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1. 安全上のご注意
ご使用になる方やほかの人々への危害や物的損害（本体および付属品を含む）を防ぐために、
必ずお守りいただきたいことを説明しています。
図記号について

この行為を必ず実行してください。この行為は禁止されています。

高温になる場所（火の近く、暖房機器の
近く、こたつの中、サウナ、直射日光の当
たる場所、炎天下の車内など）で使用、
充電、保管、放置しない
発火、破裂、火災、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
発火、破裂、火災、けがの原因となります。

本体や充電ケーブルの上に寝たり、毛布、
枕、または身体の下にそれらを置かない
本体や充電ケーブルが熱をもつことによ
る発火、発熱、破裂、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
発火、破裂、火災、けがの原因となります。

警告
次の警告事項は「人が死亡、または重傷を負う可能性があるもの」を示します。

4



分解、修理、改造、改変をしない
感電、故障、けがの原因となります。

故障や異常があるときは使用したり充電
したりしない
感電、発火、さらなる故障の原因となります。

バッテリーを取り出さない
やむを得ず取り出した場合は誤飲防止のため、
幼児の手の届かないところに保管してください。
万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談
して治療を受けてください。

本体の端子部を金属などで接続しない
発火、発熱、破裂の原因となります。

充電ケーブルを本商品以外のものに使用しない
発火、発熱、破裂の原因となります。

充電ケーブルを破損しない
無理に曲げる、引っ張る、重い物を載せるなどに
より破損すると、感電や発火の原因となります。

水洗いしない、水中で使用したり充電したりしない
感電や発火の原因となります。

本体や充電ケーブルが濡れた状態で充電しない
発火やけがの原因となります。

充電中は本商品を装着しない
感電ややけどの原因となります。

充電直後は、本体の端子部に触れない
やけどの原因となります。
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注意
次の注意事項は「人が重傷を負う、または物的損害が生じる可能性があるもの」を
示します。

本商品純正の充電ケーブルを使用する
発火、発熱、破裂の原因となります。

車の運転中など、使用を禁止または制限している規定を守る
注意力低下による事故などの原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に保管する
誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談
して治療を受けてください。

充電しないときは充電ケーブルに接続しないで保管する
発火やけがの原因となります。

充電ケーブルを抜くときは、コードを引っ張らない
感電や発火の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
故障やけがの原因となります。

湿気やほこりの多い場所で使用、充電、保管しない
故障やけがの原因となります。

本体と充電ケーブルの充電端子がきちんと接している
状態で充電する
発火、発熱、けがの原因となります。
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子供が使用する場合は、保護者が使用方法を指導する
事故やけがの原因となります。
また、使用中は、指示どおりに使用していることをご確認
ください。

異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診断
を受ける
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。
かぶれの原因は、金属アレルギー、本体の腐食、汚れ、
付着した汗などです。

本商品に水がかかった場合は、乾いた柔らかい布で拭き
取る
熱で乾かす、エアダスターやスプレーを使用するなどの
行為は行わないでください。

バンドの弾力性低下、ひび割れ、変色、緩み、接合部の
ピンの飛び出しや抜け落ちなどの異常がある場合は
使用しない
けがの原因となります。

本商品を床に放置しない
誤って踏みつける、転倒する、などによるけがや事故の
原因となります。

乳幼児を抱いたり接したりする場合は、本商品を外す
乳幼児のけがや事故、アレルギーによるかぶれの原因となりま
す。

化学薬品、粉じんが空気に含まれる場所や、爆発性ガスが発生
している場所で使用、充電しない
故障の原因となります。

バッテリーや充電ケーブルが過熱しているときは使用しない
充電中に、バッテリーや充電ケーブルが熱くなることがあります。
その場合、充分に冷めるまで待ってからご使用ください。

常に清潔な状態にして使用する
本体の腐食や汗、汚れ、ほこりなどにより衣類を汚す場合があり
ます。

バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くして使用する
かゆみ、かぶれ、湿疹などの原因となります。
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はじめに、以下の内容物がすべて同梱されていることをご確認ください。
万一、不足品がございましたら、セールス・オンデマンド サービスセンターにお問い合わせください。

本体

GLAGOM ONE
取扱説明書

A beautiful day, accompanied by GLAGOM

取扱説明書（本書）

シリアルナンバーはアプリからご確認いただけます

3. セット内容

充電ケーブルバンド
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本商品は、アナログ時計とスマートウォッチを融合させたハイブリッドスマートウォッチです。
消費電力が非常に少ない E-Ink社製の電子ペーパーディスプレイや Bluetooth Low Energy を採用することで、心拍数の計測
や睡眠のモニターなどさまざまな機能を搭載しながらも、1回の充電で最大30日間バッテリーを持続*1 することができます。

*1: バッテリーの残量や使用環境などにより異なります。

 4. はじめに
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時針

上ボタン
充電端子

心拍センサーりゅうず

ディスプレイ
下ボタン

ケース

分針

 5. 各部の名称
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アイコンの説明

時刻 / 日付 / 心拍数
サークルバー

 6. ディスプレイ表示について

電話
電話の着信をお知らせします。

心拍数
心拍数を測定していることを
お知らせします。

リマインダー
登録したスケジュールの時間
になるとお知らせします。

アラーム
登録したアラームの時間にな
るとお知らせします。

座りすぎ防止
設定した時間以上座ったまま
でいるとお知らせします。

バッテリー
バッテリー残量が15%を切る
とお知らせします。

メール
メールの着信をお知らせします。

メッセージ
各種SMSの着信をお知らせします。

紛失防止
本体とスマートフォンの通信が切断
されたことをお知らせします。

充電
本体が充電中であることを示します。

モードにより、リマインダー設定
時間、秒針、歩数目標達成率を示
します。
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7.1 バンドを装着して電源を入れる

手順1: 短いバンドを時計の12時側に、長いバンドを6時側に装着します。本体とバンドを裏返し、レバーのない側 (A) から本体に差
          し込みます。
手順2: 爪などでレバーをスライドさせ、反対側(B) も本体に差し込みます。両側ともきちんと本体の穴に差し込まれていることを確
          認してください。取付の際、本体を傷つけないようにご注意ください。
メモ: Dバックルの取付方法がわからない場合は、以下よりご確認ください。
　　 
手順3: 本体の下ボタンを2秒間長押しして、電源を入れます。

 7. 本商品の使用方法

A

B

 https://www.glagom.jp
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手順1: 充電ケーブルのコネクターを本体裏側にある充電端子に差し込みます。
注意: 発火、発熱、けがの原因となりますので、本体と充電ケーブルの充電端子がきちんと接している状態で充電してください。
手順2: 充電ケーブルを互換性のあるACアダプターやパソコンのUSBポートに差し込み、充電します。
メモ: 本商品にACアダプターは同梱されていません。

 7.2 充電する
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上ボタン: 接続しているスマートフォンを探したり、スマートフォンでカメラ撮影をします 
              (アプリとの接続が必要)。
             長押しをすると、心拍数を計測します。

りゅうず: 引き出した状態で回転させると、時針と分針を調整することができます。
メモ: ご購入時に時針と分針は調整されていませんので、お客様ご自身で設定してください。

*上ボタンと下ボタンを同時に5秒間長押しすると、本体をリセットします。

下ボタン: ディスプレイを白か黒で切り替えます。
長押しをすると、以下の順でモードを切り替えます。
　i)  ビジネスモード
　ii) スポーツモード
　iii) レジャーモード (時刻をデジタル表示)
　iv) レジャーモード (日付をデジタル表示)

 7.3 本体を操作する
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ディスプレイは4種類のモードで切り替えることができます。

i) ビジネスモード
 サークルバー: スケジュールの開始時間帯を示します
 デジタル表示: なし (アプリから表示設定可能)

 7.4 モードを切り替える

ii) スポーツモード
 サークルバー: 1日の歩数目標の達成度を示します
 デジタル表示: なし (アプリから表示設定可能)
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iii) レジャーモード
 サークルバー: 10秒ごとに秒を示します
 デジタル表示: あり (時刻か日付で選択可能)

iv) 省電力モード
 すべてのディスプレイ表示がなくなり、アイコンや振動による
 通知も停止します。Bluetooth通信は継続するため、アプリとの
 接続は可能です。 省電力モードはアプリからのみ設定可能です。
 また、ディスプレイ用バッテリーの残量が5%を切ると自動的にこ
 のモードに切り替わります。ディスプレイ用バッテリーの残量はア
 プリから確認できます。22



App Store または Google play で 「GLAGOM」 で検索して、専用アプリをインストールします。

動作環境
接続可能なスマートフォンや専用アプリについての情報は、以下よりご確認ください。
https://www.glagom.jp

 7.5 アプリをインストールする
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i) 接続方法
スマートフォンの Bluetooth をオンにし、アプリを開きます。手順に従って使用者の情報を登録し、本体とスマートフォンをペアリン
グします。
はじめて使用するときはペアリングする本体を登録する手順が発生するため、必ずスマートフォンの Bluetooth 接続先リストからで
はなく、アプリからペアリングをしてください。
アプリについてのご質問は、アプリの「設定」から「困ったときは」をタップしてご確認ください。
注意: 複数台の GLAGOM ONE 本体が近くにある場合、接続できないなどの問題が起こることがあります。その際は、離れた場所
で再度接続してください。

ii) ペアリングの解除方法
専用アプリをアンインストールし、ペアリングしているスマートフォンの設定から Bluetooth 接続先リストを開き、GLAGOM を削除
してください。
メモ: スマートフォンと本体を接続すると、登録情報が保存されます。個人情報を保護するため、本商品を廃棄するときには必ずペアリ
ングを解除してください。

7.6 スマートフォンと接続する / ペアリングを解除する
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本商品は、直接身につけて使用するものです。長くお使いいただくため、常に清潔な状態でご使用ください。

 - 金属は、汚れたまま使用すると腐食することがあります。汗をかいたときや水に濡れたときは、乾いた柔らかい布などでよく拭き取
   ってから、通気性の良い場所で乾燥させてください。

 - 腐食すると、金属部分に鋭利な箇所ができたり、接合部のピンが飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。異常がある場合は
   使用せず、セールス・オンデマンド サービスセンターにお問い合わせください。

 - 本体の表面がきれいな状態であっても、すきまに付着した汚れや腐食が染み出して、衣服を汚したり、皮膚がかぶれたり、性能が劣
   化することがあります。

8. お手入れについて
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9. 主な仕様
 機種名 ハイブリッドスマートウォッチ GLAGOM ONE
 品番 GL101J

ディスプレイ E-Ink社製 電子ペーパーディスプレイ
寸法
重量

約 41 × 13 mm (本体部分の直径 × 厚み)
約 48 g (バンドを除く)

ケース 材質 316L ステンレススチール
動作温度 -10℃ ～ +50℃
防水性  3気圧防水

使用電池

駆動時間*1

充電時間*1
充電方式

*1: バッテリーの残量や使用環境などにより異なります。

Bluetooth

主な機能

ディスプレイ
ムーブメント
ディスプレイ
ムーブメント

 充電式リチウムイオンバッテリー (100mAh)

 最大 30 日間
約 2 年

 約 2.5 時間

 酸化銀電池 (ボタン電池 SR621SW)

マグネット圧着式USB充電ケーブル
Bluetooth Low Energy 4.2

- 着信通知 (電話/メール/SMS)
- 心拍数計測
- 歩数計測
- 各種通知 (リマインダー、アラームなど)
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このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された条件を基に交換をいたします。
交換の際は、必ずこの保証書を添えてご依頼ください。

保証書

保証期間
ご購入日　　　　　年　　　月　　　日 から1年間 シリアルナンバー

販売店名・住所・電話番号 お客様情報（必須）
氏名: 
住所: 

電話番号: 

保証事項
1. 取扱説明書及び同梱している資材に従った正常な使用で故障した場合に、本保証書の記載内容に基づき無料交換をいたします。
2. 保証期間中に故障して無料交換を受ける場合には、商品と本保証書をご提示または送付の上、依頼してください。
3. 交換はセールス・オンデマンド サービスセンターへのご連絡により承っております。
4. 保証期間内あるいは保証対象部分であっても次の場合には有料となります。
　i) 本保証書をご提示されないとき。
　ii) 本保証書の所定事項の未記入、記入事項を改ざんされたもの、及び販売店の表示がないとき
　  （但し未記入の場合でも、領収書、納品書等ご購入年月日とご購入店を証明できるものをあわせてご提示いただくことにより
      保証サービスをご提供いたします）。 27



   iii) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、異常電圧による故障及び損傷。
   iv) ご購入後の運送・移動時の落下等、苛酷な環境での使用時、お取り扱いが不適切なために生じた故障及び損傷。
   v) 取扱説明書及び同梱している資材に記載の使用方法、または注意、警告に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷。
   vi) 改造、改変またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
   vii) バッテリー、バンド等の消耗品や補修部品の交換。
   viii) ご使用中に生じる外観上の変化（ケース、ガラス、りゅうずの小キズなど）。
5. 本商品の故障またはその使用上生じたお客様の損害について当社はその責に任じません。
6. 保証書は商品を日本国内において使用した場合のみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律
   上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の対応について、詳しくはセールス・オンデマンド サービスセンター
   までお問い合わせください。
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発売元
セールス・オンデマンド株式会社
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-9　KDX御茶ノ水ビル5階

ご不明な点や交換に関するご相談
セールス・オンデマンド サービスセンター
TEL: 0120-542-093　（通話無料）　*1
受付時間: 9:30～17:30　（土・日・祝日除く）　 *2
https://www.glagom.jp

*1　携帯電話からもご利用いただけます。
*2   午前中は大変混み合いますので、比較的つながりやすい午後におかけください。      
*3　お客様からご提供いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応、
      カタログの発送、その他情報提供に利用させていただきます。
　　個人情報の取り扱い：https://www.salesondemand.co.jp/privacy.html
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