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ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、 
正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要の際にご覧ください。

操作説明に使用されている時計（または専用アプリ）の写真、イラストはお買い上げ
いただいた時計と異なる場合があります。

このたびは、フレデリック・コンスタントの時計を 
お買い上げいただきましてありがとうございます。
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商品の特徴/
各部の名称

スマートフォンを 
ペアリング（登録）する

「オロロジカル 
スマートウォッチ
を持っています」
をタップする

2  専用アプリ「MMT-365」をApp 
Store、もしくはGoogle Play 
からインストールし、起動する
起動したときに各種設定の「許可」を
求められる場合があります。

「許可」をしなかった場合、時計の一部
機能が使えない場合があります。

時計とスマートフォンを接続するには
ペアリング(登録)する必要があります。

• 活動(睡眠)量計
時計に内蔵されたセンサーがお客様の活動(睡眠)状況を感知し、
時計内に記録します。そして、記録した活動(睡眠)状況は時計、また
は専用アプリで表示させることができます。

時針 分針

活動(睡眠)量の
達成率(%)

日付/モード

リューズボタン

MMT-365

機能針(短)
日付またはモード
を指針

•  リューズボタンは引くことができません。時刻合わせはスマートフォンと同期させて行います。
• お買い上げいただいた時計は、写真、イラストと異なる場合があります。

商品の特徴

各部の名称

1

機能針(長)
活動(睡眠)量の

達成率(%)を指針

App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。
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スマートフォンを 
ペアリング（登録）する

時計が見つかったら、 
時計のリューズボタンを押す

4  接続が成功したら
「次へ」をタップ
する

5 リューズボタンを押し、「スタート」をタップする
タップすると、時計を探し始めます。

3
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初期設定をする

アカウントを作成
する（任意）
MMT-365のクラウド
上にデータのバック
アップが取ることが 
できます。

情報を入力し、
「次へ」をタップ
する

活動の目標を設
定し、「次へ」を
タップする

睡眠の目標を設定 
し、「完了」をタップ
する

利用規約を確認し、「私はこれを
認め、同意します」を選択し、「次
へ」をタップする
ご利用の端末によってはその他設定の

「許可」を求められる場合があります。
「許可」をしなかった場合、時計の一部
機能が使えない場合があります。

1 2 3 4 5 
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時計とスマートフォンを同期する/
「時刻」を合わせる 専用アプリ画面の見方

アプリを起動する1 時計のリューズボタンを押す
右上の時計のマークが青色に変わり
同期が完了すると、時計がスマート
フォンの表示している時刻と合い
ます。
時計マークの見方
(10ページ)

2 

各項目の達成率のグラフ 時計の接続状況
右上の時計のマークを確認することで時計とスマ 
ートフォンの接続状況を確認することができます。

各項目の達成率（%） メニュー

トップ画面へ戻る

カレンダー
活動量の記録をカレンダーで表示します。

私の腕時計
通知の設定などを行うことができます。

時計とアプリが同期した状態で
Bluetoothがオフの状態

時計とアプリが非同期の状態

時計とアプリが同期した状態 
（アクティビティモード）

時計とアプリが同期中

時計とアプリが非同期の状態で
Bluetoothがオフの状態
時計とアプリが同期した状態 

（ストップウォッチモード）
時計とアプリが同期した状態 

（スリープモード）
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専用アプリ画面の見方

設定した目標に対する達成率を表示します。各項目をタップすることで
詳細を確認することができます。

各項目の達成率（%）

目標を達成したポイント

スマートスリープアラームの表示

指定した時間までの合計歩数も確認できる 眠りの種類ごとに表示

ストップウォッチ使用中の詳細を確認できる

長押しして眠りの種類を確認できる

グラフを確認できます。 各種設定の項目
を確認すること
ができます。

通知の設定や時計の
アップデート、時計の
表示を設定すること
ができます。

アクティビティ ダイナミック
コーチング

メニュー

私の腕時計スリープ
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時計で表示させる情報を設定する

アプリを起動する1 「表示の設定」を
タップする

4リューズボタンを
押して時計を同期
する

2 表示の設定をした
いリューズボタン
を押す回数をタッ
プする

5「私の腕時計」を
タップする

3 表示させたい情報
をタップし、確定
させる

6 

リューズボタンを押す回数によって時計に表示させる
情報を、専用アプリで設定することができます。

• リューズボタンを押す回数によって、設定できる情報が異なります。
•  「セカンドタイムゾーンを設定」をタップして、ワールドタイマーを設定できます。（19ページ）
• 「表示時間」をタップして、次の2項目の表示時間を設定することができます。
「ワールドタイマー」「温度」
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「アクティビティ/スリープ」を 
使用する

活動量計を使用するときはアクティビティモードに、
睡眠量計を使用するときはスリープモードにします。

（A） 時計の操作で切り替える
モードを切り替える

（B） 専用アプリの操作で切り替える

アクティビティモードの時 スリープモードの時

「メニュー」を 
タップする

1 「スリープモード
開始」をタップする

2リューズボタンを3秒以上押す
アクティビティーモードの時は機能針（短）が日付を指し、
機能針（長）が活動量の達成率を指します。
スリープモードの時は機能針（短）がスリープモードのマークを指し、
機能針（長）が睡眠量の達成率を指します。

1
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「スリープモード 
開始」をタップする
モードがスリープモー
ドに切り替わります。

3 「スリープモード 
終了」をタップする
モードがアクティビティ
モードに切り替わります。

4

• 「メニュー」内の「スリープモードに変換」で、睡眠量計の計測方法を変更することができます。
• 「メニュー」内の「一般」で「スリープモードの自動ストップ」の設定ができます。

「温度」を使用する/
「ストップウォッチ」を使用する

「アクティビティ/スリープ」を 
使用する

「温度」を使用する

• 時計で温度を表示させる（13ページ）

時針と分針によって、温度を表示することができます。

温度の読み方
時針と分針が、温度と一致した「分」を指します。

(例) 28度のとき、時針と分針が「28分位置」を指します。

リューズボタンを押すごとに「スタート」⇒「ストップ」⇒「リセット」の動作になります。

ストップウォッチを使用した時間がアクティビティに記録されます。（11ページ）

ストップウォッチの使い方

ストップウォッチ使用中の活動量

• 一度ストップをすると、次の動作は必ず「リセット」となります。
• 時計で「ストップウォッチ」を表示させる（13ページ）
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好きな地域の時差を設定し、表示することができます。

「ワールドタイマー」を使用する

「メニュー」を 
タップする

1 「ワールドタイマー」 
をタップする

現在設定されている
地域をタップする

設定したい地域を
検索し、タップする

2 3 4

• 時計でワールドタイマーを表示させる（13ページ）
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時計をアップデートする

スマートフォン経由で時計をアップデートすることができます。

「私の腕時計」を
タップする
アップデートが可能な
ときは赤いマークで 
お知らせします。

1 「アップデート」
をタップする

2

• アップデートをすることで、最新の専用アプリに対応します。
•  専用アプリがアップデートされた場合でも、時計をアップデートする

必要がある場合と、アップデートする必要がない場合があります。

時計とスマート
フォンを近付けて
からリューズ 
ボタンを押す

3 「ソフトウェア 
アップデート開始」
をタップする

4

•  ご使用されているスマートフォンによっては、スマートフォン内の
ペアリング(登録)情報を削除する必要があります。
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完了するまで時計
とスマートフォンを 
そのままにします。

5 「完了」をタップ
する

6

時計とスマートフォンを同期をしても、時計が表示している時刻と 
スマートフォンが表示している時刻が合わないときは、針を合わせます。

針を合わせる

合わせたい針を
タップする

3「針を合わせる」を
タップする

2「私の腕時計」を
タップする

1

時計をアップデートする
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針を進めたいとき
は左の矢印を、針
を戻したいときは
右の矢印をタップ
する

4 「調整を保存」を
タップする

5

困ったときは

時計とスマートフォンを同期します
この時計は、スマートフォンの表示時刻に合わせて時刻を表示します。
同期ができない場合は専用アプリを再起動させ、同期をします。
針を合わせる

「私の腕時計」内の「針を合わせる」で針の位置を合わせます。（24ページ）

時計とスマートフォンを同期します
同期ができない場合は専用アプリを再起動させ、同期をします。

時計が正しい時刻を表示しない

時計の設定が変更されない

針を合わせる

時計操作の頻度やスマートフォンとの接続頻度が多いと、電力消費が増えるため、目安の
電池寿命よりも短くなる場合があります。
目安の電池寿命　 285シリーズ ： 約2年

電池がすぐ切れる


