）を押す

COGITO Watchで写真を撮る: Connected Watch Appのカメラ
アイコン          を選択してカメラ機能を起動します。COMMAND
ボタンを押すとリモートシャッターになります。

iOSの通知センターでemail通知を有効するには:
iOSユーザー:email通知を受信したい場合

Step 3: 表示方法や通知音などを設定して、次に、COGITO Watchで通
知を受けられるようにするために、「通知」項目の「通知センター表示」を
ONにしてください。

*これでConnected Watch Appで快適な'CONNECTED'ライフをお楽
しみいただけます。特定のSNS等のappでnotification（着信通知など）が
うまく機能しない場合、上記の3つのステップを再度ご確認ください。

時計の通信機能用の電池交換方法：

1年間保証
 
Connected Watch App上で、
CONNECTEDEVICE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。
• 私たちはあなたの時計の修理サービスセンターに置き換えバッ
      テリーを持っていることをお勧めします。これは、耐水性が電
      池交換後も保持されるようになります。
• Oリングが損傷した場合には、電池カバーを再インストールす
     る前に交換してください。ほとんどの宝石店、時計店が交換用
     のOリングシールを持っている必要があります。
• 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、サーフィン、スイミング
     、セーリングなどの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気圧を超える圧力
     が掛かり水が浸入する可能性があるためです）。各スキンダイ
    ビングの後、洗浄し、唯一明確な真水を使って徹底的に時計を掃
      除してください。無洗剤の任意のフォームを使用しています。
• 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。

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。

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（SR621SW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。

端末をリセットするには

1. 時計の裏ブタを開けて、通信機能用の
    CR2032電池を取り外します。
2. 電池を元に戻して取り付けます。
3. 古い電池を取り外して（画像参照）
    クリップを使用して3秒間一緒に2つ
    の金属製のバッテリ接点に触れるこ
    とにより、ハードリセットを適用する。
4. 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。

JP

電池型式：SR621SW

電池型式：CR2032

A app está disponível para dispositivos seleccionados 
Android 4.3 e Android 4.4 que suportem tecnologia 
Bluetooth® Smart. Actualmente compatível com Samsung 
Galaxy S5, S4, S4 Mini, S4 Active, Note 3, Note 2, HTC One, 
Nexus 5, Moto X, Sony Xperia, Huawei P7, XiaoMi Mi3, 
HongMi, etc.

Visite www.cogitowatch.com para a mais recente lista de 
compatibilidade. Contacte-nos se Google Play não é 
suportado no seu país.

Passo 2: Emparelhe e ligue o relógio COGITO com o seu 
telemóvel ou tablet.

1. Coloque o relógio em modo PAIRING pressionando 
COMMAND + POWER até ao 1º sinal sonoro (aprox. 3 segs) 
e todos os ícones ficarão intermitentes cada 1 segs.

2. Para utilizadores iOS 7: 
Abra o seus parâmetros Bluetooth e seleccione "COGITO" 
na sua lista de dispositivos. Pressione "PAIR" quando 
solicitado.

Para utilizadores Android:
Abra a app Connected Watch e toque o ícone de lista de 
dispositivos no canto inferior esquerdo. A app procurará o 
seu relógio em conformidade. Seleccione "COGITO" na 
sua lista de dispositivos quando ligado.

Passo 3: Personalize a configuração de notificações do seu 
relógio COGITO.

Toque o ícone de parâmetros de notificação no canto 
superior direito da app Connected Watch (iOS 7 e 
Android) e seleccione quais as notificações que pretende 
receber no seu relógio COGITO.

Para reconhecer a notificação: 
mantenha pressionado o botão COMMAND por 5 segs.

Para silenciar/cancelar o modo silenciar do relógio: 
Pressione o botão COMMAND por 5 segs para silenciar o 
relógio. Pressione outros 5 segs para cancelar o modo 
silencioso e o relógio emitirá um sinal sonoro.

Controle de música:
Assim que a música começa a tocar, você pode usar o 
botão de comando para controlar a reprodução.
Para utilizadores iOS 7: 
• Tocar/Pausa  -- Pressione COMMAND botão
• Avançar -- Pressione COMMAND + PAGE LEFT botões
• Parar -- Pressione COMMAND + PAGE RIGHT botões
Para utilizadores Android:
• Tocar/Pausa -- Pressione COMMAND botão

Para tirar fotografias com o seu relógio COGITO:
Toque o ícone da câmara          na App Connected Watch o que 
despoletará a interface da câmara na app. Pressione o botão 
COMMAND para tirar fotografias remotamente.

Active a notificação de email no seu centro de notificação iOS:
Para utilizadores iOS: se pretende receber notificações de email

Passo 3: Seleccione o estilo de alerta, som, etc. e active "Show in 
Notification Center" para permitir o relógio comunicar com o seu 
dispositivo.

*Agora está pronto para desfrutar da experiência de ligação com 
a App Connected Watch. Se tiver problemas com a notificação 
de uma app específica, verifique notificação iOS seguindo estes 3 
passos.

Substituir a bateria do sistema de ligação:

Garantia 1 ano limitada
 
Registe o seu produto com uma conta CONNECTEDEVICE 
na app Connected Watch. Precisará de manter o seu recibo 
original como prova de compra.

Para manter o seu relógio em boas condições e para evitar 
anulação de garantia:
•  Não exponha o relógio a pressão excessiva, impactos, pó, 
     chamas ou temperaturas extremas.
•  Temperaturas de operação: -20 to +55C (-4 to +131F)
•  Assegure-se que a parte traseira da relógio e o selo o-ring 
     estão correctamente posicionados e o relógio bem selado 
     antes de o expor a humidade ou líquidos.
•  Não tente reparar ou modificar o relógio. Serviço e 
     manutenção deverão ser realizados por técnicos 
     especializados autorizados.
•  Recomendamos que você tem a bateria substituída por um 
    centro de serviço de reparação de relógio. Isso irá garantir a 
    resistência à água será mantida após a substituição da  
    bateria.
•  Se o O-ring foi danificado, substitua-o antes de reinstalar a 
    tampa da bateria. A maioria das joalherias e lojas de relógio 
    deve ter reposição anéis vedantes.
•  10 ATM/100 M de resistência à água significa que o seu 
     relógio pode ser usado na maioria de actividades ao ar 
     livre, incluíndo desportos aquáticos. NÃO utilizar no banho, 
     snorkeling ou mergulho. Depois de efectuar um mergulho, 
     enxague o seu relógio em água doce e limpe-o 
     minuciosamente. Não utilize nenhum detergente.
•  Evitar submergir o relógio por um período longo de tempo.
•  Para manter a resistência à água, não pressionar quaisquer 
     botões ou puxar a coroa debaixo de água.
•  Mantenha o vidro frontal afastado de objectos afiados para 
     prevenir riscos.
•  Exposição a temperaturas altas ou baixas ou alertas 
     sucessivos podem diminuir o tempo de vida da bateria.
•  Mantenha o relógio, acessórios e pequenas peças 
     afastadas do alcance de crianças.

1.  Abra o compartimento do relógio para remover as 
     baterias antigas.
2.  Agora substitua com as baterias novas.
3.  Coloque com cuidado a parte traseira do relógio 
     assegurando que o selo o-ring está correctamente 
     posicionado (para estanquecidade) e aperte os parafusos.
Substituindo a bateria de movimento analógico:

1.  Abra o compartimento do relógio e remova a bateria 
     CR2032.
2.  Remova o autocolante protector e coloque-o de parte 
     com cuidado.
3.  Remova a bateria do sistema analógico localizado 
     abaixo do autocolante protector (modelo SR621SW, 
     duração da bateria até 3 anos **)
4.  Coloque cuidadosamente o autocolante protector.
5.  Insira a bateria CR2032 do sistema de ligação e coloque 
     cuidadosamente a parte traseira do relógio assegurando 
     que o selo o-ring está correctamente posicionado (para 
     estanquecidade) e aperte os parafusos.
** Duração da bateria poderá variar dependendo do 
volume da notificação, marca e condição da bateria.
CUIDADO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. 
Substituir apenas com o mesmo tipo ou equivalente.

Hard reset 
1.  Abra o compartimento do relógio 
     para remover as baterias antigas.
2.  Agora substitua com as baterias 
     novas.
3.  Toque com o metal un clip de 
     papel os dois terminais 
     (ao mesmo tempo) durante 3 
     segundos.
4.  Coloque com cuidado a parte 
     traseira do relógio assegurando      
     que o selo o-ring está 
     correctamente posicionado 
     (para estanquecidade) e 
     aperte os parafusos.



FCC/ Industry Canada Notice
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This 
device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 
Caution: Changes or modifications to this Bluetooth® device not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate it.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer d’interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris des interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité.
Avertissement: Tout changement ou modification de cet appareil Bluetooth® non expressément approuvé par la 
partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil. 
Certification and Safety approvals 
This product is CE marked according to the provisions of the R&TTE Directive (99/5/EC).  We declare that this 
product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 
For further information, please refer to website.
Ce produit est conforme aux exigences RTTE - Directive 1999/5/EC du Parlement Européen. Nous déclarons que ce 
produit est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 
1999/5/EC. 
Bluetooth® is a trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and is used by the manufacturer under license.
La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et CONNECTEDEVICE Ltd. les utilise sous licence.

IC Statement
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
NCC
本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定:
1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前
項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Ce produit est conforme aux régulations administratives concernant la faible onde radio rayonnée par l'appareil 
(Articles 12 & 14).
1. En l'absence d'autorisation de la DGT ou de la NCC, toute société, toute entreprise ou tout utilisateur ne doit pas 
modifier la fréquence, renforcer la puissance de transmission ou modifier les caractéristiques d'origine, ainsi que les 
performances de tout appareil à fréquence radio de faible puissance.
2. Les périphériques radio à faible puissance ne doivent pas interférer avec les systèmes de communication 
aéronautiques ou toute autre forme de communication officielle. Dans le cas contraire, l'utilisateur doit interrompre 
immédiatement l'utilisation.
Les communications faisant l'objet de ces restrictions sont répertoriées dans le Telecommunications Act. 
Les périphériques radio de faible puissance doivent respecter les restrictions en vigueur et ne pas causer 
d'interférences sur les périphériques à ondes radio ISM.
Company name/Le nom de l'entreprise : CONNECTEDEVICE Ltd -8/F, Tai Yip Building, 141 Thomson Rd, Wan Chai, Hong Kong 



EN     Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and 
electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and 
electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to 
this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the 
package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old 
devices, you are making an important contribution to protecting our environment.
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cogitowatch.com
support@cogitowatch.com

facebook.com/cogitowatch
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your time matters



support@connectedevice.com

702-00238-05


