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モーションセンサー

取扱説明書

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

CMT-S20R-AS

2020

本機を正しく使っていただくために
●	推奨年齢：14	歳以上
•	 身長や骨格が平均より著しく異なる場合には、正確に計測できないこ
とがあります。

●	対象競技：屋外の長距離走
•	 短距離走もしくはそれに準ずる走り方の場合には、正確に計測できな
いことがあります。また、不整地やアップダウンをともなう山野での
ランニングは対象にしていません。

●	装着方法：
詳しくは「計測を始める」の手順 6をご覧ください	
•	 必ず本機のクリップ（ロゴが印刷されている面）を外側に向けて、腰
の中央に垂直にロックをして取り付けてください。

•	 ポーチなどのアクセサリー類は、本機に当たらないようにご注意くだ
さい。	
衝撃が加わると正しく計測できません。

本機を正しく使っていただくための制約事項などの
説明を下記ウェブサイトに記載しています。
ご使用になる前に必ずお読みください。

https://s.casio.jp/m/wat/001ja/

本体と付属品を確認する
箱を開けたら、以下の本体と付属品がそろっているか確認してください。そろっ
ていないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
•	 センサー本体（CMT-S20R-AS）
•	 USB ケーブル
•	 本体カバー
•	 取扱説明書（本書）

あらかじめご承知ください
•	 本製品をご利用になるには、スマートフォンおよび専用アプリ “Runmetrix”
が必要です。専用アプリ “Runmetrix” については弊社ウェブサイトをご覧く
ださい。

•	 本体および付属品は、用途以外には使用しないでください。
•	 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
•	 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不明な点や
お気づきの点がありましたらご連絡ください。

•	 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個
人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。

•	 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいか
なる請求についても、当社では一切その責任を負えません。

•	 万一、専用アプリ “Runmetrix” の使用により生じた損害、逸失利益または第
三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えません。

•	 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害およ
び逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えません。

•	 取扱説明書に記載しているイラストは、実際の製品と異なる場合があります。

各部の名称

  

 





1	【 】ランプ 2	ボタン 3	LED
4	スライドロック（2段ロック式） 5	クリップ 6	【USB】カバー
7	USB端子

•	 センサー本体に貼ってある装着方法を説明したシールは、ご使用になる前に
はがしてください。

電池を充電する
本機には、リチウムイオン充電池が内蔵されています。
なお、本機の出荷時、電池は充電されていません。
お買い上げ後、USB端子に接続して充電してください。
●	パソコンのUSB端子から充電する	

	
本機の電源が切れた状態で、①と②の接続をします。	
充電時間：約 3時間

USB 



USB端子

USB端子

電源が入っている
パソコン

【 】ランプ
赤色点灯：充電中
消灯：充電完了

USBケーブル
（付属品）

●	パソコン以外のUSB端子から充電する	
 

USB規格に適合するUSB端子（Type-A）から充電できます。

重要

•	 長期間電池を使わなかった場合や、パソコンの種類や接続環境によっては、
充電時間がさらに延びることがあります。

•	 USB ケーブルは向きや方向に注意して差し込んでください。無理に差し込ま
ないでください。

•	 USB 充電に対する機器や電源機器には、一定の規格があります。粗悪なもの、
規格から外れるものは、機器の誤動作や故障の原因となることがありますの
で使用しないでください。

•	 USB-ACアダプターはお使いになる国によっては個別の規格が適用される場
合がありますのでご注意ください。

•	 粗悪なもの、規格から外れるもののご使用によって、生じた機器の誤動作や
故障については、弊社では一切その責任を負えません。

初期設定をする
本機でランニング計測するには、専用アプリ “Runmetrix” が必要です。	
スマートフォンに専用アプリ “Runmetrix” をインストールした後、専用アプリ
“Runmetrix” にユーザー名や性別などの基本情報を入力した上で、本機を登録
してください。
専用アプリ “Runmetrix” については弊社ウェブサイトをご覧ください。

専用アプリ “Runmetrix” をインストールする
Google	Play またはApp	Store で専用アプリ “Runmetrix” を検索して、スマー
トフォンにインストールしてください。

専用アプリ“Runmetrix”が対応しているOS（AndroidまたはiOS)のバージョ
ンは、Google	Play およびApp	Store のダウンロードサイトで確認してくだ
さい。

アプリの動作保証について
専用アプリ “Runmetrix” は、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作
を保証するものではありません。

重要

•	 専用アプリ “Runmetrix” の機能および動作環境は、予告なしで変更される場
合があります。

本機を専用アプリ “Runmetrix” に登録する（ペアリング）

重要

•	 本機はスマートフォンとペアリングしないと使えません。必ず装着前にペア
リングしてからご使用ください。

•	 購入した直後に本機の電源を入れると、LEDが赤色に点滅してペアリングし
ていないことを示します。

•	 本機に同時に接続できるスマートフォンは 1台だけです。
•	 スマートフォンの機種によっては、動作しない場合があります。
•	 本機をスマートフォンに登録済みの状態で再度本機を登録しようとすると、本
機の登録がいったんスマートフォンから解除されてから、再度登録されます。

•	 本機の設定は、専用アプリで行ってください。
•	 スマートフォンの Bluetooth の設定をオンにしてから以下の操作を行ってく
ださい。

1. スマートフォンで専用アプリ “Runmetrix” を起動する。

2. 専用アプリ “Runmetrix” で “ 新規アカウント作成 ” をタップして、
アカウントを作成する。
•	 すでに他のカシオ製品でCASIO	ID を取得済みの方は、ログインしてプ
ロフィール設定を行ってください。

3. 専用アプリ “Runmetrix” にユーザー名などの基本情報を入力して、
“ 登録 ” をタップする。

4. 本機の電源が切れていることを確認する。
•	 本機の電源が入っている場合は、ボタンを約 2秒間押し続けて、電源を
切ってください。

5. 本機のボタンを約 5 秒間押し続けて、離す。
ピピッと音がして電源が入り、さらに押し続けてピッと音がして LEDがオ
レンジ色と緑色の交互点滅に変わったらボタンを離してください。
そのまま押し続けるとウオッチのペアリングモードになります。ご注意くだ
さい。

《ウオッチとのペアリングについて》
•	 本機に同時に接続できるウオッチは 1台だけです。
•	 対応のウオッチとペアリングすることで、ウオッチで本機の操作やリア
ルタイムで計測状態をモニターすることができます。

•	 ウオッチとペアリングする場合は、まずウオッチをセンサーのペアリン
グモードにします。次に本機のボタンを約 7	秒間押し続けて離すことで、
ウオッチとのペアリングモードにします。本機のボタンを押すとピピッ
と音がして電源が入り、さらに押し続けてピッと音がして LED	がオレン
ジ色と緑色の交互点滅に変わります。その後さらに押し続けて再度ピッ
と音がして LED	のオレンジ色と緑色の交互点滅がさらに速くなったらボ
タンを離してください。

•	 ウオッチとのペアリングに関する詳しい説明は、ウオッチの取扱説明書
をご覧ください。

6. 専用アプリ “Runmetrix” で “ 登録開始 ” をタップする。
本機の登録が完了して本機とスマートフォンが Bluetooth でペアリングす
ると、専用アプリ “Runmetrix” のトップ画面が表示されます。
•	 本機の電源を切ると、本機とスマートフォンの接続が終了します。

計測する

重要

•	 電源を入れた後、約 60分の間に計測を始めないと自動的に電源が切れます。
「自動的に電源を切る（オートパワーオフ）」設定は専用アプリ “Runmetrix”
で変更できます。

•	 電池残量や記録容量の残量を詳しく知りたいときは、専用アプリ “Runmetrix”
をご使用ください。

•	 センサー本体に貼ってある装着方法を説明したシールは、ご使用になる前に
はがしてください。

•	 本機を熱くなった地面や物の上に置いたり、長時間直射日光が当たる状態に
すると、本機の温度が上昇して自動で電源が切れることがあります。

•	 モバイルバッテリーで充電しながら使用しないでください。正しく測定でき
ない原因となります。

本体カバーを取り付ける
1. 本体カバーを取り付ける。
1		本体のクリップのスライドロックを上にスライドしてロックを解除する

スライド
ロック

2		クリップを開いた状態にして、【USB】カバー側から本体カバーに差し
込む

本体カバー

【USB】カバー

3		本体カバーのボタン側を本体にかぶせる
•	 まず本体カバーの一方の角をめくってかぶせ、次にもう一方の角をめ
くってかぶせてください。

•	 必ず片方ずつ本体にかぶせてください。

4		【USB】カバー、【 】ランプ、ボタン、LEDに、本体カバーがかぶらな
いように整える

重要

•	 本体カバーを取り付けていない状態で装着すると、本機との摩擦で皮膚に炎
症を起こす可能性があります。本体カバーを取り付けてお使いください。

電源を入れる

2. ボタンを約 2 秒間押し続ける。
ピピッと音がして LEDが緑色またはオレンジ色に点灯したらボタンを離し
てください。電源が入ります。
•	 LED	が赤色に約 2秒間点灯した場合は、電池残量が少なくなっていま
す。充電してください。電池残量を詳しく知りたいときは、専用アプリ
“Runmetrix” で確認してください。

GPS 衛星からの電波を受信する

3. ビルや樹木など視界を遮るものがなく上空がよく見える屋外で、止
まった状態でクリップ面を上にして本機を握らないように持ち、
GPS 衛星からの電波を受信する。 
受信が完了すると LED が緑色に点灯する。

•	 動きながら受信すると、受信が完了するまでに時間がかかる場合があり
ます。

•	 GPS	の受信状況は、LED	で確認できます。	
　オレンジ色が点灯：受信中	
　緑色が点灯：受信完了

•	 事前にGPS アシストデータを専用アプリ “Runmetrix” から本機に送信す
ることでGPS の受信時間を短縮できます。詳しい操作方法については弊
社ウェブサイトをご覧ください。

重要

•	 GPS で位置情報を保存するので、本機の紛失には十分にご注意ください。

参考

•	 受信環境によっては、GPS	衛星からの電波の受信に数分かかる場合がありま
す。

•	 大気の状態や使用環境によって、測位結果に誤差が生じる場合があります。
•	 下記の場所では、「GPS	による測位ができない」または「測位の精度が悪く
なる」ことがあります。
	– 屋内など上空が見えない場所
	– 強力な電波を発する機器の近く
	– 樹木やビルの近く、人混みの中など周囲に電波を遮るものがある場所

•	 GPS 衛星からの電波を受信できなくても計測を開始できますが、受信環境に
よって位置情報が記録されない場合や誤差が大きい場合があります。

•	 本機は、アメリカのGPS、日本のみちびき（準天頂衛星システム：QZSS）、
ロシアのGLONASS	に対応しています。なお、本書中では、対応しているす
べての測位システムの総称として「GPS」という表現を使用しています。

計測を始める

4. ボタンを 1 回押す。
ピッと音がしたらボタンを離してください。LEDが緑色またはオレンジ色
に点滅して計測が始まります。
•	 必ず LEDの点滅を確認してから装着してください。

5. クリップのスライドロックを上にス
ライドして、ロックを解除する。

6. クリップでランニングパンツに取り付ける。

重要

•	 ランニングパンツは、ウエスト部上部を腰骨の上の高さにして履き、走行中
に本機が揺れ動かないようにしてください。紐を締めるか、ウエスト部がしっ
かりしたランニングパンツをご使用ください。

•	 必ず本機のクリップ（ロゴが印刷されている面）を外側に向けて、腰の中央
に垂直にロックをして取り付けてください。

•	 腰骨ラインの高さに装着してください。

腰骨ライン

腰の中央ライン

クリップを外側に
向ける

•	 走行中に本機がずれないよう、クリップをランニングパンツの奥までしっか
りと差し込み、ウエスト部のゴムや紐をクリップでしっかり挟み込んでくだ
さい。なお、ゴムや紐から上端までが長いランニングパンツは使用しないで
ください。

•	 クリップで指を挟まないようご注意ください。
•	 ポーチなどのアクセサリー類を一緒に身に付ける場合は、本機に当たらない
ようにご注意ください。衝撃が加わると正しく計測できません。

スライド
ロック

•	 下記のように取り付けないでください。正確な計測ができません。

斜めにしない 腰の中央からずらさない

クリップを浅く取り付けない クリップを体側に向けない

体の前面など腰以外の場所に取り付けない ランニングパンツの紐は緩めない

7. スライドロックを下にスライドして、クリップを固定する。
スライドロックは 2段ロック式です。ランニングパンツが厚くてスライド
ロックを奥まで押し込むことができない場合は、スライドロックを中間位置
のクリック感があるところで止めてください（1段ロック）。
重要

•	 クリップを固定するときにスライドロックを無理に押し込まないでください。
無理に押し込むと、本機やランニングパンツが破損することがあります。

•	 スライドロックでクリップを固定できない場合、本機が落下する恐れがあり
ます。クリップを固定できるランニングパンツをお使いください。

２段ロック １段ロック

8. ランニングを始める。

重要

•	 計測中に電池残量がなくなると計測を停止します。	
計測を始める前に専用アプリ “Runmetrix” で電池残量レベルを確認し、必要
に応じて充電してください。

•	 計測中にメモリーがいっぱいになった場合、古いデータから消去されます。
計測を始める前に専用アプリ“Runmetrix”で記録容量の残量レベルを確認し、
必要に応じてアプリにデータを転送してください。

•	「自動で一時停止したり、自動で一時停止を解除する（オートポーズ）」設定は、
専用アプリ “Runmetrix” で変更できます。（初期設定：無効）

•	「あらかじめ設定した距離により、自動でラップを記録できる（オート	
ラップ）」設定は、専用アプリ “Runmetrix” で変更できます。（初期設定：1㎞）

•	 本機の温度が上昇すると、自動的に電源が切れます。

計測をやめる

9. クリップのスライドロックを上にスライドして、ロックを解除する。

10. ランニングパンツから本機を取りはずす。

重要

•	 スライドロックでクリップを固定したままランニングパンツから本機を取り
はずさないでください。クリップを固定したまま取りはずすと、本機やラン
ニングパンツが破損することがあります。スライドロックを解除したあとに
ランニングパンツから本機を取りはずしてください。

11. ボタンを、連続で 2 回押す（ダブルクリック）。
ピッと音がして、LEDが点滅から点灯に変わったらボタンを離してくださ
い。計測が終わります。
•	 計測データはスマートフォンに転送された後、自動的にサーバーにアッ
プロードされます。契約条件によってはアップロードに通信料金が発生
することがあります。

•	 計測を再開するときは、手順４～手順８の操作を行ってください。

電源を切る

12. ボタンを約 2 秒間押し続ける。
ボタンを押すとまずピッと音がしてから、2秒後にピピッと鳴って電源が切
れます。
•	 LEDが赤色に約 2秒間点灯した場合は、電池残量が少なくなっています。
充電してください。	
電池残量を詳しく知りたいときは、専用アプリ “Runmetrix” で確認して
ください。

状態表示一覧
本機の状態を、LEDと【 】ランプの色や点灯／点滅で表します。

電源	
ON時

ペアリング	
時 充電時 GPS	

受信時 計測時 計測一時	
停止時

電源	
OFF 時

LED

オレンジ

点灯 ー ー ー GPS	
受信中 ー ー ー

速い	
点滅 ー ー ー ー

計測中	
かつGPS	
受信中

ー ー

遅い	
点滅 ー ー ー ー ー

計測一時
停止中
かつGPS	
受信中

ー

緑

点灯 ー ー ー GPS	
受信完了 ー ー ー

速い	
点滅 ー ー ー ー

計測中	
かつGPS	
受信完了

ー ー

遅い	
点滅 ー ー ー ー ー

計測一時
停止中
かつGPS	
受信完了

ー

赤

点灯 電池残量
25％以下 ー ー ー ー ー 電池残量

25%以下
消灯 ー ー ー ー ー ー ー
速い	
点滅

内部異常	
エラー ー ー ー ー ー ー

遅い	
点滅

未	
ペアリング ー ー ー メモリー	

フルエラー
メモリー	
フルエラー ー

オレンジ	
/ 緑

速い	
点滅 ー

ウオッチとの
ペアリング
モード

ー ー ー ー ー

遅い	
点滅 ー

スマート
フォンとの
ペアリング
モード

ー ー ー ー ー

【 】	
ランプ 赤

点灯 ー ー 充電中 ー ー ー ー
消灯 ー ー 充電完了 ー ー ー ー

点滅 ー ー 充電	
エラー ー ー ー ー

https://s.casio.jp/m/wat/001ja/


困ったときは
•	 使用中、本機が正しく動作しない場合は、ボタンを約 15秒間押し続けてく
ださい（リセット）。本機は初期状態に戻りますが、計測したデータに影響は
ありません。
	– 約 15秒間ボタンを押し続けている間に音がしたり LEDが点灯したり消え
たりしますが、そのまま操作を続けてください。
	– リセット完了をお知らせする音などはありません。

•	 開けた場所でもGPS 衛星からの電波を受信できない場合は、ボタンを約 15
秒間押して再度受信してください。それでも受信しない場合は、本書等に記
載のアフターサービス窓口にご連絡ください。

•	 電源を入れたときに LEDが速く赤く点滅した場合は、本機内部で異常が起
こっている可能性があります。本書等に記載のアフターサービス窓口にご連
絡ください。なお、点滅の速度（速い点滅と遅い点滅）で本機の状態が異な
ります。ご注意ください。

主な仕様
通信機能 Bluetooth®	5.0	(Low	Energy)
外部接続端子 マイクロUSB端子（USB充電）
搭載センサー 9 軸センサー (加速度、ジャイロ、磁気 )、気圧
GPS GPS、GLONASS、みちびき	対応
記録容量 約 200km（使用状況により変化します）
電源 リチウムイオン充電池（内蔵）
電池寿命 約 20時間（温度 25℃で連続使用時）
本体サイズ 幅 39.9mm×高さ 62.1mm×奥行き 18.2mm	

幅 43.7mm×高さ 63.6mm×奥行き 19.6mm	
( 本体カバー含む )

質量 約 37g
約 44g（本体カバー含む）

安全上のご注意
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い
ください。

危険 死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示していま
す。

警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性があ
る内容を示しています。

絵表示の例

/記号は「気をつけるべきこと」を意味しています（左の例は感電
注意）。

-記号は「してはいけないこと」（禁止）を意味しています	
（左の例は分解禁止）。

0記号は「しなければならないこと」を意味しています	
（左の例はプラグをコンセントから抜く）。

危険
充電式内蔵電池について

指定以外の方法で充電しない。
指定以外の方法で充電すると、電池を発熱・発火・破裂させる恐
れがあります。
本機を火中に投入しない、加熱しない。
破裂による火災・けがの原因となります。

警告
異常（煙・臭い・発熱など）について

発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。 
落としたときなど破損したまま使わない。
火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。
1.	電源を切る。電源が切れない場合は、本機をリセットする。
2.	「修理に関するお問合せ先」に連絡する。

パソコンからの充電について
火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。
•	たこ足配線をしない。
•	布団、毛布などをかぶせて使わない、熱器具のそばで使わない。
•	指定品以外のUSBケーブルは絶対に使わない。
•	付属のケーブルを、本機以外に使用しない。
•	重いものを乗せない、ケーブルを束ねたまま使わない。
•	加熱しない、加工しない、傷つけない。
•	無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない。
•	コードに足を引っ掛けない、コードを蹴らない。
•	ぬれた手で電源プラグに触れない。	
感電の原因となります。
•	ケーブルが傷んだら、「修理に関するお問合せ先」に連絡する。	
そのまま使うと、火災・感電の原因となります。
•	液体※のかからない状態で使用する。	
液体がかかると火災・感電の原因となります。	
※水やスポーツドリンク、海水、動物・ペットの尿など
•	ケーブル類の上に花瓶など液体が入ったものを置かない。	
水がかかると火災・感電の原因となります。
•	雷が鳴り始めたら、電源コンセントに接続されている機器に触れない。	
感電の原因となります。
•	外出時は、動物・ペットが製品に近づかないようにして、ケー
ブル類は機器から抜く。	
ペットが噛んだり、尿がかかると、ショート（短絡）による火
災の原因となります。

異物は避ける
異物（金属片など）が本機の内部に入らないようにする。もし、入っ
たら、すぐに次の処置をする。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
1.	電源を切る。電源が切れない場合は、本機をリセットする。
2.		「修理に関するお問合せ先」に連絡する。

分解・改造しない
本機を分解・改造しない。 
内部の点検・調整・修理・故障は「修理に関するお問合せ先」に
連絡する。
感電・やけど・けがの原因となります。

落とさない、ぶつけない
本機を落としたときなど、破損したまま使用しない。 
もし、破損していたら、すぐに次の処置をする。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
1.	電源を切る。電源が切れない場合は、本機をリセットする。
2.		「修理に関するお問合せ先」に連絡する。

他の電子機器への影響について
他の機器に電波障害などが発生した場合は使用しない。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。
病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。 
使用禁止の場所で、使用しない。
本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となり
ます。
高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで
使用しない。
電子機器が誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となります。
心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して
使う。
心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。
満員電車の中など混雑した場所では、本機の電源を切る。
付近に心臓ペースメーカーなどを装着している方がいると、電波
が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

置き場所・使用場所について
ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。
落下 ･転倒時には、けがの原因となります。
次のような場所に置かない、使わない。
火災・感電の原因となります。
•	湿気やほこりの多い場所
•	台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
•	暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、
炎天下の車中など本機が高温になる場所

本機のご使用について
運動しながらスマートフォンを注視しない。
転倒、交通事故の原因となります。

充電式内蔵電池について
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止める。
充電を続けると、発熱・発火・破裂の原因となります。

注意
USB ケーブルについて

火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。
•	ケーブル（特にジャック部分）の清掃には、洗剤を使わない。	

•	長時間使用しないときはケーブル類を機器から抜く。	

コネクター部への接続
コネクター部に、指定品以外は接続しない。
火災・感電の原因となることがあります。

本機のご使用について
体調や体力に合わせて運動を行う。
無理な運動は、体調を損なったり、事故やけがなどの原因となる
ことがあります。

本機の装着について
必ず本体カバーを装着する。
肌の弱い方、その日の体調、また装着の仕方などにより痛みなど
が起きたり、かぶれたりする可能性があります。そのような方は
シャツを着たり、テープを貼るなどして、本機が肌に直接触れな
いように装着することを推奨します。肌の異常を感じた場合は、
速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。

USB カバーについて
USB カバーを開けたままでは使用しない。
汗などの水分が本機の内部に入り、電池を発火させる原因となる
ことがあります。

取扱上のご注意
●	本機は精密機器です。本機に無理な力が加わると故障や破損の原因となりま
すので、下記の点に特にご注意ください。
•	 本機を旅行カバンなどに入れて持ち運ぶ場合は、カバンに一緒に入れる物
によって本機に無理な力が加わらないようにご注意ください。

•	 本機を装着したまま座るときは、下記の点にご注意ください。
	– 周囲の物にぶつけない
	– 本機に体重をかけない

•	 落下させるなど強い衝撃を本機に与えないでください。
●	本体カバーを裏返して使用しないでください。また、裏返しにしたまま放置
しないでください。

防水性能について
•	 防水性能：	
JIS ／ IEC 防水保護等級 7級（IPX7）に準拠します。
重要

•	 本製品の防水性能は、当社試験方法によるもので、無破損・無故障・性能を
保証するものではありません。

 . 防水についてのご注意
本機は IPX7 準拠の防水性能がありますが、以下の点に注意してください。
•	【USB】カバーの防水パッキンとその接触面にゴミ、砂等の異物が付着してい
ないことを確認し、異物が付着している場合は清潔で乾燥した柔らかい布で
取り除いてください。たとえ髪の毛 1本、砂粒 1個など小さなものが挟まっ
ただけでも漏水することがあります。

•	【USB】カバーの防水パッキンにひび割れ、キズ等がないことを確認してくだ
さい。

•	【USB】カバーは、しっかり閉じてください。
•	 水辺や潮風のあたる場所での【USB】カバーの開け閉め、および濡れた手で
の開け閉めは避けてください。

•	 本機を低温下、または 40℃以上の高温になる場所（特に強い太陽光の当たる
ところ、炎天下の自動車内など）に長時間放置しないでください。防水性能
が劣化します。

 . 水に濡れた場合のご注意
•	【USB】カバーは、本機についた水滴や汚れを清潔で乾燥した柔らかい布で十
分に拭き取った後、開いてください。

•	【USB】カバーを開いたとき、カバーの内側表面に水滴がつくことがあります。
水滴がついているときは、必ず拭き取ってからご使用ください。

 . 使用後のお手入れについて
本機や本体カバーに砂や泥がついたり、水や汗に濡れた後は、【USB】カバーを
しっかりと閉めた状態で、以下の方法で水気を拭き取ってください。
•	 本機は、本体カバーを取り外し、清潔で乾燥した柔らかい布で水気を拭き取っ
てください。水気を拭き取り終えたら、【USB】カバーに水分が残っている場
合がありますので、【USB】カバーを開けたまま風通しの良い日陰で完全に乾
燥させてください。

•	 本体カバーは、本機から取り外して水で洗ってください。その後、清潔で乾
燥した柔らかい布で水気を拭き取り、風通しの良い日陰で完全に乾燥させて
ください。	
なお、無理に引っ張ると破損する場合があるのでご注意ください。
重要

•	 本機を振り回して水切りしたり、ドライヤーなどで強制的に乾燥させないで
ください。

•	 洗濯機などで洗わないでください。

 . 使用後のご注意
•	 高温（40℃以上）や低温（-10℃未満）の場所に放置しないでください。防
水性能を保てない場合があります。

•	 洗浄、防錆、防曇等の目的で薬品類は使用しないでください。防水性能を保
てない場合があります。

•	 防水性能を維持するために、1年に一度防水パッキンの交換をお勧めします
（防水パッキンの交換は有料になります）。防水パッキンの交換につきまして
は、本書に記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店に
お問い合わせください。

 . その他のご注意
•	 本製品の付属品のUSBケーブルは、防水性能はありません。
•	 本機に極度な衝撃が加わると、防水性能を保てない場合があります。
•	 寒冷地では本機に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結し
たままで使用すると故障の原因になります。水滴が付着したまま放置しない
でください。

•	 取り扱い上の不注意により、万一、水漏れ事故を起こした場合、内部機材（充
電池など）の損害などの補償はご容赦願います。

•	 本機の水没事故は、当社では一切その責任を負いかねます。

使用上のご注意

 . 薬品類について
シンナー、ガソリン、各種溶剤、油脂またはそれらを含有しているクリーナー、
接着剤、塗料、薬剤、虫よけスプレー、日焼け止め、化粧品類等が付着すると、
本体に変色や破損を生ずることがありますのでご注意ください。

 . 通信環境について
本機はスマートフォンと Bluetooth 無線技術で接続することによって使うこと
ができます。本機を手で覆ったり、遮蔽物で囲うと、スマートフォンと接続で
きないことがあります。

 . 使用環境について
•	 使用可能温度範囲：-10 ～ 40℃	
使用可能温度範囲外では使用しないでください。本機が正しく動作しません。

•	 寒い場所では、電池の特性上、十分に充電されていても、使用時間が短くな
ります。

•	 使用可能湿度範囲：10～ 85%RH（結露しないこと）
•	 次のような場所には置かないでください。
	– 直射日光の当たる場所、湿気やホコリ、砂の多い場所
	– 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
	– 日中の車内、振動の多い場所

•	 本製品を使用または保管するときに強い電磁気 /放射線または磁場を発生す
る機器に近づけないようにしてください。

 . 結露について
真冬に寒い屋外から暖房された室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場
所へ移動すると、本機の内部や外部に水滴が付き（結露）、故障の原因となります。
結露を防ぐには、本機をビニール袋で密封しておき、移動後に本機を周囲の温
度に十分慣らしてから取り出して、数時間放置してください。

 . お手入れについて
本機が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

 .【USB】カバーの閉じかた
カバーを片手で閉じると、本体から浮いてしまう場
合があります。両手の親指でカバーを左右均等に押
し込んで閉じてください。

【USB】カバー

 . 無線機能（Bluetooth）の使用上のご注意
•	 この製品は、無線を利用しているため、周りの機器に影響を与えたり、影響
を及ぼされる可能性があります。

•	 本機は米国再輸出規制（EAR）の対象となり、米国禁輸国への輸出や持ち出
しはできません。

007-AH0262 本製品には電波法に基づく工事設計認証
を受けた特定無線設備を内蔵しています。

使用周波数について
本機は 2.4GHz 帯周波数を使用しますが、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、下記事項に留意してご使用くださ
い。

本機は小電力データ通信システムの無線装置を内蔵しております。
使用している周波数帯では、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、工場の製造ラインなど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小電力無線局、アマチュア無線局など
（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
•	 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。

•	 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は、速や
かに本機の使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。

•	 その他、電波干渉が発生した場合などお困りのことが起きたときは、本書
に記載の「機能・操作・購入先に関するお問合せ先」に記載されている連
絡先までお問い合わせください。

周波数の見方について

Bluetooth 2.4XX1

この無線機は 2.4GHz	帯を使用します。変調
方式はDS-SS/FH-SS/OFDM方式、DS-FH、
FH-OFDM複合方式以外の “その他の方式 ”です。
また、想定される与干渉距離は約 10mです。

電波転送の傍受について
電波によるデータの送受信は第三者に傍受される可能性があります。あらかじ
めご了承ください。

不正アクセスについて
紛失や盗難などによって本機に搭載されている接続先への不正アクセスや利用
などが行われ、被害や損害が発生しても、当社では一切の責任を負いかねます。

無線機器としての利用について
本製品の無線機能は、この取扱説明書に記載している範囲内でお使いください。
それ以外の用途で使用して損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかね
ます。

磁場・静電気・電波障害について
電子レンジ付近など磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本製品を使
用しないでください。環境により電波が届かないことがあります。
また、2.4GHz 帯の電波を使用しているものの近くで使用すると双方の処理速度
が落ちる場合があります。

 . 海外での使用について
適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあ
ります。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
https://world.casio.com/r-law/ms/
また、国や地域によっては、GPS	の使用や位置情報ログを収集することが規制
されている場合があります。本機にはGPS	機能が内蔵されていますので、本機
を海外（本機を購入した国以外の国や地域）で利用したい場合は、移動先の国
や地域にGPS	機能付き製品の持込みや位置情報ログの収集に対する禁止、制限、
その他の規則などがないか、事前に大使館や旅行代理店などにご確認ください。

 . その他の注意
•	 使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。

 . 登録商標、商標について
本文中の以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。なお、本文
中には、™マーク、®マークを明記していません。
•	 iPhone は、Apple	Inc. の商標です。
•	 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
•	 Android およびGoogle	Play は Google	LLC の登録商標または商標です。
•	 App	Store は Apple	Inc. のサービスマークです。
•	 IOS	は米国シスコの商標または登録商標です。	
iOS 商標は、米国Cisco のライセンスに基づき使用されています。

•	 The	Bluetooth®	word	mark	and	logos	are	registered	trademarks	
owned	by	Bluetooth	SIG,	Inc.	and	any	use	of	such	marks	by	CASIO	
COMPUTER	CO.,	LTD.	is	under	license.	Other	trademarks	and	trade	
names	are	those	of	their	respective	owners.	
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、	Bluetooth	SIG,	Inc. が所有する
登録商標であり、カシオ計算機（株）はこれらのマークをライセンスに基づ
いて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所
有者に帰属します。

•	 その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
本製品に弊社が提供しているソフトウェアを、無断で営業目的で複製（コピー）
したり、頒布したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。

本装置は、VCCI 協会の電磁妨害波の技術基準（クラス B）に適合しています。	
VCCI-B

 . IGRF (International Geomagnetic Reference Field) モデル
の使用について

本製品には、the	International	Association	of	Geomagnetism	and	
Aeronomy	(IAGA)	が作成した IGRF	(International	Geomagnetic	
Reference	Field) モデルとそれに関するソフトウェアである The	geomag	7.0	
software	code が使用されています。IGRF モデルおよびソフトウェアはパブ
リックドメインとして公開されており著作権による保護対象外ですが、本製品
に内蔵されている他のソフトウェアについてはカシオまたはカシオのライセン
サーに著作権その他の権利が帰属します。

 . オープンソースソフトウェア（Open Source Software）につ
いて

本製品には、以下のライセンス条件に基づいてライセンスされているソフトウェ
アが含まれています。

nRF5 SDK

Copyright (c) 2010 - 2019, Nordic Semiconductor ASA

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form, except as embedded into a Nordic Semiconductor ASA 
integrated circuit in a product or a software update for such product, must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or 
other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of Nordic Semiconductor ASA nor the names of its contributors may be used 
to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 
permission.

4. This software, with or without modification, must only be used with a Nordic Semiconductor 
ASA integrated circuit.

5. Any software provided in binary form under this license must not be reverse engineered, 
decompiled, modified and/or disassembled. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NORDIC SEMICONDUCTOR ASA "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NORDIC 
SEMICONDUCTOR ASA OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

電源について

充電について

 . 充電中に【 】ランプが赤色に点滅したときは
以下のいずれかの場合により充電できないことを示しています。説明に従って
処置したあとに、再度充電してください。

周辺温度または電池の温度が、高温または低温状態である場合
USBケーブルを抜いて常温でしばらく放置したあと、周囲の温度が 10℃～
35℃の温度範囲で充電を再開してください。

タイマーが働いた場合
電池の未使用期間が長期化した場合や、パソコンの種類や接続環境によっては
充電時間が延びることがあります。充電時間が約 5時間を超えると、タイマー
が働き、フル充電でない場合でも充電を停止します。
また、電池の未使用期間が更に長期化した場合は約 60分で充電を停止すること
もあります。
1)	長期間充電しなかった場合	
USB ケーブルを一度抜いて、再度差し込んで充電を再開してください。

2)	パソコンで充電する際、接続環境によって十分な電力を供給できない場合	
USB2.0 準拠のUSB端子からのみ充電できます。500mA程度の電流供給が
できるUSBポートに直接差し込んでください。

上記の処置をしてもエラーが起こる、または 5時間を超えても充電が終了し
ない場合は、電池の不良が考えられます。本書に記載の「修理に関するお問
合せ先」にお問い合わせください。

電池の使用上のご注意
•	 電池の特性上、寒い場所や使用期間が長い場合、十分に充電されていても、
使用時間が短くなります。

•	 10℃～ 35℃の温度範囲で充電してください。範囲外の温度では、充電時間
が長くなったり、十分な充電ができないことがあります。

•	 充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電池の性能寿命と
思われますので、新しい電池と交換してください。電池の交換については、
本書に記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にお問
い合わせください。なお、電池をご自分で交換することはできません。

•	 長期間保管する場合は、過放電を防止するために、3か月に 1回ぐらいの割
合でフル充電してください。

本機を廃棄するときは

Li-ion 00

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルができます。
本機を廃棄するときは、本書に記載の「修理に関するお問合せ先」
にお問い合わせください。

https://world.casio.com/r-law/ms/

