スマートウォッチ

Smart Watch

株式会社エアリア

-P10-

営業用資料

Retail Edition

スマートフォンとブルートゥース接続で様々な数値を管理したり、通知
をお知らせ。
連動させなくても『時計』
『歩数』
『心拍』
『睡眠』など単独での機能もあ
り、気軽にスマートウォッチを試したい方にオススメです。

メッセージ
着信通知
お知らせ

歩数

座りすぎ
通知

音楽再生

※2

運動管理 コントロール 天気予報

睡眠管理

アラーム

カメラ ※3
シャッター

※2:すべての音楽APPに対応するものではありません。※3:JYouPro APP内のカメラで動作する機能

Facetimeは通知しません。

対応アプリを通知

血中酸素計測機能

LINE / Facebook / Twitter / Instagram
Skype / Wechat /kakaoTalk

●大きくてタッチしやすいサイズ
待受日数最大7日間*を実現。
通常利用でも3-5日ご利用い
頂けるロングライフバッテリー。
充電の手間を減らします。

※本製品は医療機器ではありません。計測は目安表示となります。

●生活防水
雨にぬれたり、
洗い物で水がかかるなど
のシーンでご利用頂ける
IP７相当の防水効果発揮いたします。
※サウナや温水シャワーなど体温以上の温度になるようなお湯や水蒸気が発生する
場所では熱や水蒸気により故障の要因となりますので使用しないでください。

画面表示領域

＊本体下部には部品を搭載しているため液晶画面が上部寄りとなります。

●スマートフォンにAPPをインストール計測・記録

『JYouPro』アプリダウンロード
アンドロイド用

iPhone用

本製品はご利用のiPhoneやアンドロイドOS搭載
のスマートフォンにアプリをインストールする事で
ご利用頂けます。
対応OS：iPhone (iOS9.0以上）、
スマートフォン
（Android OS4.4以上）

Black

A RW - P10 JP-B K

4 560490 560744

Blue

ARW - P 10 J P -BL

4 560490 560751

意外とほしい！

画面保護フィルム 2 枚付
画面サイズ
本体素材
スマートフォンとの接続
最大伝送距離
駆動電力
待機時間
防水規格
本体サイズ・質量
付属品

1.69インチ
（240×280ピクセル）
アルミニウム合金、PC [ベルト：シリコン]
Bluetooth 5.0
見通し距離 最大10メートル
充電式（220mAhリチウムイオン）
最大7日間
IP67相当
（自社計測）
約44×40×11mm / 約33ｇ
充電ケーブル(USB接続）

Pink

Green
A R W- P 1 0 J P - GR
4 560490 560768

A R W- P 1 0 J P - P K
4 560490 560775

アプリ画面

取扱説明書

【パッケージサイズ】約 165×68×28mm / 約 70g

w w w .area-pow ers.jp

保証期間 ご購入日より 1 年間
This warranty valid only in Japan

本内容は営業用資料であり一般のお客様が閲覧できるページへそのまま掲載する事はお止めください。

スマートウォッチ

Smart Watch

株式会社エアリア

-P18-

営業用資料

Retail Edition

スマートウォッチの中でも小型サイズ。
体表温度計測など今話題の機能を搭載。高精細液晶を採用する事で表示
情報量が多くスマートウォッチを楽しみたい方にオススメ。交換用サー
ビスバンド同梱
メッセージ
着信通知
お知らせ

歩数

座りすぎ
通知

音楽再生

※2

睡眠管理

運動管理 コントロール 天気予報

アラーム

カメラ ※3
シャッター

※2:すべての音楽APPに対応するものではありません。※3:Da ﬁt APP内のカメラで動作する機能

Facetimeは通知しません。

対応アプリを通知（各通知・非表示設定可能）

体表温度計測機能
血中酸素計測機能

LINE / Facebook / Twitter / Instagram
Skype / Wechat /kakaoTalk/その他

※本製品は医療機器ではありません。計測は目安表示となります。

その他はスマートフォンで通知するものをその他として表示します。

●大きくてタッチしやすいサイズ

●生活防水
雨にぬれたり、
洗い物で水がかかるなど
のシーンでご利用頂ける
IP６７相当の防水効果発揮いたします。

本体を出来るだけ小さく
液晶画面は大きく。
時計画面デザインをスマートフォン
から設定・ダウンロードいただけます。

※サウナや温水シャワーなど体温以上の温度になるようなお湯や水蒸気が発生する
場所では熱や水蒸気により故障の要因となりますので使用しないでください。

●スマートフォンにAPPをインストール計測・記録
本製品はご利用のiPhoneやアンドロイドOS搭載
のスマートフォンにアプリをインストールする事で
ご利用頂けます。

『Da Fit』アプリダウンロード
アンドロイド用

i P ho ne 用

対応OS：iPhone (iOS9.0以上）、
スマートフォン
（Android OS4.4以上）

Edition特典

Black

ブルーカラー
バンド付属

ARW- P18 JP-BK

Edition特典

ブラックカラー
バンド付属

ARW- P18 JP- NV

4 560490 560782

4 560490 560799

交換バンド付でイメチェンできます。
画面サイズ
本体素材
スマートフォンとの接続
最大伝送距離
駆動電力
待機時間
防水規格
本体サイズ・質量
付属品

1.6インチ 240×280ピクセル
アルミニウム合金 [ベルト：シリコン]
Bluetooth 5.0
見通し距離 最大10メートル
充電式（170mAhリチウムイオン）
最大7日間
IP67相当（自社計測）
約40×34×11mm / 約38ｇ
充電ケーブル(USB接続）

www.area-powers.jp

Navy

Edition特典

ブラックカラー
バンド付属

PinkBeige

ARW- P18 JP- PK
4 560490 560805

アプリ画面
取扱説明書

【パッケージサイズ】約 165×68×28mm / 約 85g
保証期間 ご購入日より 1 年間
This warranty valid only in Japan

本内容は営業用資料であり一般のお客様が閲覧できるページへそのまま掲載する事はお止めください。

