内容品を確かめる

本製品の尾錠部の裏にEdy番号
（16桁）
及びEdyコード
（6桁）
が記載されて
います。

ヘルプガイドで使いかたを調べる
「ヘルプガイド」
はインターネット上で提供している取扱説明書です。本

■ wena wrist レザーバンド

製品の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法などを説
明しています。
スマートフォンやパソコンでご覧ください。

     

ヘッドの取り付けかた
■ バンド用ガイド
（本書）
■ 保証書

バンドのレバーピンの片側を、ヘッドのバンド取り付け用の穴に差し込
みます。レバーをスライドさせ、レバーピンのもう片側もヘッドの穴に差
http://wena.jp/supports/helpguide.html

し込みます。

本製品の最新情報については、サポートページをご覧ください。

レバー
http://wena.jp/support.html
ご注意
お持ちのヘッドに取り付けられないことを理由とする返品・交換は承りか
ねます。また、レザーバンドの取り外しによりお持ちのヘッドの腕時計の
メーカー保証が無効となるなど、レザーバンドの着脱に関連してお客様
に生じた損害について責任を負いかねます。
メーカー保証については、お客様ご自身で直接メーカーにお問い合わせ
ください。

チャージ
（入金）
方法／支払い方法
チャージ
（入金）
方法について

使用上のご注意
本製品について
• 本製品はレザーバンド内部に電子回路が内蔵されています。部品破損
の恐れがありますので、無理に折り曲げることのないようお願いいた
します。無理な折り曲げでの破損により電子マネーが使用できなくなっ
た場合、払い戻しはできかねますのでご注意ください。
外側への折り曲げ

内側への
鋭角な折り曲げ

コンビニエンスストアなど、一部の楽天Edy加盟店*¹ではレジにて現金で
チャージできます*²。
レジスタッフに
「楽天Edyにチャージしてください」
とお伝えください。
その他に、Edyチャージャー
（現金入金機）
を設置している加盟店もありま

電子回路は、本製品の尾錠側に内蔵されています。

す。方法が店舗によって異なるため店舗スタッフにご確認ください。

©2017 Sony Corporation
Printed in Japan

*¹ 楽天Edy加盟店は、楽天Edyのホームページにてご確認ください。
*² チャージ上限金額：50,000円

3-TAB-971-01(1)

本製品ご購入時はチャージされておりません。

各部の名前
尾錠側

残高のご確認方法について
楽天Edy加盟店のレジまたはEdyチャージャーなどで残高を確認できます。
剣先側

支払い方法について
楽天Edy加盟店でレジスタッフに楽天Edyで支払う旨をお伝えください。
店舗に設置されている決済端末にレザーバンドをかざします。決済音が
鳴ると、お支払いが完了します。

レザーバンドのかざしかた
チャージやお支払いで楽天Edyを使用する際は、レザーバンドのFeliCa
マークを近づけるようにしてください。

 尾錠
 遊革
 FeliCaマーク*¹
 レバーピン*²
 レバー *²
*¹ お買い上げのモデルによっては、FeliCaマークが付いていない場合が
あります。
*² 尾錠側と剣先側の両方にあります。

本書に記載されている以外のご入金方法・残高確認方法・お支払い方法に
ついては、楽天Edyホームページをご確認ください。

• 力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付け／ 取り外しを行わない
でください。
• FeliCaを使用する際は、本製品を叩きつけるようにかざさないでくださ
い。故障の原因となります。
• 本製品尾錠部の金属は、ニッケル溶出量に関する欧州規格
（EN1811）
に
適合していますが、すべての方にアレルギーが起こらないということ
ではありません。本製品が肌に合わないと感じたときは早めに使用を
中止して、医師またはソニーの相談窓口にご相談ください。
• 汗や水にぬれた場合は、乾いた柔らかい布
（めがね拭きなど）
でこすら
ずあててふき取り、通気性の良い場所で陰干ししてください。
• 化学薬品・ガスの中でのご使用は避けてください。シンナー・ベンジン
などの各種溶剤およびそれらを含有するもの
（ガソリン・マニキュア・ク
レゾール・トイレ用洗剤・接着剤など）
が本製品に付着しますと、変色・
溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には充分注意して
ください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、
本製品が変色することがありますのでご注意ください。
• 虫よけスプレーがかからないようにしてください。変形・変色のおそれ
があります。
• 長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、
高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

防水性能について
• レザーバンド内のFeliCaモジュールのみ生活防水相当
（IPX7相当）
の防
水性能を有していますが、レザー素材は、水や汗の影響により色落ち
やシミになる場合がありますので、ご注意ください。
また、故障の原因となりますので故意に本製品内部に水や粉じんを侵
入させたりしないでください。

電子マネー機能について
• 本製品に搭載されているFeliCaチップ内のデータの使用、管理、およ
び消去などについては、お客様ご自身の責任で行ってください。
• 本製品の故障により、FeliCaチップ内のデータが消失してしまう場合が
あります。FeliCaチップ内のデータ移行・再発行などのサポートの有無、
およびその提供条件については該当サービスの提供者にご確認くださ
い。
• 本製品の故障修理や盗難紛失などのいかなる場合においても、ソニー
はFeliCaチップ内のデータ移行や復旧はできませんので、ご注意くだ
さい。また、当該データの消失や不正利用その他電子マネー対応サー
ビスに関してお客様に生じた損害についても、ソニーは一切責任を負
いかねます。
• 本製品でご利用できる電子マネーは楽天Edy
（レザーバンドに記載の製
品型番で下線部が
「E」
の製品）
のみです。
製品型番：WC-□□EXX/
（本製品の色）

楽天Edyのご利用について
•
•
•
•
•

チャージ
（入金）
上限金額は50,000円です。
原則として払い戻しや盗難・紛失時の残高補償はできません。
楽天Edy、またはEdyの表示のある加盟店でご利用いただけます。
所定のコンビニエンスストアのレジなどでチャージできます。
詳しくはホームページなどに掲載のご利用約款をご覧ください。
楽天Edyホームページ：https://edy.rakuten.co.jp
• 楽天Edy発行元：楽天Edy株式会社

故障したら使わない
すぐにソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら
異常な音・においがしたり、煙が出たら、ソニーの相談窓口に修理をご依
頼ください。

警告表示の意味

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解して
から本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死
亡や大けがなどの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けが
など人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがを
したり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。
注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

   

主な仕様
動作温度：5℃～ 35℃

バンド幅：製品型番 WC-□□EXX/
（本製品の色）
□□=22 バンド幅約22 mm
□□=20 バンド幅約20 mm
□□=18 バンド幅約18 mm
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く
ださい。

商標について
• wenaはソニー株式会社の商標および登録商標です。
• FeliCaは、ソニーが開発した非接触型ICカードの技術方式、および同
社の登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
•
• 「楽天Edy
（ラクテンエディ）
」
は、楽天グループのプリペイド型電子マ
ネーサービスです。
• その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカー
の登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは表記
していません。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者
に帰属します。

安全にお使いいただくために

安全のために

下記の注意事項を守らないと火災・破裂などにより死亡や大けが

などの人身事故が生じます。

高温になる場所
（火のそば、暖房機器のそば、こ
たつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車
内など）
での使用、保管、放置をしないでください。
発火、破裂、火災、やけど、けがの原因となります。

火の中に投入したり、
過熱したりしないでください。
発火、破裂、火災、やけど、けがの原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、
入れないでください。
発火、やけど、けがの原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけた
りしないでください。
故障・けがの原因となります。

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品
はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事
故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りく
ださい。



安全のための注意事項を守る
この
「安全のために」
の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する
ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを定期
的に点検してください。

けがなどの原因となります。

お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・
湿疹などを生じる場合があります。
異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診断を受け
てください。
かぶれの原因は
• 金属アレルギー
• ケースに発生したサビ、汚れ、付着した汗
などです。

バンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。
金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかな
い汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。
常に清潔にしてご使用ください。
バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くして
ご使用ください。

保証書
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上
げ店でお受け取りください。
所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してくだ
さい。
保証期間は、お買い上げ日より半年間です。

アフターサービス
• 保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。
• 保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させてい
ただきます。
• 部品の保有期間について
当社では補修用性能部品
（製品の機能を維持するために必要な部品）
を、
製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の
期間とさせていただきます。
お問い合わせ窓口
http://wena.jp/support.html

分解、改造をしないでください。

修理のご相談

故障・けがの原因となります。

フリーダイヤル······················································ 0120-252-645

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

FAX········································································ 0120-333-389

携帯電話・PHS・一部のIP電話································050-3754-9592
誤ってのみこんだ場合は、直ちに医師と相談して治療を受け
てください。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や
人身事故になることがあります。
本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示
しています。本書およびヘルプガイド
（Web取扱説明書）
をよくお読みの
うえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内
容を教えてください。また、使用中においても、
指示どおりに使用しているかをご確認ください。

保証書とアフターサービス

防水：内蔵のFeliCaモジュールのみIPX7*
（JIS C 0920防水保護等級）
相当
* レザーバンド内部のFeliCaモジュールに対しては生活防水程度の防水機能を
満たしていますが、レザーバンド自体に関しては防水及び撥水処理をしてい
ません。

サウナなど本製品が高温になる場所では、やけ
どのおそれがあるため絶対に使用しないでくだ
さい。

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を
与えたりすることがあります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでくだ
さい。
故障・けがの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での
使用や保管はしないでください。
故障・けがの原因となります。

本製品を床に放置しないでください。
誤って踏みつけたり、転倒した際にけがや事故などの原因と
なります。

ソニー株式会社
〒108-0075東京都港区港南1-7-1

