取り扱いについて
• 床面に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。また、充電
下記の注意事項を守らないと火災・感電・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、けが、やけどの原因となります。

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、感電の原因となります。

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。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。
©2017 Sony Corporation
Printed in Japan
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水分でぬれた状態のまま使用しないでくだ
さい。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

充電は付属の充電クリップを使用してくだ
さい。

指定品以外のものを使用した場合は、発熱、発火、破
裂や内蔵電池の液漏れなどの原因となります。

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。

下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や

大けがの原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
でください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

安全のために
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。

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

自転車や自動車などを運転中に本機を使用
しないでください。
事故の原因となります。

本機やmicroUSBケーブルの上に重いもの
をのせたりしないでください。
感電、火災の原因となります。

風呂場などの湿気が多い場所では使用しな
いでください。
使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、
変色、変形など、いままでと異なるときは、
直ちに次の作業を行ってください。
1. 充電中の場合はmicroUSBケーブルを抜く。
2. 本機が熱くないことを確認してから、本機の電源を切る。

火災、やけど、感電の原因となります。

本機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。

サウナなど本機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。
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。
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
• バンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗
などです。

乳幼児を抱くときなどは、乳幼児のけがや
事故防止のため、あらかじめ本機を外すな
ど充分ご注意ください。
激しい運動や作業などを行うときは、ご自
身や第三者へのけがや事故防止のため、充
分ご注意ください。
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。
航空機内ではワイヤレス機能を使用しない
でください。

電波が影響して、誤動作による事故の原因となるおそ
れがあります。

本機を医療機器の近くで使わないでくださ
い。また、本機を心臓ペースメーカーの装
着部位から15cm以上離してください。

感電、発熱、火災の原因となります。

電源につないだ状態でmicroUSBプラグを
ショートさせないでください。また、
microUSBプラグに手や指など、身体の一
部を触れさせないでください。
火災、故障、感電、傷害の原因となります。

充電中は、本機を布や布団で覆ったり、包
んだりしないでください。
熱がこもり、火災、故障の原因となります。

雷が鳴り出したら、本機やmicroUSBケー
ブルには触れないでください。
ぬれた手でmicroUSBケーブルに触れない
でください。
所定の充電時間を超えても充電が完了しな
い場合は、充電をやめてください。

内蔵電池を漏液、発熱、破裂、発火させる原因となり
ます。

指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。

microUSBケーブルのプラグに付いたほこ
りは、拭き取ってください。
火災の原因となります。

長時間使用しない場合は、microUSBケー
ブルを抜いてください。
感電、火災、故障の原因となります。

万が一、水などの液体が入った場合は、直
ちにmicroUSBケーブルを抜いてください。

だときは、精密ドライバーで締め直してください。
• 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）
が時計に付着しま
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、本機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。また、電

操作してください。パスキーは、バンド裏側に記載されているシリ

防水：IPX5/IPX7
（JIS C 0920防水保護等級）
相当

アルナンバーの
「下6桁」
を入力します。

バンド幅：約22 mm

シリアルナンバー

Bluetooth機能：

■ microUSBケーブル

バージョン：Bluetooth標準規格Ver.4.1 Low Energy準拠
通信距離：見通し約10 m
（最大）
対応プロファイル：独自プロファイル
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。

S/N : XXXXXXX
下6桁がパスキー

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

池寿命切れの電池を入れたまま長期間放置しますと、電池の漏液
により機械部品が損傷する場合がありますので、ご注意ください。

■ 調整コマ
（小）
一式

•

はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

■ ヘッド用ガイド*
■ ヘッド保証書*

です。

• 極端な高温、低温、多湿の場所では充電しないでください。
• 次のような場所では、充電しないでください。
‒‒ 湿気、ほこり、振動の多い場所
‒‒ 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
• 充電中、充電クリップやmicroUSBケーブルが温かくなることが
ありますが異常ではありませんので、そのままご使用ください。

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、

 日本国内での充電式電池の
廃棄について

汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不充分の原因
となったりします。また、清掃する際には端子の破損に充分ご注
• お手入れは乾いた柔らかい布
（めがね拭きなど）
で拭いてください。

（モードを切り替えるには、初期設定が完了している必要がありま
す。
）
* ヘッドが付属されていない製品の場合は、ヘッド部、ヘッド用ガ

歩数機能を利用できます。
おやすみモード
（紫*）
就寝時など本機を使用し

ぬれたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、ア
ルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせた
りすることがあります。
• バンドのすき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルでき

ない時間を設定すると、

ます。この充電式電池の取り外しはお客様ご自身で

その時間はFeliCa決済機

は行わず、ソニーの相談窓口にご相談ください。

能のみ使用できる省電力
状態になります。

除いてください。

* wena wrist本体の電源ボタンを1回押したときの通知LED
（フルカ

Bluetooth®機能について

保証書とアフターサービス

機能認定について

保証書

本機のBluetooth機能は、電波法に基づく小電力データ通信システ

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

ムの無線設備として認証を受けています。したがって、本機を使用

ラー LED）
の色で現在のモードを確認できます。
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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

 電源ボタン

するときに無線局の免許は必要ありません。

本機のBluetooth機能は2.4 GHz帯の周波数を使用していますが、
他の無線機器も同じ周波数を使っ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に、下記事項に注意してください。

Bluetooth機能の使用上の注意
本機の使用周波数帯は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

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相
談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目を
こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただち
に医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服に付いたときも、やけどやけがの原因になるの
で、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状が
あるときには医師に相談してください。
• 火の中に入れない。分解、加熱しない。
• 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車
中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

ください。

1. 本機を使用する前に、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。
2. 万一、本機と
「他の無線局」
との間に電波干渉が発生した場合に
停止
（電波の発射を停止）
してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓
口までお問い合わせください。
この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変
調方式としてその他の変調方式を採用し、与
干渉距離は80 mです。

お問い合わせ窓口

ンにインストールし、アプリを起動します。画面の指示にしたがっ

 通知LED
（白色LED）

て初期設定を行ってください。

 通知LED
（フルカラー LED）
（FeliCa）

 充電端子
http://wena.jp/downloads/apps.html

準備する

ヘルプガイドで使いかたを調べる

バンドの長さ調整が必要な場合は、本書裏面に記載の
「バンド
依頼ください。

本機について
• 本機は日本国内専用です。海外での使用については、機能の制約
があります。
• 本機および本機に搭載されるアプリケーションは診断、治療、病
気の予防、身体の構造または機能に影響を与えることを目的とし
て設計されていません。本機および本機に搭載されるアプリケー
ションはそれらの目的では利用できません。
• 本機は、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。本機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。

防水性能について
• 本機は、IPX5/IPX7相当
（仕様参照）
の防水性能を有していますが、
本機内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品に水や粉塵を付着さ
せたりしないでください。
‒‒ 充電クリップ、microUSBケーブルは防水／防塵性能を有して
いません。風呂場など湿気の多い場所でのご使用や、雨など

お手入れの際は、microUSBケーブルを抜
いて行ってください。

による故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないこ

がかかることはおやめください。調査の結果、これらの水漏れ
とがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対
象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

「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。
本機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。

http://wena.jp/support.html
修理のご相談
フリーダイヤル····················································0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話·····························050-3754-9599
FAX··································································· 0120-333-389
ソニー株式会社
〒108-0075東京都港区港南1-7-1
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充電する

付属の充電クリップ、microUSBケーブルを使って充電します。
バンドのスリットと充電クリップのスリットがつながるように取り
付けてください。
http://wena.jp/supports/helpguide.html
本機の最新情報やアップデート情報については、こちらをご覧

おサイフケータイ®
（FeliCa）
につい
て

ください。

• 本機に搭載されている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。
• 本機の故障により、FeliCaチップ内のデータが消失・変化してし

使用上のご注意

アプリで初期設定を行う

下記Webサイトから本機専用アプリ
「wenaアプリ」
をスマートフォ

 バックル開閉ボタン

の長さを調整する」
をご確認のうえ、お近くの時計修理店にご

線局」
と略す）
が運用されています。

は、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を

充電式電池が液漏れしたとき

ず、本機単体で使うモー

バンド部に内蔵されている電池は充電式電池です。



ため、下記の注意事項を必ずお守りください。

スマートフォンと連動せ
ドで す。FeliCa決 済 機 能、

• 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。

液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避ける

単体モード
（黄*）

各部の名前

アフターサービス

電池についての安全上のご注意

本機のすべての機能を利
用できます。

周波数について

充電中は、本機や充電クリップ、microUSB
ケーブルに長時間触れないでください。

通常モード
（青*）

イド、ヘッド保証書は同梱されておりません。

その所有者に帰属します。

• 充電端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。充電端子が

本機のモードについて知る

本機には3つのモードがあります。通常モードと単体モードは、電

イセンスに基づきこのマークを使用しています。
• 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
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源ボタンを1秒長押しすることで切り替えられます。

• Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソニーはラ

お手入れについて

意ください。

■ バンド用ガイド(本書)
■ バンド保証書

び同社の登録商標です。
• 「おサイフケータイ」
は株式会社NTTドコモの商標または登録商標

充電について

充電クリップを外し、本機の電源ボタンを3秒間長押しして電源を
入れてください。その後、スマートフォンのBluetooth®機能をオ

本機を自動ドア、火災報知器などの自動制
御機器の近くでは使わないでください。

感電、発煙、火災の原因となります。

感電の原因となります。

ださい。故障の原因となります。
• 使用方法によっては製品のねじがゆるむ場合があります。ゆるん

スマートフォンとペアリングする

ンにして、本機
（WN-W01）
を検索します。画面の指示にしたがって

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

電波が影響して、誤動作による事故の原因となるおそ
れがあります。

■ 充電クリップ

対応OS：iOS 8.0以上、Android 5.0以上

• 本機を分解／改造すること

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

傷んだmicroUSBケーブルは使用しないで
ください。

■ wena wrist*

2

内蔵電池：リチウムイオン電池

わないでください。

ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

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。

充電端子に導電性異物
（金属片、鉛筆の芯な
ど）
を接触させないでください。また、内部
に入れないでください。

動作温度：5℃～ 35℃

内容品を確かめる

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。また、混雑した場所や医療機関の屋内では使わないで
ください。

乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ
さい。

感電の原因となります。

行為を指示する記号

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。

低温やけどの原因となります。

誤って内蔵電池などをのみこんだ場合は、直ちに医師
と相談して治療を受けてください。

• 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
• FeliCaを使用する際は、本機を叩きつけるようにかざさないでく

3. ソニーの相談窓口までご連絡ください。

落雷、感電の原因となります。

行為を禁止する記号

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。

端子を変形させないでください。故障の原因となります。

主な仕様

http://wena.jp/support.html

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各おサイフ
ケータイ対応サービスの提供者にご確認ください。

スリット

フルカラー
LED
白色LED

• 本機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おサイ

裏面へつづく

フケータイ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。

充電が始まると、フルカラー LEDが赤色に点灯し、白色LEDが点滅・
点灯して充電状態をお知らせします。充電が完了すると、
フルカラー
LEDが緑色に点灯します。

バンドの長さを調整する

時計修理店様へ

お買い上げ時のバンドの長さはMサイズです。調整コマ
（大）
（小）
、エンドピース
（大）
（小）
を組み合わせて、長さを調整できます。
調整はお客様ご自身では行わず、時計修理店に依頼してください。

ご注意

下記に記載の各サイズのバンドの長さは、Three Hands
（WN-WT01S-H ／ WN-WT01B-H）
およびChronograph
（WN-WC01S-H ／ WN-

調整コマ
（大）
（小）
、エンドピース
（大）
（小）
を組み合わせて、バンド

WC01B-H）
モデルについての目安の値です。この長さは、ヘッドおよびエンドピースの種類により異なります。上記2モデル以外のヘッドの場合に

の長さを調整します。
右記のように、お買い上げ時のサイズ
（Mサイズ）
から各サイズへ長

ついては、サポートページをご参照ください。

1. ヘッドを取り外し
（参照）
、
バンドを下図の向きにする

Mサイズ
（お買い上げ時）

バンドの長さ調整方法

さを調整してください。
□ Sサイズ
□ SMサイズ

S

4. バンドにヘッドを取り付ける

2. エンドピース
（小）
2個、調整コ 3. エンドピース
（大）
（別売）
2個を
マ
（大）
1個を取り外す
（参照）
取り付ける
（参照）

4. バンドにヘッドを取り付ける

調整コマ
（大）

S
この範囲のパーツは
外さないでください

□ MLサイズ

Three Hands: 158 mm
Chronograph: 155 mm

3. 外した部分をつなぐ
（参照）

wenaロゴの向きに注意してください。

調整コマ
（大）
を外
す

□ Mサイズ
（お買い上げ時のサイズです。
）
□ Lサイズ

http://wena.jp/support.html

2. 調整コマ
（大）
1個を取り外す
（参照）

□ LLサイズ

SM

Three Hands: 165 mm
Chronograph: 162 mm

M

Three Hands: 171 mm
Chronograph: 168 mm

ML

Three Hands: 178 mm
Chronograph: 175 mm

L

Three Hands: 182 mm
Chronograph: 179 mm

LL

Three Hands: 189 mm
Chronograph: 186 mm

ヘッドの取り外しかた



レバーピンをつまむと、ヘッドが外れます。

Mサイズ
（お買い上げ時）
エンドピー
ス（小）を外
す

SM

wenaロゴの向きに注意してください。

調整コマ
（大）
を外
す

エンドピース
（大）
（別売）

この範囲のパーツは
外さないでください

エンドピー
ス（小）を外
す



エンドピース
（小）
調整コマ
（大）

エンドピース
（大）
（別売）
に
付け替え

レバーピン

調整コマ・エンドピースの取り外しかた

1. ヘッドを取り外し
（参照）
、
バンドを下図の向きにする

エンドピース
（小）

エンドピース
（大）
（別売）

バンドの裏側に マークが付いている調整コマとエンドピースのみ、
取り外すことができます。
S ～ LLサイズ以外のサイズに調整される場合は、サポートページのよくあるご質問の
「バンド部について」

「バンド部の長さ調整方法はどうする
のですか？」
の
「より小さいサイズはこちら」
「より大きいサイズはこちら」
をご参照ください。

1

の方向にピンを打ち抜きます。抜いたあとのピンとCリングは、
なくさないようにご注意ください。
Mサイズ
（お買い上げ時）

1. ヘッドを取り外し
（参照）
、
バンドを下図の向きにする

エンドピー
ス（小）を外
す

自分のサイズを確認する

メジャーを手首に巻きつけて、手首周りを測ってください。一番近いサイズがお客様のサイズです。

ピン

• きつめにつけたい場合は1段階小さいサイズを、ゆるめにつけたい場合は1段階大きいサイズを選
んでください。
• 手首周りに対してゆるすぎるサイズを選ぶと、通知を知らせる振動に気づかない場合があります。

Cリング

ML

wenaロゴの向きに注意してください。

エンドピース
（大）
（別売）
に
付け替え

ご注意

マークが付いていないパーツは絶対に取り外さないでください。

調整コマ・エンドピースの取り付けかた

2

長さ調整に必要なパーツを確認し、準備する

3. エンドピース
（大）
（別売）
2個を
取り付ける
（参照）

エンドピース
（小）

エンドピース
（大）
（別売）

エンドピース
（小）

エンドピース
（大）
（別売）

4. バンドにヘッドを取り付ける

この範囲のパーツは
外さないでください

エンドピー
ス（小）を外
す



2. エンドピース
（小）
2個を取り外
す
（参照）

の方向にCリングを入れます
（1）
。
パーツとパーツの穴を合わせ
（2）
、 とは逆方向からピンを打ち込
みます
（3）
。

□ Sサイズ：追加のパーツは必要ありません。
□ SMサイズ：別売のエンドピース
（大）
2個が必要です。
□ Mサイズ：長さ調整は必要ありません。このままお使いください。

Mサイズ
（お買い上げ時）

□ MLサイズ：別売のエンドピース
（大）
2個が必要です。
□ Lサイズ：付属の調整コマ
（小）
1個が必要です。

1. ヘッドを取り外し
（参照）
、
バンドを下図の向きにする

□ LLサイズ：付属の調整コマ
（小）
1個、別売のエンドピース
（大）
2個が必要です。

2. エンドピース
（小）
1個を取り外
す
（参照）

3. 調整コマ
（小）
（付属）
1個を取り
付ける
（参照）

4. 手順2で取り外したエンドピー
ス
（小）
を取り付ける
（参照）

5. バンドにヘッドを取り付ける

wenaロゴの向きに注意してください。

別売のエンドピース
（大）
を購入するには
wena wristのWeb商品ページ
（https://first-flight.sony.com/pj/wena_wrist）
、または一部のwena wrist取扱店にて購入できます。
取扱店については、http://wena.jp/でご確認ください。

ピン
Cリング

3

L
この範囲のパーツは
外さないでください

時計修理店に長さ調整を依頼する

下記をお持ちのうえ、お近くの時計修理店に長さ調整を依頼してください。

エンドピース
（小）

調整コマ
（小）
（付属）
を付ける

• 本機
• 長さ調整に必要なパーツ

調整コマ
（小）
（付属）

エンドピース
（小）

• バンド用ガイド
（本書）

ご注意

通常の時計と調整方法と異なるため、調整はお客様ご自身では行わず、必ず時計修理店にバンド用ガイド
（本書）
を持って依頼してください。
本機の裏に マークが付いていないパーツ
（a）
は、絶対に取り外さないよう時計修理店にお伝えください。

1. ヘッドを取り外し
（参照）
、
バンドを下図の向きにする

Mサイズ
（お買い上げ時）
エンドピー
ス（小）を外
す

（a）

LL

wenaロゴの向きに注意してください。

エンドピース
（大）
（別売）
に
付け替え

エンドピー
ス（小）を外
す

調整コマ
（小）
（付属）
を付け
る

2. エンドピース
（小）
2個を取り外
す
（参照）

3. 調整コマ
（小）
（付属）
1個を取り
付ける
（参照）

4. エンドピース
（大）
（別売）
2個を
取り付ける
（参照）
エンドピース
（大）
（別売）

エンドピース
（小）

この範囲のパーツは
外さないでください
エンドピース
（小）

調整コマ
（小）
（付属）

エンドピース
（大）
（別売）

5. バンドにヘッドを取り付ける

