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メジャー
手首周りを測るときに
切り取ってお使いください。 (mm)
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内容品を確かめる

■ wena wrist

準備する

バンドの長さ調整が必要な場合は、右記「バンドの長さを調整
する」をご確認のうえ、お近くの時計修理店にご依頼ください。

1 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。

スリット

フルカラー
LED

白色LED

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。

2 スマートフォンとペアリングする

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
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
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
アルナンバーの「下6桁」を入力します。

シリアルナンバー

S/N : XXXXXXX

下6桁がパスキー

3 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
源ボタンを1秒長押しすることで切り替えられます。

（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。）

通常モード（青*）
本機のすべての機能を利
用できます。

単体モード（黄*）
スマートフォンと連動せ
ず、本機単体で使うモー
ドです。FeliCa決済機能、
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
ない時間を設定すると、
その時間はFeliCa決済機
能のみ使用できる省電力
状態になります。

*   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
ラー LED）の色で現在のモードを確認できます。

4 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
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
て初期設定を行ってください。

http://wena.jp/downloads/apps.html

各部の名前
Three Handsモデル

Chronographモデル

 りゅうず

 バックル開閉ボタン

 通知LED（白色LED）

 通知LED（フルカラー LED）

 （FeliCa）

 電源ボタン

 充電端子

 ストップウォッチ（スタート／ストップ）ボタン

 ストップウォッチ（リセット）ボタン

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/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
ください。

http://wena.jp/support.html

バンドの長さを調整する
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。
各サイズのバンドの長さは、Three HandsモデルとChronographモデルで異なります。数値は目安です。

S
Three Hands: 158 mm
Chronograph: 155 mm

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

1 自分のサイズを確認する

本書下部のメジャーを切り取り、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。
• 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。

□ Sサイズ
□ SMサイズ
□ Mサイズ
□ MLサイズ
□ Lサイズ
□ LLサイズ

2 長さ調整に必要なパーツを確認し、準備する

□ 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。
□ 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。
□ 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。

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/5/wena%20wrist/）、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。

3 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。
• 本機
• 長さ調整に必要なパーツ
• スタートガイド（本書）

時計修理店様へ
バンドの長さ調整方法は裏面をご覧ください。

■ 調整コマ（小）一式 ■ 保証書

 
■ スタートガイド（本書）
■ リファレンスガイド

Three Handsモデル Chronographモデル

■ 充電クリップ ■ microUSBケーブル



時計修理店様へ

バンドの長さ調整方法
調整コマ（大）（小）、エンドピース（大）（小）を組み合わせて、バンド
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
さを調整してください。
□ Sサイズ
□ SMサイズ
□ Mサイズ（お買い上げ時のサイズです。）
□ MLサイズ
□ Lサイズ
□ LLサイズ

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。

レバーピン

調整コマ・エンドピースの取り外しかた 
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。

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。

ピン

Cリング

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 
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）。

ピン

Cリング

S

調整コマ
（大）を外
す

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
wenaロゴの向きに注意してください。

2. 調整コマ（大）1個を取り外す
（参照）

3. 外した部分をつなぐ（参照） 4. バンドにヘッドを取り付ける

SM エンドピース
（大）（別売）に
付け替え

調整コマ
（大）を外
す

エンドピー
ス（小）を外
す

エンドピー
ス（小）を外
す

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
wenaロゴの向きに注意してください。

2. エンドピース（小）2個、調整コ
マ（大）1個を取り外す（参照）

3. エンドピース（大）（別売）2個を
取り付ける（参照）

4. バンドにヘッドを取り付ける

ML

エンドピー
ス（小）を外
す

エンドピー
ス（小）を外
す

エンドピース
（大）（別売）に
付け替え

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
wenaロゴの向きに注意してください。

2. エンドピース（小）2個を取り外
す（参照）

3. エンドピース（大）（別売）2個を
取り付ける（参照）

4. バンドにヘッドを取り付ける

L

調整コマ（小） 
（付属）を付ける

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
wenaロゴの向きに注意してください。

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

LL

エンドピー
ス（小）を外
す

エンドピー
ス（小）を外
す

エンドピース
（大）（別売）に
付け替え

調整コマ（小）
（付属）を付け
る

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
wenaロゴの向きに注意してください。

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）

5. 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

調整コマ（大）

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）

エンドピース（小）

調整コマ（大）

エンドピース（大）
（別売）

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）

エンドピース（小）

エンドピース（大）
（別売）

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） 調整コマ（小） 
（付属） 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）

エンドピース（小） 調整コマ（小） 
（付属） エンドピース（大）

（別売）

エンドピース（大）
（別売）


