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はじめよう

Apple Watch の概要
デジタルクラウン／ホームボタン

押すと、文字盤またはホーム画
面が表示されます。ダブルクリ
ックすると、最後に使用した
Appに戻ります。長押しする

と、Siriが起動します。回すと、
拡大／縮小、スクロール、
調整ができます。

サイドボタン

押すと、友達の表示／非表示
ディスプレイ

強く押すと、文字盤の変
更や、Appでのオプショ
ンの表示ができます。

が切り替わります。ダブルク

リックすると、Apple Payが起
動します。長押しすると、電
源がオン／オフになります。

スピーカー
心拍数センサー
マイク

バンド・リリース・ボタン

押すと、バンドを横にスライドして外せます。

5

Apple Watch とその App を使うために必要なジェスチャは以下の通りです。Apple Watch の画面は、タップや
スワイプなどの指で触れるジェスチャーに反応するだけでなく、感圧タッチテクノロジーによって、指の圧力にも反
応する設計になっています。

上下左右にスワイプ。

ドラッグ。

タップ。

単にタップするのではなく、
画面を強く押す。

設定して iPhone とペアリングする
設定アシスタントに従って、いくつかの簡単な手順を実行すれば、Apple Watch をお使いの

iPhone とペアリン

グして、自分専用に設定できます。

Apple Watch や iPhone の画面が見えにくい場合は、VoiceOver やズーム機能が便利です。
76 ページの VoiceOver を使って Apple Watch を設定するまたは 78 ページのズーム機能を参照してください。

設定するときに

設定してペアリングする： iPhone を iOS ソフトウェアバージョン 8.2 以降にアップデートします（「設定」＞
「一般」＞「ソフトウェア・アップデート」と選択します）。最新バージョンには、「Apple Watch」コンパニオン

App が含まれています。その後、iPhone で「Apple Watch」 App を開きます。

Apple Watch

·

警告：負傷を避けるため、Apple Watch をお使いになる前に、80 ページの安全性に関する重要な情報をお読
みください。
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Apple Watch を手首に装着してから、Apple ロゴが表示されるまでサイドボタンを長押しします。求められたら、
iPhone を持ち、iPhone 画面上のカメラのファインダーに Apple Watch が収まるようにします。iPhone および
Apple Watch に表示される指示に従って、設定を完了します。設定時には、言語、時計の向き、およびパスコー
ドを選択します。これらの設定を後で変更する方法については、12 ページの言語と向きを変更するおよび 8 ページ
の電源を入れる／スリープを解除する／ロックを解除するを参照してください。

iPhone とペアリングする前に、Apple Watch を充電することをお勧めします。充電方法については、13 ページ
の Apple Watch を充電するを参照してください。
ウォッチバンドを交換する／清掃する： 各機能が最適に動作するように、Apple Watch は快適さが保たれる程度
に手首に密着させて装着してください。適宜、バンドを調節してください。Apple Watch のバンドの取り外しと交
換の方法、または清掃のヘルプについては、それぞれ 85 ページのバンドを取り外す／交換する／装着するまたは

85 ページのバンドの手入れに関する情報を参照してください。

ステータスアイコン
画面上部のステータスアイコンで、Apple Watch の情報を確認できます：
通知：未読の通知があります。
充電中：Apple Watch が充電中です。
ロック：Apple Watch がパスコードでロックされています。
おやすみモード：電話や通知によってサウンドが鳴ったり画面が点灯したりすることはありませんが、アラーム
は引き続き有効です。
機内モード：ワイヤレス通信はオフになっていますが、ワイヤレス通信を使用しない機能は引き続き利用でき
ます。

iPhone との接続が解除されている：ペアリングされた iPhone との接続が解除されています。
読み込み中：ワイヤレスアクティビティが実行されているか、アクティブなプロセスがあります。
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iPhone の「Apple Watch」 App
iPhone の「Apple Watch」App では、Apple Watch の設定やオプションをカスタマイズしたり、Apple Watch
の Apple Pay を設定したりできます。App Store にアクセスできるので、Apple Watch 用の App をダウンロー
ドしてインストールできます。App Store については、15 ページの App を使用する／整理するを参照してくだ
さい。
「Apple Watch」 App を開く：

iPhone で「Apple Watch」 App アイコンをタップしてから、「マイウォッチ」

をタップすると、Apple Watch の設定が開きます。

電源を入れる／スリープを解除する／ロックを解除する
Apple Watch の電源を入れる： Apple Watch の電源が切れている場合は、Apple ロゴが表示されるまでサイ
ドボタンを長押してから（はじめに、少しの間、黒い画面が表示される可能性があります）、文字盤が表示されるの
を待ちます。

Apple Watch の電源を切る： Apple Watch の電源を切ることもできます。サイドボタンを長押しして、スライダ
が表示されたら、スライダを右にドラッグします。

Apple Watch のスリープを解除する： 手首を上げるか、画面をタップします。手首を下げると、自動的にスリープ
状態になります。デジタルクラウンを押すことでも、Apple Watch のスリープを解除できます。装着していない場
合は、この方法が便利です。
手首を上げても Apple Watch のスリープが解除されない場合は、装着する腕とデジタルクラウンの向きについ
て正しい設定が選択されていることを確認してください。「設定」 App を開き（文字盤を表示している場合は、デ
をタップし）、「一般」＞「向き」と選択してから、「向き」が
ジタルクラウンを押してホーム画面に移動して
Apple Watch を装着している腕に設定されていることを確認します。また、充電が必要である可能性もあります。

13 ページの Apple Watch を充電するを参照してください。

文字盤で画面を押すと、
ホーム画面が表示され
ます。

タップすると、Appが
開きます。
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スリープ解除時に、文字盤または最後に使用していた画面を表示したい場合：スリープ解除時に文字盤を表示した
り、スリープする前に操作していた画面に戻ったりするように設定できます。デフォルトでは、スリープ解除時には
を選択し、「一般」＞「手
文字盤が表示されます。最後に使用していた App に戻るようにするには、「設定」
首を上げたとき」とタップして、
「手首を上げたとき」がオンになっていることを確認します。その後、下にスクロー
ルし、最後に使用していた

App を開くことを選択します。この設定は、iPhone の「Apple Watch」 App でも

行うことができます。「マイウォッチ」をタップし、「一般」＞「手首を上げたときの動作」と選択してから、「最後
の操作を再開」を選択します。
「手首を上げた
とき」をオンに
して、スリープ
解除時のデフォ
ルトの動作を設
定します。

iPhone でロックを解除する： iPhone に iPhone のパスコードを入力することで Apple Watch のロックを解除
するには、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「パスコード」をタップしてか
ら、
「iPhone でロックを解除」をタップします。または、Apple Watch で「設定」
「パスコード」をタップしてから、「iPhone でロックを解除」をオンにします。

を開き、下にスクロールし、

参考：Apple Watch のパスコードは、iPhone のパスコードと異なるものに設定できます。実際、セキュリティの
観点からは、異なるパスコードを設定した方が安全です。
パスコードを入力する： Apple Watch を手首から外したり、バンドをかなり緩めたりした場合は、次に使用すると
きにパスコードの入力を求められます。テンキーが表示されたら、パスコードを入力します。
を開き、下にスクロールし、「パスコード」をタップしてか
パスコードを変更する： Apple Watch で「設定」
ら、「パスコードを変更」をタップし、画面の指示に従います。4 桁のパスコードを入力し、確定します。または、

iPhone の「Apple Watch」 App で、「マイウォッチ」＞「パスコード」＞「パスコードを変更」とタップしてか
ら、「パスコードを変更」をタップし、画面の指示に従います。

パスコードをオ
フにできます。
パスコードを変
更できます。

長いパスコードを入力する： 4 桁より長いパスコードを使う場合は、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「マ
イウォッチ」をタップし、「パスコード」をタップしてから、「簡単なパスコード」をオフにします。簡単なパスコード
とは、4 桁の数字のことです。このオプションをオフになっているときは、Apple Watch で長いパスコードを設定
できます。
を開き、「パスコード」をタップしてから、「パスコードをオフ」をタップしま
パスコードをオフにする：「設定」
す。または、iPhone の「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「パスコード」をタップして
から、「パスコードをオフにする」をタップします。
参考：パスコードをオフにした場合は、Apple Watch で Apple

Pay を使用できません。

Apple Watch が自動的にロックされます。
iPhone の「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「一般」をタップしてから、「手首検出」

自動でロックする： 手首検出をオンにすると、装着していないときは

をタップします。「手首検出」をオンにした場合は、手首を上げたときに時刻も表示されます。「手首検出」をオフ
にした場合は、Apple
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手動でロックする：サイドボタンを長押しして、スライダが表示されたら、
「デバイスをロック」スライダを右にドラッ
グします。次に

Apple Watch を使用するときにパスコードの入力を求められます。

この画面では、Apple Watch を「省電力モード」にすることもできます。13 ページの Apple Watch を充電する
を参照してください。

Apple Watch のデータを消去する： 間違ったパスワードが 10 回入力された場合にデータを消去するように
Apple Watch を設定できます。これにより、Apple Watch を紛失したり盗難にあった場合に、Apple Watch 内
のコンテンツを保護することができます。iPhone の「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、
「パスコード」をタップしてから、「データを消去」をタップします。

iPhone から Apple Watch のペアリングを解除して、Apple Watch
の設定とパスコードを消去します。Apple Watch をリセットして、お使いの iPhone とペアリングし直すこともでき
ます。88 ページの Apple Watch の設定をリセットするを参照してください。
パスコードを忘れた場合： ペアリングされた

明るさ、テキストサイズ、サウンド、および振動を調整する
明るさを調整する：「設定」 App
を開いてから、下にスクロールし、
「明るさとテキストサイズ」をタップします。
明るさマークをタップしてからデジタルクラウンを回すか、明るさマークをタップして明るさを調整します。または、

iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「明るさとテキストサイズ」をタップして
から、「明るさ」スライダをドラッグします。

明るさマークを
タップします。
テキストサイズを調
整します。

文字を太くします。

文字を大きくする：「設定」
を開いてから、下にスクロールし、「明るさとテキストサイズ」をタップします。「テ
キストサイズ」をタップしてから、文字をタップするかデジタルクラウンを回して、テキストサイズを拡大／縮小しま
す。または、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「明るさとテキストサイズ」
をタップして、「テキストサイズ」スライダをドラッグします。
を開いてから、下にスクロールし、「明るさとテキストサイズ」をタップします。「文字
文字を太くする：「設定」
を太く」をオンにします。または、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップし、
「明る
さとテキストサイズ」をタップしてから、「文字を太くする」をオンにします。

Apple Watch またはペアリングされた iPhone で文字を太くした場合、変更が適用するには Apple Watch をリ
セットする必要があります。「続ける」をタップします。
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サウンドを調整する：「設定」
を開いてから、下にスクロールし、「サウンドと振動」をタップします。音量を調
節するには、「着信音と通知音のサウンド」の下にある音量ボタンをタップするか、スライダを 1 回タップして選択
してからデジタルクラウンを回します。または、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタッ
プし、「サウンドと振動」をタップしてから、「着信音と通知音のサウンド」スライダをドラッグします。

音量マークをタッ
プします。

タップすると、サ
ウンドが消音にな
ります。

Apple Watch を消音にする：「設定」

を開き、下にスクロールし、「サウンドと振動」をタップしてから、「消
音」をオンにします。または、文字盤で上にスワイプし、左右にスワイプして「設定」グランスに移動してから、
「消
音」ボタンをタップします。または、iPhone の「Apple Watch」 App で、「マイウォッチ」をタップし、「サウン
ドと振動」をタップしてから、「消音」をオンにすることもできます。

Apple Watchがコンパニ
オンのiPhoneに接続さ
れています。

「消音」がオンに
なります。

Apple Watch の画面に手のひらを 3 秒間置くことでも、新しい通知のサウンドをすばやく消音にできます。手首
がタップされ、消音がオンになったことが分かります。この操作をするには、まず iPhone の「Apple Watch」
「サウンドと振動」をタップしてか
App でこのオプションをオンにする必要があります。「マイウォッチ」をタップし、
ら、「カバーして消音」をオンにします。
振動の強さを調整する： 一部の通知および警告は

Apple Watch のタップで通知されますが、この振動の強さは調

を開いてから、下にスクロールし、「サウンドと振動」をタップします。振動の強さを調節
整できます。「設定」
するには、「着信と通知の振動」の下にある振動ボタンをタップするか、スライダを 1 回タップして選択してからデ
ジタルクラウンを回します。または、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「サ
ウンドと振動」をタップしてから、「着信と通知の振動」スライダをドラッグします。

振動マークをタッ
プします。

「おやすみモード」を使えば、Apple Watch を簡単に消音にできます。このモードにすると、電話の着信や通知（ア
ラームを除く）があっても、音が鳴ったり画面が点灯したりしません。
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おやすみモードをオンにする： 文字盤で上にスワイプし、左右にスワイプして「設定」グランスを表示してから、
「お
やすみモード」ボタン

をタップします。または、「設定」

を開き、「おやすみモード」をタップしてから、「お

やすみモード」をオンにします。おやすみモードがオンのときは、

が画面上部に表示されます。

タップすると、「おやすみモード」がオンになります。

Apple Watch と iPhone の両方を消音にするには、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」
をタップしてから、「おやすみモード」＞「iPhone を反映」をオンにします。これで、一方のデバイスで「おやす
みモード」の設定を変更したときに、常にもう一方のデバイスに同じ設定が反映されるようになります。

言語と向きを変更する
言語または書式を変更する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップしてから、
「一般」＞「言語と地域」と選択します。

タップすると、言

語を変更できます。

装着する腕を変える／デジタルクラウンの向きを変える： 装着する腕を変えたい場合や、デジタルクラウンの向きを
変えたい場合は、向きの設定を調整します。この設定を調整することで、手首を上げて Apple Watch のスリープ
を
を解除したり、デジタルクラウンを回したときに思い通りの方向に項目が動くようになります。「設定」 App
開いてから、
「一般」＞「向き」と選択します。iPhone の「Apple Watch」 App で設定を変更するには、
「マイ
ウォッチ」をタップしてから、「一般」＞「ウォッチの向き」と選択します。
向きのオプションは、Apple Watchまたは
「Apple Watch」Appで設定します。
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Apple Watch を充電する
Apple Watch を充電する： 通気性のよい場所で、同梱の Apple Watch 磁気充電ケーブルまたは Apple Watch
磁気充電ケースを平らな面におき、同梱の電源アダプタまたは iPhone ／ iPad で使用している電源アダプタに
差し込んでから、アダプタを電源コンセントに差し込みます。Apple Watch 磁気充電ケースを使用するときは、
ケースを開けた状態で充電してください。Apple Watch の背面を充電器に置きます。充電器内の磁石によっ
て、Apple Watch の位置が正しく調整されます。チャイム音が鳴り（Apple Watch を消音にしていない場合）、
充電中のマークが文字盤に表示されます。Apple Watch の電力が不足しているときは、マークが赤色になり、
Apple Watch の充電中は緑色 になります。

警告：安全性に関する重要な情報については、80 ページの安全性に関する重要な情報を参照してください。
バッテリーの残量を確認する： Apple Watch で、文字盤で上にスワイプしてから、左右にスワイプして「バッテ
リー」グランスに移動します。
また、
「モジュラー」、
「カラー」、
「ユーティリティ」、
「シンプル」、
「クロノグラフ」、および「ミッキーマウス」など、
多くの文字盤にバッテリーインジケータを追加できます。文字盤を表示しているときに画面を強く押し、
「カスタマイ
ズ」をタップしてから、個々の機能の場所を選択できる画面になるまで左にスワイプします。場所をタップし、デジ
タルクラウンを回して「バッテリー」を選択してから、デジタルクラウンを押して選択を終了します。

バッテリー残量
がパーセントで
表示されます。

「省電力モード」を使って、バッテリー残量の寿命を延ばす： Apple Watch を「省電力モード」にすれば、バッテ
リー残量が少ないときに電力を節約できます。時刻の管理と表示は継続されますが、
ほかの

App は使用できなくな

ります。文字盤で上にスワイプし、左右にスワイプして「バッテリー」グランスに移動して、
「省電力モード」をタッ
プしてから、「続ける」をタップします。または、サイドボタンを長押ししてスライダが表示されたら、スライダを右
にドラッグします。

参考：Apple Watch は、バッテリー残量のパーセントが約

10 ％未満になると、自動的に「省電力モード」にな

ります。
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通常の電力モードに戻る：サイドボタンを長押しして Apple Watch を再起動します。この操作をするには、バッテ
リーが十分に充電されている必要があります。
最後の充電からの経過時間を確認する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップして
から、「一般」＞「使用状況」と選択します。ここには、「使用時間」および「スタンバイ」の値が表示されます。
これらの値を合算した時間は、最後のフル充電後の経過時間と等しくなります。その下には、「省電力モード」の
値が表示されます。

バッテリーの使用時間
が表示されます。

このユーザガイドを表示する
「Apple Watch ユーザガイド」は、iPhone の「Apple Watch」 App、
「Safari」、または「iBooks」で表示で
きます。PDF のユーザガイドを開いてプリントすることもできます。
ユーザガイドを「Apple Watch」 App から表示する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッ
チ」をタップし、
「一般」＞「情報」と選択してから、下にスクロールし、
「Apple Watch ユーザガイドを表示」を
タップします。
ユーザガイドを「Safari」で表示する： help.apple.com/watch を参照してください。
• ユーザガイドのアイコンを

プします。

iPhone のホーム画面に追加する：

をタップしてから、
「ホーム画面に追加」をタッ

• ほかの言語でユーザガイドを表示する：ホームページの下部にある「言語を変更」をタップします。

ユーザガイドを「iBooks」で表示する：「iBooks」を開いてから、iBooks

Store で「Apple Watch ユーザガイ

ド」を検索します。
ユーザガイドの PDF を表示する： support.apple.com/ja_JP/manuals/watch にアクセスし、最新の
「Apple Watch ユーザガイド」を見つけ、PDF をクリックします。（ここには、iBooks バージョンや Web バー
ジョンのユーザガイドもあります。）
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2

基本

App を使用する／整理する
Apple Watch には、コミュニケーション、情報、時間管理に関するさまざまなタスクを実行するための App が搭
載されています。これらの App は 1 つのホーム画面にまとめられており、配置を自由に並べ替えることができます。
App を開く： 文字盤でデジタルクラウンを押してホーム画面に移動してから、App アイコンをタップします。また
は、デジタルクラウンを回すと、ホーム画面の中央にある App が開きます。
最後に使用した App に戻る：デジタルクラウンをダブルクリックします。
文字盤に戻る： ホーム画面の時計アイコン
ます。

をタップすると、文字盤に戻ります。またはデジタルクラウンを押し

App を並べ替える： Apple Watch で、デジタルクラウンを押してホーム画面に移動します。App をタッチしたま
ま押さえ、App が波打ち始めると共にすべて同じサイズになったら、移動したい App を新しい位置までドラッグし
ます。完了したらデジタルクラウンを押します。

Appをタッチして押

さえたままにして、
新しい位置にドラッ
グします。

または、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップしてから、「App のレイアウト」を
タップします。App アイコンをタッチして押さえたままにし、新しい位置にドラッグします。「リセット」をタップする
と、元のレイアウトが復元されます。

タッチしてドラッ
グすると、Appを
移動できます。
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「App Store」
App Store で App を探してインストールする： iPhone で「Apple Watch」 App を開いてから、
App を探します。iPhone で App を購入、ダウンロード、およびインストール
します。Apple Watch に、App のインストールを求めるメッセージが表示されます。「はい」をタップします。
をタップして Apple Watch 用の

Apple Watchの詳細情報
が表示されます。

Apple Watchの設定が
開きます。

おすすめの
Apple Watch用Appが
App Storeで表示され
ます。

インストールされている App の設定を調整する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」を
タップし、下にスクロールして App を表示します。App 名をタップすると、その設定を変更できます。

App が使用しているストレージを確認する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップ
App が使用しているストレージと、Apple Watch の利用可

してから、「一般」＞「使用状況」と選択します。各
能なストレージの残量が表示されます。

Apple Watch で、インストールされている App を非表示にする：ホーム画面で、枠線に「×」が表示されるま
App が Apple Watch から削
除されます。この App は、ペアリングされた iPhone で削除しない限り、iPhone にはインストールされたままに
なります。インストールされている App について、Apple Watch での表示／非表示を切り替えるには、iPhone
で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップし、下にスクロールしてインストール済みの App を表
示し、App 名をタップしてから、
「App を Apple Watch で表示」をタップします。Apple Watch に付属の App
は非表示にできません。グランスの表示／非表示については、29 ページのグランスを確認するを参照してください。
で、App アイコンをタッチして押さえたままにします。「×」をタップすると、その

App アイコン
以下に

Apple Watch に付属の App のアイコンを示します。各 App の詳しい情報は、リンクをクリックしてくだ

さい。

App とアイコン

詳しい情報

アクティビティ

52 ページの日々のアクティビティを追跡するを参照してください。

アラーム

33 ページのアラームを設定するを参照してください。

カレンダー

49 ページのカレンダーを確認する／アップデートするを参照してください。

カメラ

69 ページのリモートのファインダーおよびシャッターを使うを参照してください。

メール

44 ページのメールを読むを参照してください。

マップ

60 ページの地図を操作するを参照してください。

メッセージ

38 ページのメッセージを読む／メッセージに返信するを参照してください。

ミュージック

64 ページの Apple Watch で音楽を再生するを参照してください。

Passbook

57 ページの Apple Pay を使って買い物をするおよび 59 ページの Passbook を使うを
参照してください。

電話

47 ページの電話に出るを参照してください。

写真

67 ページの Apple Watch で写真を表示するを参照してください。

Remote

65 ページの Apple TV を制御するを参照してください。
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App とアイコン

詳しい情報

設定

関連の設定については、このガイド全体を通して説明しています。このアイコンが目印
です。

株価

71 ページの株価を追跡するを参照してください。

ストップウォッチ

35 ページのストップウォッチで時間を計るを参照してください。

タイマー

34 ページのタイマーを使うを参照してください。

天気

73 ページの天気を確認するを参照してください。

ワークアウト

54 ページのワークアウトを監視するを参照してください。

世界時計

31 ページのほかの場所の時刻を確認するを参照してください。

友達に連絡する
Apple Watch のサイドボタンを使うと、特に頻繁に連絡する人にすばやくアクセスできます。サイドボタンを押し、
Digital Touch の使用のいずれかを選択します。そ
の前に、まず友達を Apple Watch に追加しましょう。

友達を選択してから、電話の発信、メッセージの送信、または

iPhone で Apple Watch に友達を追加する： Apple Watch には、iPhone のよく使う連絡先が 12 人まで自動
的に追加されます。Apple Watch に表示される友達のリストを変更するには、
「Apple Watch」App を開き、
「マ
イウォッチ」をタップしてから、「友達」をタップします。「友達」リストで、「友達を追加」をタップしてから、表示
される連絡先リスト内の友達をタップします。リスト内に友達がいない場合は、iPhone で「連絡先」 App を開い
て友達を追加してから、操作をやり直します。

タップすると、
「連絡先」から
友達を追加でき
ます。

Apple Watch で友達を表示する：サイドボタンを押すと、最大 12 人の友達が表示されます。デジタルクラウンを
回すと、友達が順に強調表示されます。友達の写真またはイニシャルをタップしてから、通信手段を選択します。

友達をタップ
します。
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Hando∂ を使って Apple Watch と iPhone をスムーズに切り替える
Apple Watch および iPhone の Handoff 機能を使うと、デバイス間をスムーズに移動して、注意をそらすこと
Apple Watch でも簡単に確認できますが、返信するには iPhone
に切り替えてオンスクリーンキーボードで入力します。単に iPhone のスリープを解除するだけで、ロック画面の左
下隅に、Apple Watch で使用中の App（たとえば「メール」）に対応したアイコンが表示されます。アイコンを
上にスワイプして iPhone に同じメールを開き、返信を書き終えます。
なく作業を継続できます。たとえば、メールは

Handoff は、メール、マップ、メッセージ、電話、リマインダー、カレンダー、および Siri で使用できます。Handoff
を使えるようにするには、Apple Watch が、お使いの iPhone の近くにある必要があります。
メッセージを開く

と、Apple Watch上
で読めます。

上にスワイプすると、iPhone
でメールを読めます。

Hando∂ のオン／オフを切り替える： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップして
から、「一般」＞「Handoff を有効にする」をオンにします。

iPhone を探す
iPhone の置き場所が分からなくなった場合の対処方法を説明します。iPhone が近くにあれば、Apple Watch
を使って iPhone を探すことができます。

iPhone を呼び出す： 文字盤で上にスワイプし、左右にスワイプして「設定」グランスに移動してから、「iPhone
呼出」ボタンをタップします。

iPhone が Apple Watch の通信圏外にある場合は、iCloud.com の「iPhone を探す」からでも iPhone を探
せます。

ペアリングされた iPhone なしで Apple Watch を使う
Apple Watch のほとんどの機能には iPhone が必要ですが、iPhone が通信圏内になくても Apple Watch だ
けで使用できる機能もあります。
•

Apple Watch 上の同期済みプレイリストの音楽を再生する

• 時計、アラーム、タイマー、およびストップウォッチを使う
• 「アクティビティ」

App でアクティビティを追跡する（スタンド、ムーブ、エクササイズ）

• ワークアウトを追跡する

第2章

基本

18

• 同期済みの写真アルバムの写真を表示する
•

Apple Pay を使って購入する（57 ページの Apple Pay を使って買い物をするを参照してください。）

Apple Watch は、Bluetooth® ワイヤレス技術を利用して、ペアリングされた iPhone に接続し、その接続した
iPhone を使うことで多くのワイヤレス機能を実行します。Apple Watch 上では新しい Wi-Fi ネットワークを構成
することはできませんが、ペアリングされた iPhone で設定した Wi-Fi ネットワークには接続できます。
Apple Watch と iPhone が同じネットワーク上にあるときは、それらが Bluetooth で接続されていなくても、以
下の操作も iPhone なしで Apple Watch 上で実行できます：
•

iMessage を使ってメッセージを送受信する

•

Digital Touch メッセージを送受信する

•

Siri を使う

Apple Watch の Siri
Siri は、さまざまなタスクを実行することができるほか、多くの情報を Apple Watch 上に直接表示することができ
ます。

Siri に質問する： Apple Watch を上げるか、画面をタップします。スリープが解除されたら、「Hey Siri」と話し
かけ、続けてリクエストを伝えます。または、デジタルクラウンを長押しして、画面下部に聞き取り中インジケータ
が表示されたら、リクエストを伝え、デジタルクラウンを離します。Siri からの質問に答えたり、そのまま会話を続
けたりするには、デジタルクラウンを長押ししてから話します。または、単に「Hey

Siri」と話しかけてからリクエ

ストを伝えます。
長押しすると、Siriが起動します。

Siri にお願いできることの具体例については、このユーザガイドの各所で、以下の形で説明しています：

「どんなことができますか？」

第2章

基本

19

飛行機を利用する場合
一部の航空会社では、Apple Watch を「機内モード」にして航空機システムとの干渉が起こらない状態にしてお
けば、フライト中も Apple Watch（および

iPhone）の電源を入れたままにすることが許可されている場合があり

ます。

「機内モードをオンにする。」
機内モードをオンにする： 文字盤で上にスワイプし、左右にスワイプして「設定」グランスに移動してから、「機内
モード」ボタン

をタップします。画面上部の「接続中」ステータスが、「接続されていません」に変わります。

または、「設定」 App
を開いてから、「機内モード」をタップします。「機内モード」がオンのときは、
面上部に表示されます。

が画

Apple Watch と iPhone の両方を「機内モード」にするには、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マ
イウォッチ」をタップしてから、「機内モード」＞「iPhone を反映」をオンにします。これで、一方のデバイスを
「機内モード」に切り替えたときに、常にもう一方のデバイスも「機内モード」に切り替わるようになります。「機
内モード」をオフにするには、それぞれのデバイスで個別に実行する必要があります。
参考：Wi-Fi および
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3

文字盤

文字盤をカスタマイズする
Apple Watch の文字盤は、好みの見た目にしたり、必要な機能を使ったりできるようにカスタマイズできます。多
彩な文字盤のデザインの中から選択し、カラーや機能などの詳細を調整してコレクションに追加すれば、その時々の
時間管理ツールの必要性に合わせて、文字盤を切り替えることができます。また、気分転換をしたくなったときも、
いつでも文字盤を変更できます。
文字盤を変更する： 文字盤を表示しているときに画面を強く押してから、スワイプしてコレクション内の文字盤をブ
ラウズします。使いたい文字盤を見つけたら、その文字盤をタップします。

スワイプすると、ほかの
文字盤が表示されます。
タップすると、文字盤に
機能を追加できます。

特殊な機能（コンプリケーションとも呼ばれます）を文字盤に追加すれば、株価や天気予報などの情報をすばやく
チェックできます。
文字盤に機能を追加する： 文字盤を表示しているときに画面を強く押してから、
「カスタマイズ」をタップします。ス
ワイプして機能を選択してから、デジタルクラウンを回して調整します。一部の文字盤では、機能をタップして選択
する必要があります。完了したら、デジタルクラウンを押して変更を保存します。文字盤をタップすると、その文字
盤に切り替わります。各文字盤について詳しくは、23 ページの文字盤と機能を参照してください。

画面を押し、「カスタマ
イズ」をタップします。

デジタルクラウンを回して
機能を調整します。

21

文字盤をコレクションに追加する：カスタムの文字盤を集めた独自のコレクションを作成しましょう。同じデザインを
ベースにした、複数のバージョンの文字盤も追加できます。現在の文字盤を表示しているときに画面を強く押し、ス
ワイプして一番右まで移動してから、
「新規」ボタン（＋）をタップします。上または下にスワイプしてデザインをブ
ラウズしてから、追加したいデザインをタップします。追加した後に、そのデザインをカスタマイズできます。

タップし、上下にス
ワイプして文字盤を
ブラウズしてから、
文字盤をタップして
追加します。

コレクションから文字盤を削除する： 不要になった文字盤は削除できます。現在の文字盤を表示しているときに画面
を強く押し、スワイプして不要な文字盤を表示してから、その文字盤で上にスワイプして「削除」をタップします。
文字盤は後でいつでも追加できます。

上にスワイプすると、文
字盤が削除されます。

時計の時間を進める： 時計の時間を進めたい場合は、「設定」 App
を開き、「時間」をタップし、「＋ 0 分」
をタップしてから、デジタルクラウンを回して時計の時間を進めます。最大 59 分まで進められます。この設定では、
文字盤に表示される時間のみが変更され、アラーム、通知の時間、およびその他の時間（「世界時計」など）には
影響しません。

回すと、時間が進
みます。
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文字盤と機能
Apple Watch には多彩な文字盤が用意されており、どの文字盤についても好みに合わせてカスタマイズできます。
Apple Watch に表示される

ソフトウェア・アップデートは頻繁に確認してください。以下の文字盤は、お使いの
ものと異なる場合があります。
アストロノミー

「アストロノミー」の文字盤には、太陽系や、惑星、太陽、月の正確な位置が表示されるほか、曜日、日付、現在
の時刻が表示されます。

地球、月、または太陽系を
表示中にデジタルクラウン
を回すと、時間を戻したり
進めたりできます。

タップすると、太陽系内の
各惑星の現在地が表示され
ます。

月をタップすると、現在の位相が表示されます。

クロノグラフ
この文字盤では、クラシックなアナログストップウォッチのように、精密な時刻を知ることができます。また、文字盤
から直接操作できるストップウォッチが含まれています。

• 調整できる基本要素：ダイヤルの詳細、文字盤のカラー
• 文字盤に追加できる機能：日付、カレンダー、月の位相、日の出／日の入、天気、株価、アクティビティの概

要、アラーム、タイマー、バッテリー残量、世界時計
カラー
この文字盤では、時刻を表示できるほか、追加した機能に好みのブライトカラーを設定することができます。

• 調整できる基本要素：ダイヤルのカラー
• 文字盤に追加できる機能：日付、月の位相、日の出／日の入、天気、アクティビティの概要、アラーム、タイ

マー、ストップウォッチ、バッテリー残量、世界時計、モノグラム（中心の少し上に、「連絡先」の情報に基づい
たイニシャルが表示されます）

第3章
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ミッキーマウス
ミッキーマウスがコミカルに時刻を表示してくれます。秒を刻む足にも注目です。

• 文字盤に追加できる機能：日付、カレンダー、月の位相、日の出／日の入、天気、アクティビティの概要、ア

ラーム、タイマー、ストップウォッチ、バッテリー残量、世界時計（以上のすべての機能の詳細表示）、株価
モジュラー
「モジュラー」の文字盤は、グリッドを利用して自由にデザインすることができ、多くの機能を追加して、1 日の予定
を網羅的に把握できます。

• 調整できる基本要素：カラー
• 文字盤に追加できる機能：日付、カレンダー、月の位相、日の出／日の入、天気、株価、アクティビティの概

要、アラーム、タイマー、ストップウォッチ、バッテリー残量、世界時計、詳細表示（カレンダー、天気、株価、
アクティビティ、アラーム、タイマー、ストップウォッチ、世界時計）
モーション
「モーション」の文字盤には、蝶、花、クラゲなど、美しいテーマのアニメーションが表示されます。

• 調整できる基本要素：蝶、花、またはクラゲのアニメーション
• 文字盤に追加できる機能：日付（曜日あり／なし）

第3章
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シンプル
ミニマリスティックで上品な文字盤です。ダイヤルを細かく設定したり、隅に機能を追加したりできます。

• 調整できる基本要素：秒針のカラー、ダイヤルの詳細と数字
• 文字盤に追加できる機能：日付、カレンダー、月の位相、日の出／日の入、天気、アクティビティの概要、ア

ラーム、タイマー、ストップウォッチ、バッテリー残量、世界時計
ソーラー
「ソーラー」の文字盤には、現在地と現在の時刻に基づいた空の太陽の位置のほか、曜日、日付、および現在の
時刻が表示されます。

デジタルクラウンを
回すと、夜明け、正
午、日の入り、夕暮
れ、暗闇の順に太陽
が移り変わります。

ユーティリティ
実用性に優れた機能的な文字盤です。最大で 3 つの機能を追加できるので、必要な情報を一目で確認できます。

• 調整できる基本要素：秒針のカラー、ダイヤルの数字と詳細
• 文字盤に追加できる機能：日付、カレンダー、月の位相、日の出／日の入、天気、アクティビティの概要、ア

ラーム、タイマー、ストップウォッチ、バッテリー残量、世界時計（以上のすべての機能の詳細表示）、株価
特大

• 調整できる基本要素：カラー

第3章
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4

通知

Apple Watch の 通知
App からの通知により、情報を逃さず確認することができます。ミーティングへの出席依頼、メッセージ、エクサ
サイズのリマインダーにとどまらず、その他にもさまざまな通知を受け取ることができます。通知は届いた直後に

Apple Watch 上に表示されます。すぐに通知を確認しなかった場合でも、通知は保存されるので、後で確認でき
ます。

文字盤で下にスワイ

プすると、未読の通

知が表示されます。

警告：危険な状況を引き起こしかねない注意散漫を避けるための重要な情報については、80 ページの安全性に
関する重要な情報を参照してください。

届いた通知にすぐに応答する
届いた通知にすぐに応答する： 通知音が聞こえたり通知を感じたりしたら、Apple Watch を上げると通知が表示
されます。デジタルクラウンを回して通知の一番下までスクロールしてから、そこに表示されているボタンをタップし
ます。または、通知内の

App アイコンをタップして、対応する App を開きます。
タップすると、
完全なAppが開
きます。

通知を閉じる： 表示中の通知で下にスワイプするか、通知の一番下までスクロールして「閉じる」をタップします。
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通知項目を選択する： iPhone で、
「設定」＞「通知」と選択して、通知を表示する App やイベントを指定します。
その後、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」＞「通知」とタップし、目的の

App（「メッ

セージ」など）をタップしてから、「iPhone を反映」を選択します。または、iPhone とは異なる通知設定を選択
する場合は、代わりに「カスタム」を選択します。

Apple Watchに表示す

る通知を選択します。

通知を消音にする： Apple Watch で通知を消音にするには、文字盤で上にスワイプし、左右にスワイプして「設
定」グランスに移動してから、「消音モード」をタップします。通知が届いたときのタップは、引き続き作動します。
サウンドおよびタップを無効にするには、「おやすみモード」をタップします。
内容が表示されないようにする： 通知を確認するために手首を上げると、通知の概要が表示され、その数秒後に詳
細が表示されます。たとえば、メッセージが届いたときは、まず送信者が表示され、その後メッセージが表示されま
す。通知をタップするまで通知の全内容が表示されないようにするには、iPhone で「Apple Watch」 App を開
き、「マイウォッチ」をタップし、「通知」をタップしてから、「通知のプライバシー」をオンにします。

未読の通知に応答する
まだ応答していない通知を表示する： 通知が届いたときにすぐに応答しなかった場合は、その通知は通知センター
に保存されます。文字盤上部に赤い点が表示されているときは、未読の通知があります。下にスワイプすると、そ
の通知が表示されます。通知リストをスクロールするには、上または下にスワイプするか、デジタルクラウンを回し
ます。
下にスワイプすると、
未読の通知が表示され
ます。

リスト内の通知に応答する： 通知をタップします。

通知をタップすると、
応答できます。
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通知を消去する： 通知をタップして確認すると、その通知は自動的にリストから削除されます。通知を読まずに削除
するには、通知を左にスワイプしてから、「消去」をタップします。すべての通知を消去するには、画面を強く押し
てから、「すべてを消去」をタップします。

タップするとこの
通知が消去され、
画面を押すとすべ
ての通知が消去さ
れます。
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5

グランス

便利な情報をすばやく確認する
文字盤からは、グランスにすばやくアクセスできます。グランスには、特に頻繁に表示する情報がひと目で確認でき
るようにまとめられて表示されます。文字盤で上にスワイプしてグランスを表示してから、左または右にスワイプす
ると、その他のグランスが表示されます。

文字盤で上にスワイ

プすると、
グランス
が表示されます。

警告：危険な状況を引き起こしかねない注意散漫を避けるための重要な情報については、80 ページの安全性に
関する重要な情報を参照してください。

グランスを確認する

上にスワイプする
と、グランスが表
示されます。

左右にスワイプすると、すべてのグランスが表示されます。

グランスを確認する： 文字盤で上にスワイプして、最後に表示したグランスが表示されてから、左または右にスワイ
プすると、その他のグランスが表示されます。下にスワイプすると、文字盤に戻ります。
グランスだけでは不十分な場合： 関連する App を開くには、グランスをタップします。
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グランスを整理する
必要なグランスのみを表示する：グランスを選択するには、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッ
チ」をタップし、
「グランス」をタップしてから、グランスを削除または追加します。（「設定」グランスは削除できま
せん。）
グランスを使いやすい順に並べ替える： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、
「グランス」をタップしてから、ボタンをドラッグして並べ替えます。

ドラッグすると、
グランスの順序を
変更できます。

タップすると、グ
ランスが削除され
ます。
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タイムキーピング

6

Apple Watch のタイムキーピング機能では、世界各地のほかの都市の時刻を表示できるほか、アラームの設定、
タイマーの使用、およびストップウォッチの使用ができます。これらの要素を文字盤に追加すれば、必要なときにす
ばやく確認できます。詳しくは、21 ページの文字盤をカスタマイズするを参照してください。

ほかの場所の時刻を確認する
Apple Watch の「世界時計」 App

を使うと、世界中の都市の時刻を確認できます。App を開いてほかの場
所の時刻を確認するか、または文字盤に都市を追加すれば、時刻をすばやく確認できます。

「オークランドは今何時？」
ほかの都市の時刻を確認する：「世界時計」
を開いてから、デジタルクラウンを回すか画面をスワイプして、リ
ストをスクロールします。常に時刻を確認したい都市がある場合は、文字盤に世界時計を追加し、表示する都市を
選択します。

回すと、都市
がスクロール
します。

追加情報を表示する：日の出や日の入の時刻など、都市に関する詳細情報を表示するには、「世界時計」リストで
都市をタップします。確認が完了したら、左上の「＜」をタップするか右にスワイプすると、都市のリストに戻りま
す。ほかの機能と同様に、デジタルクラウンを押すと、文字盤に戻ることができます。
タップすると、都市の
リストに戻ります。

押すと、文字盤に
戻ります。
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「世界時計」に都市を追加する： Apple Watch の「世界時計」
には、iPhone で追加した都市が表示されま
す。iPhone で「時計」 App を開き、「世界時計」をタップしてから、追加ボタン（＋）をタップします。

都市名を入力するか、
リストをスクロールし
ます。

文字盤に世界時計を追加する： 一部の文字盤には、世界時計を追加できます。複数の世界時計を追加できる文字
盤もあります。画面を強く押してから、
「カスタマイズ」をタップします。文字盤の各機能を選択できる画面になるま
で左にスワイプし、世界時計を追加したい場所をタップしてから、デジタルクラウンを回して都市を選択します。完
了したら、デジタルクラウンを押します。世界時計を追加できる文字盤は、
「クロノグラフ」、
「カラー」、
「ミッキーマ
ウス」、「モジュラー」、「シンプル」、および「ユーティリティ」です。

回して目的の都市を表示し

てから、
デジタルクラウンを

押します。

文字盤に、選択した都市

の時刻が表示されます。

都市の略称を変更する： Apple Watch に表示する都市名の短縮形を変更したい場合は、iPhone で
「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップしてから、「時計」＞「都市名の短縮形」とタップしま
す。都市をタップし、その略称を変更します。
この短縮形は、「Apple Watch」
Appで変更します。
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アラームを設定する
「アラーム」 App
を使って、指定した時刻に Apple Watch からサウンドを再生したり、Apple Watch を振動
させたりできます。予定されているアラームを一目で確認したり、タップするだけで「アラーム」 App を開いたりで
きるように、文字盤にアラームを追加することもできます。

「午後6時に繰り返しのアラームを設定。」
アラームを追加する：「アラーム」
を開き、画面を強く押してから、「新規＋」をタップします。「時刻を変更」
をタップし、
「午前」または「午後」をタップし、時間または分をタップし、デジタルクラウンを回して調整してから、
「セット」をタップします。左上の「＜」をタップしてアラーム設定に戻ってから、必要に応じて、繰り返し、ラベ
ル、およびスヌーズを設定します。

アラームを追
加します。

アラームの時間
を設定します。

オプションを選
択します。

アラームを設定する／調整する：「アラーム」
を開き、
リスト内のアラームをタップして設定を変更します。アラー
ムの横をタップすると、アラームのオン／オフが切り替わります。

タップすると、ア
ラームを編集でき
ます。

「7時半のアラームをオフにする。」
予定されているアラームを文字盤に表示する： 文字盤を表示しているときに画面を強く押してから、
「カスタマイズ」
をタップします。文字盤の各機能を選択できる画面になるまで左にスワイプし、アラームを追加したい場所をタップ
してから、デジタルクラウンを回してアラームを選択します。完了したら、デジタルクラウンを押します。アラームを
追加できる文字盤は、「クロノグラフ」、「カラー」、「ミッキーマウス」、「モジュラー」、「シンプル」、および「ユー
ティリティ」です。

表示するアラーム機能
を選択します。
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うたた寝を防止する：アラームが鳴ったときに「スヌーズ」をタップすると、数分空けてから再度アラームが鳴り
ます。スヌーズ機能を使いたくない場合は、アラームのリストでアラームをタップしてから、「スヌーズ」をオフにし
ます。

タップすると、スヌーズ
が有効になります。

「スヌーズ」がオフに
なります。

アラームを削除する：「アラーム」
除」タップします。

を開き、リスト内のアラームをタップし、一番下までスクロールしてから、「削

このアラームが削
除されます。

タイマーを使う
Apple Watch の「タイマー」 App

は、時間に合わせて行動したい場合に役立ちます。タイマーは最長で 24

時間まで設定できます。

「20分のタイマーを設定。」
タイマーを設定する：「タイマー」
「開始」をタップします。

を開き、時間または分をタップし、デジタルクラウンを回して調整してから、

時間または分をタ
ップしてから、デ
ジタルクラウンを
回します。
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12 時間よりも長いタイマーを設定する：タイマーを調整しているときに画面を強く押してから、「24」をタップし
ます。

より長いタイマーを
設定できます。

文字盤にタイマーを追加する：タイマーを頻繁に使う場合は、文字盤にタイマーを追加します。文字盤を表示して
いるときに画面を強く押してから、
「カスタマイズ」をタップします。文字盤の各機能を選択できる画面になるまで左
にスワイプし、タイマーを追加したい場所をタップしてから、デジタルクラウンを回してタイマーを選択します。完了
したら、デジタルクラウンを押します。タイマーを追加できる文字盤は、「クロノグラフ」、「カラー」、「ミッキーマウ
ス」、「モジュラー」、「シンプル」、および「ユーティリティ」です。
スクロールすると、
さらにオプションが
表示されます。

表示するタイマーの機

文字盤にタイマーが表

能を選択します。

示されます。

ストップウォッチで時間を計る
正確かつ簡単に時間を計ることができます。Apple Watch では、出来事の一部始終の時間（最長で 11 時間

55

分）を計ることができるほか、ラップタイムやスプリットタイムを記録して、その結果をリストやグラフで表示したり、
文字盤にリアルタイムで表示したりできます。「クロノグラフ」の文字盤にはストップウォッチが内蔵されています。
それ以外にも、
「カラー」、
「ミッキーマウス」、
「モジュラー」、
「シンプル」、および「ユーティリティ」の文字盤にス
トップウォッチを追加できます。
を開くか、文字盤上のストップウォッチをタップします
ストップウォッチに切り替える：「ストップウォッチ」 App
（文字盤にストップウォッチを追加してある場合、または「クロノグラフ」の文字盤を使用している場合）。

デジタル

アナログ

「クロノグラフ」

ウォッチ

ウォッチ

ウォッチコント

ストップ

第6章
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開始／停止／リセット：「開始」ボタンをタップします。「ラップ」ボタンをタップすると、ラップまたはスプリットが記
録されます。「停止」ボタンをタップすると、最終的な時間が記録されます。文字盤に戻ったり、ほかの

App を開

いたりしている間も、計測は継続されます。使用が終わったら、
「リセット」ボタンまたは「ラップ」ボタンをタップ
してリセットします。

ラップタイムを記録
できます。

ストップウォッチを開始／停止します。

ストップウォッチの形式を選択する： 計測表示の形式は、計測前、計測後、または計測中に変更できます。ストップ
ウォッチを表示しているときに画面を強く押してから、
「アナログ」、
「デジタル」、
「グラフ」、または「混合」のいず
れかを選択します。

1 ダイヤル と 3 ダイヤル（ラップタイムあり）を切り替える： 1 ダイヤルのアナログストップウォッチ表示で上にスワ
イプすると、ラップタイムのスクロールリストの上に、分、秒、1/10 秒の独立したダイヤルが表示されます。

結果を確認する： 時間の計測に使用した表示形式のままで結果を確認できます。または、表示を変更して、ラップ
ライムや最短／最長ラップタイム（それぞれ緑と赤で表示されます）について、好みの表示形式で分析することもで
きます。表示にラップタイムのリストが含まれている場合は、デジタルクラウンを回すとスクロールできます。

最長ラップタイム

最短ラップタイム
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文字盤でタイムを監視する： 普段の文字盤を表示しているときに時間計測セッションを監視するには、文字盤にス
トップウォッチを追加します。現在の経過時間が文字盤に表示され、その時間をタップすると、「ストップウォッチ」

App

に切り替えてラップタイムを確認できます。

「ストップウォッチ」
Appが開きます。

ストップウォッチの使用を終了する：「ストップウォッチ」 App
を使用している場合は、デジタルクラウンを押し
ます。「クロノグラフ」の文字盤を使用している場合は、ストップウォッチコントロールは常に文字盤上に表示されて
います。「ラップ」ボタンをタップすると、ストップウォッチをリセットできます。

第6章

タイムキーピング

37

7

メッセージ

メッセージを読む／メッセージに返信する
受信したテキストメッセージを Apple Watch で直接読むことができます。音声入力するか用意した返信を選択す
れば、Apple Watch から返信することもできます。または

iPhone に切り替えて返信内容を入力します。

警告：危険な状況を引き起こしかねない注意散漫を避けるための重要な情報については、80 ページの安全性に
関する重要な情報を参照してください。
メッセージを読む：メッセージが届くと、通知のタップが作動するか、通知音が鳴ります。このときに

Apple Watch

を上げると、メッセージを読むことができます。スクロールするには、デジタルクラウンを回します。
「メッセージ」 App でチャットを開く： 通知内の「メッセージ」アイコン

をタップします。

メッセージ内の写真を表示する： 写真をタップすると写真が表示され、ダブルタップすると画面全体に表示され、ド
ラッグすると写真をパンできます。閲覧を終えたら、写真の端から左にスワイプするとチャットに戻れます。写真を保
存したい場合は、iPhone の「メッセージ」 App でメッセージを開き、そこで写真を保存します。
メッセージ内のオーディオクリップを聴く：クリップをタップすると再生されます。保存容量を節約するため、クリッ
プは再生から 2 分後に削除されます。保存したい場合は、クリップの下の「保存」をタップします。オーディオは

30 日間保存されますが、その期間を超えて iPhone に保存するように設定することもできます。その場合は、「設
定」＞「メッセージ」と選択し、
「オーディオメッセージ」までスクロールして「有効期限」をタップしてから、値を
タップします。
で、メッセージ内のビデオをタップすると、フルスクリー
メッセージ内のビデオを表示する：「メッセージ」 App
ンでビデオが再生されます。1 回タップすると、再生コントロールが表示されます。ダブルタップするとビデオが縮小
し、デジタルクラウンを回すと音量を調整できます。チャットに戻るには、スワイプするか「戻る」ボタンをタップし
ます。
長いメッセージの先頭にジャンプする：「メッセージ」

で、画面の上端をタップします。
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メッセージに返信する：メッセージが届いた直後の場合は、メッセージの通知をタップし、デジタルクラウンを回して
メッセージの一番下までスクロールしてから、「返信」をタップします。受信してから少し時間が空いた場合は、文
字盤で下にスワイプしてメッセージの通知を表示し、メッセージをタップしてから、一番下までスクロールして「返
信」ボタンをタップします。メッセージを開封済みにするには、
「了解」をタップするかメッセージをスワイプします。
デジタルクラウンを押すと、メッセージを開封済みにせずに通知を閉じることができます。

下にスクロールし、「返
信」をタップして返信し
ます。

通知方法を設定する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップしてから、
「メッセージ」
をタップします。「カスタム」をタップすると、メッセージを受信したときの通知方法のオプションを設定できます。

通知方法を設定し
ます。

メッセージを送信する／管理する
新しいメッセージを送信する：「メッセージ」
を開き、チャットリストを強く押してから、
「新規メッセージ」アイコ
ンをタップします。表示される最近のチャットリストで連絡先をタップするか、左下の「＋」をタップしてすべての連
絡先のリストから選択します。または、マイクボタンをタップすると、
「連絡先」の中から人を検索したり、電話番号
を音声入力したりできます。メッセージの作成方法はいくつかあります：
• プリセットの返信を使用する
• 新しいテキストを音声入力する
• オーディオクリップを録音する
• アニメーション付きの絵文字を送る
• 現在地を示す地図を送る（iPhone を携帯している場合）
•

iPhone に切り替えて、フルキーボードを使ってメッセージを入力する

プリセットの返信を送信する：メッセージの返信を作成するときは、
返信に使用できる便利なフレーズのリストが表示
されます。これらはタップするだけで送信できます。フレーズには、変更可能なデフォルトのフレーズが

6 つ含まれ

ています。独自のフレーズで置き換えるには、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタッ
プし、「メッセージ」＞「デフォルトの返信」と選択してから、デフォルトの返信をタップして内容を変更します。
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プリセットの返信が、使用したい言語のものでない場合は、iPhone の「メッセージ」で同じチャットを表示し、使
用したい言語のキーボードに切り替えると、プリセットの返信を変更できます。Apple Watch で元の返信をキャン
セルしてから、再度返信を選択すると、返信が新しい言語で表示されます。キーボードを変更したくない場合は、目
的の言語で音声入力してオーディオクリップを送信することもできます。

プリセットの返

信を送信します。

音声入力するか、代わりにアニ
メーションを送信します。

テキストを音声入力する：メッセージまたは返信の作成中に、マイクボタン をタップし、伝えたい内容を話してか
ら、「完了」をタップします。また、句読点なども音声入力することができます（たとえば、「届きましたか 疑問符」
のように話します）。メッセージを送信する形式は、テキストメッセージまたはオーディオクリップから選択できます。
いずれかのオプションをタップして選択します。オーディオクリップを選択した場合、受信者はテキストメッセージを
受け取って読む代わりに、ボイスメッセージを受け取って再生できます。
複数の言語を使用している場合に、チャットの言語とは異なる言語で音声入力したときでも、オーディオクリップとし
て送信することができます。音声入力の言語を変更するには、iPhone の「設定」＞「一般」＞「Siri」で Siri の
言語を変更してから、新しいチャットを開始します。

音声入力したテキストを常にオーディオクリップとして送信する： 音声入力したメッセージを常にオーディオク
リップとして送信したい場合は、毎回そのオプションを選択する必要はありません。その場合は、iPhone で
「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「メッセージ」＞「オーディオメッセージ」と選択し
てから、オプションを選択します。
アニメーション付きの絵文字を含める：メッセージの作成中または返信中に、絵文字ボタン
をタップすると、使
用可能なイメージをスワイプでブラウズできます。デジタルクラウンを回してスクロールし、
イメージを変更します
（た
とえば、笑顔をしょんぼりした顔にします）。顔の絵文字上で、目や口を左または右にドラッグすると、さらに表情
を変えることができます。ほかのタイプのイメージを表示するには、スワイプして次のページに移動します。最後の
ページには、従来の絵文字の一覧があります。ぴったりの絵文字を見つけたら、絵文字をタップしてメッセージに追
加してから、「送信」をタップします。

スクロールすると、
さらにバリエーショ
ンが表示されます。
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位置情報を共有する：自分の現在地を示す地図をほかの人に送るには、チャットの表示中に画面を強く押してから、
「位置情報を送信」をタップします。

位置情報をメッセージ
内で共有できます。

参考：ペアリングされた

iPhone で、「設定」＞「iCloud」＞「位置情報を共有」で「位置情報を共有」がオン

になっていることを確認します。
メッセージの送信時刻を表示する：「メッセージ」

のチャットリストでチャットを左にスワイプします。

メッセージの詳細を表示する： チャットを表示しているときに、画面を強く押してから「詳細」をタップすると、チャッ
トに参加しているほかの受信者の連絡先情報が表示されます。または、チャット上で左にスワイプしてから、
「詳細」
をタップします。
会話を削除する： チャット上で左にスワイプし、「ゴミ箱」をタップしてから、「ゴミ箱」をタップして確定します。
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Digital Touch

8

Digital Touch について
Digital Touch を使うと、Apple Watch を持っている友達ならだれにでも、スケッチ、タップ、さらにはハードビー
トを送ることができます。Apple Watch に友達を追加する方法については、17 ページの友達に連絡するを参照し
てください。
「Digital Touch」を開く：サイドボタンを押して友達を表示してから、友達をタップし、写真の下にある Digital

Touch ボタンをタップします。友達が Apple Watch を持っている場合にのみ、Digital Touch アイコンが表示さ
れます。
友達をタップします。

タップすると、Digital Touchを送信できます。

Digital Touch の練習をする：「Digital Touch」画面で

をタップすると、使いかたのヒントを表示したり、送

信する前に練習したりすることができます。
カラーを変更
できます。

ヒントの表示や、
Digital Touchの練
習ができます。
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Digital Touch を送信する
スケッチ、タップのパターン、またはハートビートを送信できます。以下のすべての図では、左は送信側のイメージ
を示し、右は受信側の通知のイメージを示しています。
ほかの人から受け取った

Digital Touch を再生するには、通知をタップします。

スケッチを送る： 画面上でスケッチします。

カラーを変更で
きます。

タップを送る： 画面をタップすると 1 回のタップが送信され、繰り返しタップするとタップパターンが送信されます。
タップパターンが再生されます。

ハートビートを共有する：自分のハートビートの感触が再現されると同時に画面にそのアニメーションが表示される
まで、画面上に

第8章
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9

メール

メールを読む
「メール」 App でメールを読む： Apple Watch で「メール」 App
を開き、デジタルクラウンを回してメッセー
ジリストをスクロールし、メッセージをタップします。iPhone でメッセージを読んだり、メッセージに返信したりする
場合は、iPhone のロック画面の左下隅にある「メール」アイコンを上にスワイプします。
メッセージを開く

と、Apple Watch上
で読めます。

上にスワイプすると、iPhone
でメールを読めます。

通知内でメールを読む：メール通知が表示されるように

Apple Watch を設定してある場合は、通知内で新しい

メッセージを読むことができます。通知が最初に表示されたときに通知をタップします。または、後で文字盤で下に
スワイプして、受信した通知を表示してから、メール通知をタップします。通知を消すには、上から下にスワイプす
るか、メッセージの末尾の「了解」をタップします。
メールの通知が届かない場合は、iPhone で「設定」＞「通知」と選択して、「メール」の通知がオンになってい
るかどうかを確認します。
参考：Apple Watch では、ほとんどのテキストスタイルおよびテキストフォーマットがサポートされます。引用テキ
ストはインデントされず、異なるカラーで表示されます。複雑な要素が含まれる HTML メッセージを受信した場合
は、テキスト形式でのメッセージの表示が試みられます。Apple Watch ではなく、iPhone でメッセージを読んで
みてください。

iPhone に切り替える：メッセージによっては、iPhone の方がすべてに目を通しやすい場合があります。その場合
は、iPhone のスリープを解除してから、ロック画面の左下隅にある「メール」アイコンを上にスワイプします。
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長いメールメッセージの一番上に戻る：デジタルクラウンを回してすばやくスクロールするか、単に画面上部をタッ
プします。

回すと、すばやく
スクロールできま
す。画面の一番上
をタップすると、
メッセージの先頭
に戻ります。

「電話」または「マップ」を開く：「電話」
を開くには住所をタップします。

を開くにはメールメッセージ内の電話番号をタップし、「マップ」

メールアドレスまたは件名行の全体を表示する：「宛先」フィールドまたは件名行の「•••」をタップします。

Apple Watch では、メールは個別のウインドウに開くため、詳細をすべて確認できます。
メールに返信する： 返信を作成するには、iPhone を使う必要があります。この場合は、iPhone のスリープを解
除してから、ロック画面の左下隅にある「メール」アイコンを上にスワイプします。

メールを管理する
メールメッセージにフラグを付ける： Apple Watch の「メール」
でメッセージを読んでいる場合は、画面を強
く押してから、
「フラグ」をタップします。メッセージリストを表示している場合は、メッセージ上で左にスワイプして
から、
「その他」をタップします。通知内でプレビューしているときにメッセージにフラグを付けることもできます。そ
の場合は、メッセージの下部にある「フラグ」ボタンまでスワイプして移動します。すでにフラグが付いているメッ
セージは、フラグを外すことができます。

参考：メッセージスレッドで左にスワイプしてからアクション（「フラグ」、「未開封にする」、または「削除」）を選択
した場合は、スレッド全体にアクションが適用されます。
フラグのスタイルを変更する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップしてから、
「メー
ル」＞「カスタム」＞「フラグのスタイル」と選択します。
メールを開封済みにする／未開封にする： Apple Watch の「メール」
でメッセージを読んでいる場合は、画
面を強く押してから、「未開封」または「開封済み」をタップします。メッセージリストを表示している場合は、メッ
セージ上で左にスワイプしてから、「その他」をタップします。
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メールを削除する： Apple Watch の「メール」
でメッセージを読んでいる場合は、画面を強く押してから、
「ゴ
ミ箱」をタップします。メッセージリストを表示している場合は、メッセージ上で左にスワイプしてから、
「ゴミ箱」を
タップします。通知内でメッセージを削除することもできます。その場合は、メッセージの一番下までスクロールして
から、「ゴミ箱」をタップします。
参考：お使いのアカウントが、
メッセージをアーカイブする設定になっている場合は、
「ゴミ箱」ボタンではなく「アー
カイブ」ボタンが表示されます。

Apple Watch 上に表示するメールボックスを選択する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッ
1 つだけです

チ」をタップしてから、「メール」＞「メールを含める」と選択します。指定できるメールボックスは
が、メールボックスを選択しない場合は、すべてのメールボックスからの内容が表示されます。

通知をカスタマイズする： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップしてから、「メー
ル」＞「通知を表示」をオンにします。各アカウントまたはグループをタップし、通知を表示するオプションをオン
にしてから、「サウンド」または「振動」を選択します。
メッセージリストが長すぎる場合：メールリストをよりコンパクトにする場合は、リスト内の各メールについて表示さ
れるプレビューテキストの行数を減らすことができます。iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッ
チ」をタップし、
「メール」＞「メッセージプレビュー」と選択してから、表示するメッセージの行数を、
「2 行」、
「1
行」、または「なし」から選択します。

アカウントやVIPの通知を
カスタマイズできます。

表示するメッセージの

行数を0、1、2から選択
できます。
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電話

電話に出る
警告：危険な状況を引き起こしかねない注意散漫を避けるための重要な情報については、80 ページの安全性に
関する重要な情報を参照してください。
電話に出る： 着信通知を感じたときに手首を上げると、Apple Watch のスリープが解除され、発信者が表示され
ます。Apple Watch の「応答」ボタンをタップすると、Apple Watch のマイクとスピーカーを使って通話ができ
ます。iPhone を使って電話に出たり、電話に出ずにテキストメッセージを送信したりするには、デジタルクラウン
を回して下にスクロールしてから、オプションを選択します。
電話に出ます。
回してスクロールする
と、さらにオプション
が表示されます。

電話を留守番電
話に送ります。

発信者にメッセージ
を送信します。

通話を保留に
します。

通話を保留にする：「iPhone で応答」をタップすると、ペアリングされた

iPhone で引き継ぐまで、通話が保留

になります。発信者には、保留を終了するまで保留音が繰り返し再生されます。iPhone が見つからない場合は、

Apple Watch で「iPhone 呼出」ボタンをタップして探します。
Apple Watch から iPhone に通話を切り替える： Apple Watch で通話しているときに、iPhone のロック画面
の左下隅に表示されている「電話」アイコンをスワイプします。または、iPhone のロックが解除されている場合
は、画面の一番上にある緑色のバーをタップします。
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通話の音量を調整する： Apple Watch での通話中にスピーカーの音量を調整するには、通話中にデジタルクラウ
ンを回すか、画面の音量マークをタップします。「消音」ボタンをタップすると、自分の側の音声が相手に聞こえな
くなります（電話会議を聞いている立場の場合など）。

音量を調整し
ます。

通話を消音に
します。

Apple Watch の画面を手のひらで 3 秒間押し続けることでも、着信をすばやく消音にできます。その場合は、ま
ず iPhone の「Apple Watch」 App でこのオプションをオンにする必要があります。「マイウォッチ」＞「サウン
ドと振動」と選択し、「カバーして消音」をオンにします。
電話を留守番電話に送る： 着信通知で「拒否」ボタンをタップします。
留守番電話を聞く： 発信者が留守番電話を残した場合は、通知が届きます。通知内の再生ボタンをタップすると、
留守番電話が再生されます。留守番電話を聞くには、「電話」 App
ます。

を開いてから、「留守番電話」をタップし

電話をかける
「マックスに電話。」
電話をかける： 電話をかける相手がよく使う項目に含まれている場合は、サイドボタンを押し、デジタルクラウンを
回すか相手のイニシャルをタップしてから、発信ボタンをタップします。友達リストに含まれていない場合は、
「電話」

App を開いてから、「よく使う項目」または「連絡先」をタップします。デジタルクラウンを回してスクロール
し、電話をかけたい人の名前をタップします。

友達に電話をか
けます。

Apple Watch に通話情報を表示する： iPhone で通話をしているときに、Apple Watch の「電話」 App で
通話情報を表示できます。Apple Watch から通話を終了することもできます
（イヤホンやヘッドセットを使用してい
る場合など）
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カレンダーとリマインダー

11

カレンダーを確認する／アップデートする
Apple Watch の「カレンダー」 App には、今日と今後 1 週間に予定されているイベントや出席を依頼された
イベントが表示されます。Apple Watch には、
お使いの iPhone で使用しているすべてのカレンダーのイベントが
表示されます。
月のカレンダーが表示されます。

回すと、イベントが
スクロールします。
強く押すと、日表
示とリスト表示を
切り替えることが
できます。

カレンダーを表示する： ホーム画面から「カレンダー」
を開くか、文字盤で上にスワイプし、左右にスワイプし
て「カレンダー」グランスに移動してから、グランスをタップします。または、文字盤にカレンダーを追加してある
場合は、文字盤上の今日の日付をタップすることもできます。

「次のイベントは何？」
今日のイベントを確認する：「カレンダー」
を開いてから、デジタルクラウンを回してスクロールします。今日の
タイムライン（「日」表示）で右にスワイプすると、現在の時刻にジャンプします。時間、場所、予定出席者の状況、
およびメモなど、イベントの詳細を表示するには、イベントをタップします。

1 日のタイムラインと単一のイベントリストを切り替える：日のカレンダーを表示しているときに画面を強く押してか
ら、「リスト」または「日」をタップします。
ほかの日を表示する：「日」表示の場合は、今日のカレンダー上で左にスワイプすると、次の日が表示されます。右
にスワイプすると戻ります。（今日より前の日は表示できません。また合計で 7 日までしか表示されません。）現在の
日付と時刻にジャンプして戻るには、画面を強く押してから、「今日」をタップします。「リスト」表示の場合は、デ
ジタルクラウンを回します。
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月の全体のカレンダーを表示する：日カレンダーで、左上の「＜」をタップします。月のカレンダーをタップすると、
「日」表示に戻ります。

タップすると、今
日のイベントに戻
ります。

イベントを追加する／変更する： iPhone で「カレンダー」 App に切り替えてから、その

App 内でイベントを追加

します。Apple Watch でカレンダーを表示している場合は、iPhone のスリープを解除してから、ロック画面の左
下隅にある「カレンダー」アイコンを上にスワイプして「カレンダー」を開きます。

「5月20日の午後4時にフィットネスという予定を入れて。」
文字盤に日付または今後のイベントを表示する： 多くの文字盤に、曜日と日付を組み合わせて追加できます（「モ
ジュラー」、
「カラー」、
「ユーティリティ」、
「シンプル」、
「クロノグラフ」など）。「モジュラー」、
「クロノグラフ」、お
よび「ミッキーマウス」の文字盤には、次に予定されているイベントを表示できます。文字盤を表示しているときに
画面を強く押し、スワイプして任意の文字盤を表示してから、「カスタマイズ」をタップします。
出席依頼に応答する： 出席依頼が届いたときにすぐに表示した場合は、スワイプ（またはデジタルクラウンを回し
てスクロール）して通知の一番下まで移動し、
「出席」、
「仮承諾」、または「欠席」を選択します。後で通知に気付
いた場合は、通知リストで出席依頼をタップしてスクロールしてから、応答します。すでに「カレンダー」 App を表
示している場合は、イベントをタップして応答します。

上にスワイプすると、出
席依頼に返信できます。

イベントの主催者に連絡する：イベントの主催者にメールを送るには、イベントの詳細を表示しているときに画面を
強く押します。ボイスメッセージを送ったり電話をかけたりするには、
イベントの詳細で主催者の名前をタップします。
出発時刻を確認する： 作成したイベントへの予想移動時間に基づいて、
「今すぐ出発」通知を設定できます。iPhone
で「カレンダー」 App を開き、イベントをタップし、「編集」＞「移動時間」とタップしてから、「移動時間」をオ
ンにします。移動時間を考慮して通知が表示されるようになります。
イベントへの経路を表示する： 61 ページの経路を表示するを参照してください。
設定を調整する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップしてから、
「カレンダー」を
タップします。
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リマインダーを設定する／リマインダーに応答する
Apple Watch には「リマインダー」 App は搭載されていませんが、お使いの iPhone や自分の Apple ID を
使ってサインインしている iOS デバイスまたは Mac の「リマインダー」 App で作成したリマインダーについては、
Apple Watch に通知を表示できます。また、Apple Watch の Siri を使ってリマインダーを作成することもでき
ます。
リマインダーに応答する：リマインダーの通知が届いたときにすぐに表示した場合は、スワイプ（またはデジタルク
ラウンを回してスクロール）してリマインダーの一番下まで移動し、
「再通知」、
「実行済み」、または「了解」をタッ
プします。後で通知に気付いた場合は、通知リストでリマインダーをタップしてスクロールしてから、応答します。
リマインダーを設定する： Apple Watch の

Siri を使います。デジタルクラウンを長押ししてから話します。または、
手首を上げて「Hey Siri、リマインダーを設定して」と言います。リマインダーは、自分の Apple ID でサインイン
している iPhone などの iOS デバイスや Mac で設定することもできます。

「5時にリマインダーを設定。」
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ヘルスケアとフィットネス

12

日々のアクティビティを追跡する
Apple Watch の「アクティビティ」 App には、自分の運動が 1 日を通じて記録されるほか、フィットネスの
ゴールを達成するための応援メッセージも表示されます。この App では、立ち上がった回数、活動量、エクササイ
ズをした分数を追跡できるほか、日々のアクティビティがシンプルで分かりやすいグラフィックのリングで表示されま
す。ここでの目標は、毎日それぞれのリングを一周させて、座る時間を減らし、活動量を増やし、適度な運動をす
ることです。iPhone の「アクティビティ」 App には、すべてのアクティビティの長期間のデータが保存されます。
警告：Apple Watch、心拍数センサー、および内蔵されている Apple Watch の各

App は、医用電気機器で

はありません。フィットネス目的での使用以外は想定していません。フィットネス App を安全に使用する方法につ
いては、80 ページの安全性に関する重要な情報を参照してください。
使い始める： Apple Watch で「アクティビティ」
をはじめて開いたときは、左にスワイプして、
「ムーブ」、
「エ
クササイズ」、および「スタンド」の説明を読んでから、「さあ、始めよう！」をタップします。必要な情報を入力し
ます。「性別」、「年齢」、「体重」、および「身長」をタップし、デジタルクラウンを回して設定してから、「続ける」
をタップします。「ムーブ開始」ボタンをタップします。

個人情報を入力し、

ゴールを設定します。

参考：生年月日、性別、身長、
および体重は、iPhone の「Apple Watch」App でも入力できます。「Apple Watch」

App で「マイウォッチ」をタップしてから、「ヘルスケア」をタップします。
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進捗状況を確認する： 文字盤で上にスワイプしてから、左右にスワイプして「アクティビティ」グランスに移動する
を開き、スワイプして個々
と、いつでも進捗状況を確認できます。グランスをタップして「アクティビティ」App
のアクティビティを確認します。「ムーブ」リングは、運動による消費カロリーを示します。「エクササイズ」リング
は、早歩き以上の運動をした分数を示します。「スタンド」リングは、1 日のうちで 1 時間に

1 分以上立っていた

回数を示します。アクティビティで上にスワイプするか、デジタルクラウンを回すと、進捗状況がグラフで表示され
ます。

リングが

1 周して重なると、ゴールを上回ったことになります。目標達成バッジの機能をオンにしている場合は、バッ

ジにも注目しましょう。

不完全なリングは、ゴー
ルまでの進捗状況を示し
ます。リングが1周した
ら、ゴール達成です。

アクティビティの履歴を確認する／すべての成果を表示する： iPhone で「アクティビティ」 App を開き、カレン
ダーの日付をタップすると、その日のワークアウトの詳細が表示されます。「ムーブ」、
「エクササイズ」、
「スタンド」
の情報に加えて、歩いた歩数と距離が表示されます。
ゴールを調整する： Apple Watch で「アクティビティ」
されるまで画面を強く押します。

を開き、
「ムーブ」ゴールを変更するメッセージが表示

また、毎週月曜日には前の週の成果が通知されるので、そのときにその週の

1 日の「ムーブ」ゴールを調整でき

ます。過去の成績に基づいたゴールの候補が表示されます。
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アクティビティの通知を制御する：ゴールを達成するにあたっては、リマインダーが役に立ちます。アクティビティが
順調に進んでいるか、またはゴールを下回っているかについて、自動的に通知を表示できます。さらに、座っている
時間が長すぎる場合に、警告を表示することもできます。表示したいリマインダーや通知を選択するには、iPhone
で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップしてから、「アクティビティ」をタップします。

任意の通知をオ
ンにします。

ワークアウトを監視する
Apple Watch の「ワークアウト」 App には、ワークアウトセッションを個別に管理できるツールがそろってい
ます。時間、距離、カロリーなどの具体的なゴールを設定して進捗状況を追跡できるほか、ワークアウト中に励ま
しのメッセージが表示されたり、結果の概要が表示されたりします。iPhone の「アクティビティ」 App を使えば、
すべてのワークアウト履歴を確認できます。Apple Watch のデータの精度を上げる方法については、56 ページの
データを正確に保つを参照してください。

「ワークアウトを開始。」
ワークアウトを始める：「ワークアウト」
を開いてから、取り組むワークアウトのタイプをタップします。App を
使ってワークアウトを選択すると、ワークアウト順序に自分の設定が反映されます。

スクロールすると、
さらにワークアウト
が表示されます。

タップしてワークア
ウトを選択します。
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ゴール画面で、左右にスワイプしてカロリー、時間、または距離のいずれかのゴール（またはゴールなし）を選択
してから、デジタルクラウンを回すか、＋／−をタップしてゴールを設定します。開始する準備ができたら、「開始」
をタップします。カロリーまたは時間を計測する場合は、iPhone を携帯しなくても、Apple Watch だけでエクサ
サイズをすることができます。ただし、屋外でできるだけ正確に距離を測る場合は、iPhone を携帯してください。

タップしてゴー

ルを調整します。

参考：
「ウォーキング」と「室内ウォーキング」、
「ランニング」と「室内ランニング」、および「サイクリング」と「室
内自転車」は、それぞれがタイプの異なるワークアウトで、消費カロリーの計算方法が異なります。室内のワークア
ウトでは、主に心拍数の数値に基づいてカロリーが算出されますが、屋外のワークアウトでは、GPS が搭載されて
いる iPhone と連携して速度と距離が算出されます。これらの値と心拍数が、消費カロリーの値の算出に使用され
ます。
進捗状況を確認する：ワークアウト中はは、達成度を示すリングを見れば、進捗状況をすばやく確認できます。画
面下部でスワイプすると、経過時間、平均ペース、移動距離、消費カロリー、および心拍数を確認できます。進捗
状況リングを見る代わりに、距離、カロリー、時間を数値で表示することもできます。iPhone で「Apple Watch」

App を開き、「マイウォッチ」をタップしてから、「ワークアウト」＞「ゴールのメトリクスを表示」をオンにします。

リングを見れば、ワークア
ウトの進捗状況をすばやく
確認できます。

一時停止する／再開する：ワークアウトは、画面を強く押してから「一時停止」をタップすることで、いつでも一時
停止できます。ワークアウトを続けるには、もう一度画面を強く押してから、「再開」をタップします。
長時間のワークアウト中のバッテリー消費を抑える： 長時間のウォーキングやランニングのワークアウト中は、心拍
数センサーをオフにすることで電力を節約できます。カロリー消費の算出精度が低下する場合があります。iPhone
で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップしてから、
「ワークアウト」＞「電力を節約」をオンに
します。
ワークアウトを終了する：ゴールを達成すると、アラーム音が鳴ります。体力が残っていて継続したい場合は、その
ままアクティビティを続けます。Apple Watch でアクティビティを停止するまで、データの収集は継続されます。終
了したくなったら、画面を強く押してから「終了」をタップします。デジタルクラウンを回して結果の概要をスクロー
ルしてから、一番下にある「保存」または「破棄」をタップします。
ワークアウトの履歴を確認する： iPhone で「アクティビティ」 App を開き、日付をタップします。下にスクロール
すると、「ムーブ」、「スタンド」、「エクササイズ」の概要の下でワークアウトのリストを確認できます。ワークアウト
で左にスワイプすると、そのワークアウトの詳細が表示されます。
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心拍数を確認する
手首検出、振動による通知、および心拍数センサーなどの機能をできるだけ正確に機能させるには、Apple Watch
の背面が皮膚に接触している必要があります。きつすぎたり緩すぎたりせず、皮膚を覆いすぎないように

Apple Watch をほどよくフィットさせて装着すれば、快適に過ごせるだけでなく、センサーを正しく機能させるこ
Apple Watch のバンドを締めて、完了したらバンドを緩めることをお勧めします。
また、センサーが機能するのは、Apple Watch を手首の上側に装着したときのみです。

とができます。ワークアウト中は

現在の心拍数を表示する： 文字盤で上にスワイプしてから、左右にスワイプして「ハートビート」グランスに移動す
ると、心拍数を計測したり、最後の計測結果を確認したりできます。新たに計測するには、グランス内のハートを
タップします。

新たに計測します。

ワークアウト中に心拍数を確認する：「ワークアウト」

の進捗状況画面の下半分でスワイプします。

データを正確に保つ
Apple Watch では、入力した情報（身長、体重、性別、および年齢）を基に、消費カロリーや移動距離などのデー
を使ってランニング時間を積み重ねていくと、Apple Watch
タが算出されます。さらに、
「ワークアウト」 App
にあなたのフィットネスレベルの情報が蓄積され、有酸素運動時の消費カロリーがより正確に算出されるようになり
ます。
「ワー
iPhone の GPS を使うと、Apple Watch で算出される距離の精度がさらに向上します。たとえば、
を使ってランニングをするときに iPhone を携帯すれば、iPhone の GPS を利用して歩幅の数
クアウト」 App
値が自動的に調整されます。その後に、iPhone を携帯していないか、GPS が利用できない場所（屋内など）で
お使いの

ワークアウトを行った場合は、保存されている歩幅の情報に基づいて、距離が算出されます。
身長と体重をアップデートする： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「ヘルス
ケア」をタップしてから、「体重」または「身長」をタップして調整します。
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Apple Pay と Passbook

13

Apple Pay を使って買い物をする
Apple Watch の Apple Pay を使うと、非接触型決済が可能な店舗で買い物ができます。iPhone の
Pay を設定するだけで、準備は完了です。iPhone を携帯しなくても買い物が

「Apple Watch」 App で Apple
できます。

Apple Watch のペアリングを解除したり、パスコードを無効にしたり、手首検出をオフにしたりした場合は、Apple
Pay を使用できません。
クレジットカードやデビットカードを合計 8 枚まで追加できます。これらのカードは、
「Passbook」 App
内のス
タックの一番上（パスの上）に表示されます。支払い用カードの表面に、クレジットカードまたはデビットカードの下

4 〜 5 桁が表示されます。
参考：米国で発行されたクレジットカードおよびデビットカードの多くは

Apple Pay で使用できます。Apple Pay の

提携先および現在対応しているカード会社については、support.apple.com/kb/HT6288 を参照してください。

支払い用カード
が先頭に表示さ
れます。

スクロールする
と、パスが表示
されます。
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Apple Watch の Apple Pay を設定する：「Passbook」 App を使ってすでに iPhone で Apple Pay を設定済
みの場合でも、Apple Watch で使用するクレジットカードまたはデビットカードを追加する必要があります。クレジッ
トカードまたはデビットカードを手元に用意してから、iPhone で「Apple Watch」 App を開きます。「マイウォッ
チ」をタップし、「Passbook と Apple

Pay」をタップし、「クレジット／デビットカードを追加」をタップしてから、
App Store に登録済みのクレジットカードまたはデビットカードカード
がある場合は、カードのセキュリティコードを入力します。そうでない場合は、iPhone のカメラを使ってクレジット

「次へ」をタップします。「iTunes」または

カードまたはデビットカードに書かれている情報を取り込んでから、必要に応じてカードのセキュリティコードなどの
追加情報を入力します。カード会社によっては、身元を確認するために追加の手順が必要になる場合があります。そ
の場合は、確認オプションを選択し、「確認」をタップしてから、「コードを入力」をタップして確認を完了してくだ
さい。

確認コードを
入力します。

新しいクレジット

カードまたはデビ

ットカードを追加
します。

別のクレジットカードまたはデビットカードを追加する： iPhone 上の「Apple Watch」App で、
「マイウォッチ」＞
「Passbook と Apple

Pay」＞「クレジット／デビットカードを追加」とタップしてから、画面に表示される指示に

従います。
デフォルトのカードを選択する： iPhone 上の「Apple Watch」App で、
「マイウォッチ」＞「Passbook と Apple

Pay」＞「デフォルトのカード」とタップしてから、目的のカードを選択します。
買い物の支払いをする：サイドボタンをダブルクリックし、スワイプしてカードを変更してから、Apple Watch の画
面を非接触型カードリーダーから数センチ以内に近付けます。軽い振動とトーンで、支払い情報が送信されたこと
が分かります。

カード情報の送信が完了すると、
Apple Watchが軽く振動し、トー
ンが鳴ります。

カードの「デバイスのアカウント番号」を確認する： Apple Watch で支払いをすると、カードの「デバイスのア
カウント番号」が支払い金額と共に購入先に送信されます。この番号の下

4 〜 5 桁を確認するには、iPhone で
Pay」をタップしてから、カー

「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップし、
「Passbook と Apple
ドをタップします。
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Apple Pay からカードを削除する： Apple Watch で「Passbook」 を開き、カードをタップして選択し、カー
ドを強く押してから、
「削除」をタップします。または、iPhone の「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」
をタップし、「Passbook と Apple

Pay」をタップし、カードをタップしてから、「削除」をタップします。

Apple Watch を紛失したり盗難にあった場合： Apple Watch を紛失したり盗難にあった場合は、iCloud.com
でアカウントにサインインしてカードを削除します。「設定」＞「マイデバイス」と選択し、
デバイスを選択してから、
「すべてを削除」をクリックします。カード会社に電話することもできます。

Passbook を使う
Apple Watch 上の「Passbook」App を使うと、搭乗券、映画館の入場券、ポイントカードなどを 1 つの場所に
保管できます。iPhone の「Passbook」内のパスは、
自動的に Apple Watch に同期されます（「Apple Watch」
App で「iPhone を反映」をオンにしている場合）。Apple Watch 上のパスをスキャンして、搭乗手続きをした
り、映画館に入場したり、クーポンを使用したりできます。Apple Watch 上のパスのオプションを設定するには、
「マイウォッチ」をタップしてから、
「Passbook と Apple Pay」をタッ
iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
プします。

パスを表示し
ます。

パスを使用する： Apple Watch にパスの通知が表示されたら、通知をタップしてパスを表示します。スクロールし
ないとバーコードが表示されない場合があります。または、「Passbook」
上のバーコードをスキャナにかざします。

を開き、パスを選択してから、パス

パスを並べ替える： iPhone で「Passbook」 App を開き、パスをドラッグして並べ替えます。この順序は
Apple Watch に反映されます。
パスが不要になった場合： iPhone でパスを削除します。「Passbook」 App を開き、パスをタップし、
プしてから、「削除」をタップします。

第 13 章

Apple Pay と Passbook

をタッ

59

14

地図と経路

地図を操作する
Apple Watch には、現在地とその周辺の地図をすばやく確認できる「マップ」グランスや、経路の探索や取得な
どができる完全な「マップ」 App が搭載されています。

「ベルリンの地図を表示。」
警告：危険な状況を引き起こしかねない注意散漫を避けるための重要な情報については、80 ページの安全性に
関する重要な情報を参照してください。
地図を表示する： Apple Watch の「マップ」 App
を開きます。または、現在地をすばやく確認する場合は、
文字盤で上にスワイプしてから、左右にスワイプして「マップ」グランスに移動します。「マップ」グランスをタップ
すれば、完全な「マップ」 App を表示できます。

現在地。

タップすると、現在地が
中央に表示されます。

パンおよび拡大／縮小する： 地図をパンするには、1 本指でドラッグします。拡大または縮小するには、デジタルク
ラウンを回します。また、マップをダブルタップすると、タップした地点が拡大されます。左下の「トラッキング」ボ
タンをタップすると、現在地に戻ります。
地図上を検索する： 地図を表示しているときに画面を強く押し、「検索」をタップしてから、「音声入力」をタップす
るか、最近調べた場所のリストから場所をタップします。
ランドマークまたは場所に関する情報を取得する： 地図上の場所をタップしてから、デジタルクラウンを回して情報
をスクロールします。地図に戻るには、左上の「＜」をタップします。
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ピンを立てる： 地図上でピンを置きたい場所を指でタッチして押さえたままにして、ピンが落ちてきたら、指を画面
から離します。これで、ピンをタップすると、住所の情報が表示されるようになります。また、ピンは経路の出発地
や目的地としても使用できます。ピンを移動するには、別の場所に新しいピンを落とします。

住所情報を取得した
り、出発地に使用し
たりできます。

地図上の地点のおおよその住所を調べる： その場所にピンを落としてから、ピンをタップして住所の情報を表示し
ます。
場所に電話をかける： 場所情報内の電話番号をタップします。iPhone に切り替えるには、ロック画面の左下隅に
ある「電話」アイコンを上にスワイプしてから、画面上部の緑色のバーをタップします。
連絡先の住所を地図に表示する： 地図を表示しているときに画面を強く押し、「連絡先」をタップしてから、デジタ
ルクラウンを回してスクロールし、連絡先をタップします。
を開いてから、左下にある現在地矢印をタップします。または、ス
現在地と周辺の地図を表示する：「マップ」
ワイプして「マップ」グランスを表示します。ここには常に現在地が表示されます。予定されているカレンダーイベ
ントがある場合は、「マップ」グランスにそのイベントの場所までの経路が表示されます。

経路を表示する
ランドマークまたは地図上のピンへの経路を表示する：「マップ」
を開いてから、目的地のランドマークまたは地
図上のピンをタップします。場所情報をスクロールして「経路」を表示してから、「徒歩」または「車」をタップし
ます。出発する準備ができたら、「出発」をタップして、経路に従って進みます。

検索結果または連絡先への経路を表示する： 地図を表示しているときに画面を強く押してから、
「検索」または「連
絡先」をタップします。

Siri に経路を尋ねる： Siri に行きたい場所を伝えます。

「最寄りのガソリンスタンドまでの経路。」
経路案内に従う：「出発」をタップして最初の区間を進むと、Apple Watch のタップによって、曲がるタイミングが
通知されます。一定の間隔で連続して 12 回のタップがあった場合は、この先の交差点で右折します。2 回のタップ
が断続的に

3 度繰り返された場合は、左折します。目的地のどのような見た目をしているか分からなくても、問題

ありません。経路の最後の区間に入ると、Apple Watch が振動します。目的地に到着したときにも、もう一度振
動します。
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どこまで進んだかを確認する： 経路案内の現在のステップで左にスワイプするか、画面下部に並んだ点をタップする
と、地図が表示されます。
到着予想時刻

経路案内を停止する
には強く押します。

到着する時刻を確認する： 到着予想時刻は、画面の左上隅で確認できます。現在時刻は、右上に表示されます。
到着前に経路案内を終了する： 画面を強く押してから、「経路を中止」をタップします。
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15

ミュージック

iPhone で音楽を再生する
Apple Watch の「ミュージック」 App

または「再生中」グランスを使って、iPhone での音楽の再生を制御

できます。

「パンダ・ベアを再生。」
iPhone で音楽を再生する： Apple Watch で「ミュージック」 を開きます。プレイリスト、アルバム、アーティ
スト、または曲をブラウズし、曲のリストを表示してから、再生する曲をタップします。
あるはずの音楽が表示されない場合は、Apple Watch ではなく iPhone がソースになっていることを確認してく
ださい。確認するには、画面を強く押し、「ソース」をタップしてから、「iPhone」をタップします。
トラックリス
トに戻ります。

タップすると、ア
ルバムアートが表
示されます。
強く押すと、再
生オプションが
表示されます。
前または次のト
ラックに移動し
ます。

−／＋をタップするか、デ
ジタルクラウンを回して音
量を調整します。

現在の曲のアルバムアートを表示する： 再生コントロールの上にあるアルバム名をタップします。再度タップすると、
コントロールに戻ります。

AirPlay を使って別のデバイスにオーディオを送る： 再生コントロールを表示しているときに画面を強く押し、
「AirPlay」をタップしてから、送信先を選択します。
曲をシャッフルまたはリピートする： 再生コントロールを表示しているときに画面を強く押してから、
「シャッフル」ま
たは「リピート」をタップします。
グランスで再生を制御する：「再生中」グランスを使うと、再生をすばやく制御できます。文字盤で上にスワイプし
てから、左右にスワイプして再生コントロールを表示します。
「再生中」グランスが表示されない場合は、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップ
してから、「ミュージック」＞「グランスに表示」をオンにします。
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Apple Watch で音楽を再生する
Apple Watch に音楽を直接保存すれば、iPhone が近くになくても Bluetooth ヘッドフォンまたはスピーカーで
音楽を聴くことができます。

Apple Watch に曲を保存する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「ミュー
ジック」＞「同期済みプレイリスト」と選択してから、Apple Watch に移動したいプレイリストを選択します。そ
の後、Apple Watch を充電器に接続すると、同期が完了します。
音楽の同期が完了したら、Apple Watch で「設定」 App
の下でコピーされた曲数を確認します。

を開き、
「一般」＞「情報」と選択してから、
「曲」

iPhone の「ミュージック」 App を使えば、Apple Watch で聴きたい音楽だけを集めたプレイリストを作成でき
ます。

Bluetooth ヘッドフォンまたはスピーカーをペアリングする： ヘッドフォンまたはスピーカーに付属のマニュアルに
従って、デバイスを検出モードにします。Bluetooth デバイスの準備ができたら、Apple Watch で「設定」 App
を開き、「Bluetooth」をタップしてから、表示されたデバイスをタップします。

警告：聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、80 ページの安全性に関する重要な情報を参照してく
ださい。

Apple Watch に保存されている曲を再生する： Apple Watch で「ミュージック」
「ソース」をタップしてから、「Apple Watch」を選択します。

を開き、画面を強く押し、

再生を制御する：スワイプして「再生中」グランスに移動すると、再生をすばやく制御できます。文字盤で上にスワ
イプしてから、左右にスワイプして再生コントロールを表示します。「ミュージック」 App
ます。

でも再生を制御でき

「マイウォッチ」をタップし、
Apple Watch に保存する曲を制限する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「ミュージック」＞「プレイリストの上限」と選択してから、Apple Watch に保存する容量の上限または曲の最大
数を選択します。

Apple Watch に保存されている曲数を確認する： Apple Watch で「設定」 App

を開き、「一般」＞「情

報」と選択してから、「曲」の下を確認します。
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リモートコントロール

Mac または PC で音楽を制御する
Apple Watch の「Remote」 App
音楽を再生できます。

を使うと、同じ Wi-Fi ネットワーク上にあるコンピュータの「iTunes」の

iTunes ライブラリを追加する： Apple Watch で「Remote」 App を開き、「デバイスを追加＋」をタップし
ます。コンピュータの「iTunes」で、「iTunes」ウインドウの上端の近くにあるリモートボタンをクリックしてから、
Apple Watch に表示されている 4 桁のコードを入力します。
「iTunes」のリモートボタンは、Apple Watch で「デバイスを追加」をタップしてから確認してください。このボ
タンは、
「Remote」が接続を試みているときにしか表示されません。「iTunes
面左上（「音量」スライダの下）にあります。「iTunes

12」以降では、リモートボタンは画
11」以前では、リモートボタンは画面右上（「検索」フィー

ルドの下）にあります。

Apple Watchで「デバイス

を追加」をタップすると、

「iTunes」にリモートボタ
ンが表示されます。

1 つしかない場合は、すぐに再生を開始できます。複数のライブラリ
を開いたときに、目的のライブラリをタップします。すでに
を追加した場合は、Apple Watch で「Remote」
再生するライブラリを選択する：ライブラリが

音楽を再生している場合は、再生コントロールの左上にある「戻る」ボタンをタップしてから、ライブラリをタップし
ます。
再生を制御する：「Remote」 App の再生コントロールを使います。
で、左上の「戻る」ボタンをタップしてデバイスを
ライブラリを削除する： Apple Watch の「Remote」 App
表示し、画面を強く押してから、「編集」をタップします。デバイスアイコンが波打ち始めたら、削除したいデバイ
スの「ｘ」をタップしてから、「削除」をタップします。それが唯一のリモートデバイスである場合は、これで編集
は完了です。そうでない場合は、チェックマークをタップして編集を終了します。

Apple TV を制御する
Apple TV と同じ Wi-Fi ネットワークに接続している場合は、Apple Watch を Apple TV のリモートコントローラ
として使用できます。

Apple Watch を Apple TV とペアリングする：お使いの iPhone で、Apple TV が接続している Wi − Fi に接
を開
続したことがない場合は、そのネットワークに接続します。その後、Apple Watch で「Remote」 App
き、「デバイスを追加＋」をタップします。Apple TV で、「設定」＞「一般」＞「リモコン」と選択し、お使いの
Apple Watch を選択してから、Apple Watch に表示されているパスコードを入力します。
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Apple Watch の横にペアリングアイコンが表示されたら、Apple TV を制御する準備ができたことを示します。
Apple TV を制御する： Apple TV のスリープが解除されていることを確認します。Apple Watch で「Remote」
App を開き、Apple TV を選択すると、上下左右にスワイプして Apple TV のメニューオプション間を移動で
きるようになります。タップすると、選択中の項目が選択されます。「MENU」ボタンをタップすると前の画面に戻り、
「MENU」ボタンをタッチして押さえたままにするとトップメニューに戻ります。再生／一時停止ボタンをタップする
と、再生が一時停止または再開されます。
制御するデバイスを変更します。
スワイプすると、
Apple TVのメニュー
オプション間を移動
できます。選択する
にはタップします。

選択項目を再生／一時
停止します。

タップすると前の画面に戻り、タッチして押し
たままにするとメインメニューに戻ります。

Apple TV のペアリングを解除する／ Apple TV を削除する： Apple TV で、「設定」＞「一般」＞「リモコン」
と選択してから、「iOS リモコン」でお使いの Apple Watch を選択し、削除します。その後、Apple Watch で
を開き、
「 ＜デバイス名＞ との接続が切れました」というメッセージが表示されたら、
「削
「Remote」 App
除」をタップします。
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写真

Apple Watch で写真を表示する
iPhone アルバム内の選択した写真が Apple Watch に保存され、Apple Watch の「写真」 App に表示さ
れます。Apple Watch をはじめて使用するときは、「お気に入り」アルバム（お気に入りとしてマークしたすべて
の写真）を使用するように設定されていますが、Apple Watch で使用するアルバムは変更できます。

タップすると、写真が
表示されます。

Apple Watch で写真をブラウズする： Apple Watch で「写真」App を開いてから、写真をタップします。左
または右にスワイプすると、ほかの写真を表示できます。デジタルクラウンを回すと写真が拡大／縮小され、ドラッ
グするとパンできます。ズームアウトしていくと、最後にはアルバム全体が表示されます。
左右にスワイプすると、次
の写真が表示されます。

回すと、拡大／縮
小されます。

ドラッグすると、
パンできます。

ダブルタップすると、
画面いっぱいの表示と
写真全体の表示が切り
替わります。
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アルバムを選択する
Apple Watch には、iPhone 上の 1 つのアルバムに含まれる写真を、同期して保存できます。
「マイウォッチ」を
Apple Watch 上に保存するアルバムを選択する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
タップし、
「写真」＞「同期されているアルバム」と選択してから、アルバムを選択します。Apple Watch の写真
用に新しいアルバムを作成するには、iPhone 上の「写真」 App を使います。

Apple Watchに含
めるアルバムを
選択します。

Apple Watch に保存できる実際の写真の枚数は、空き領域に左右されます。

写真の容量を管理する
曲などのコンテンツのために

Apple Watch の領域を節約したい場合は、Apple Watch に保存する写真の枚数

を制限できます。
写真の容量を制限する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップしてから、
「写真」＞
「写真の上限」と選択します。「写真の上限」の下には、Apple Watch のストレージにおける写真の占有量が表
示されます。

Apple Watch上

に保存する写真
の上限を設定し
ます。

写真の枚数を確認する： Apple Watch に保存されている写真の枚数を確認するには、Apple Watch で「設定」
を開いてから、「一般」＞「情報」と選択します。または、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイ
ウォッチ」をタップしてから、「一般」＞「情報」と選択します。
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リモートカメラ

リモートのファインダーおよびシャッターを使う
iPhone をどこかに置いてそれに触れずに写真を撮りたい場合や、写真の構図を決めるときに iPhone の画面を見
ることができない場合は、Apple Watch を使えば、iPhone カメラのイメージを表示したり、シャッターをタップし
たりできます。
リモートカメラの機能を使うには、Apple Watch が

iPhone の通常の Bluetooth の通信圏内（約 10 m（33

フィート））にある必要があります。

タップすると、その
領域を基準に露出が
調整されます。
タップすると、
直近の写真を確
認できます。

写真を撮る：「カメラ」 App
を開いてから、Apple Watch をファインダーとして使用し、iPhone の位置を調
整して構図を決めます。露出を調整するには、Apple Watch 上のプレビュー内で、写真の重要な個所をタップしま
す。撮影するには、シャッターボタンをタップします。
写真は

iPhone の「写真」に保存されますが、Apple Watch でも表示できます。

写真を確認する： 左下のサムネールをタップします。ほかの写真を表示するには、右または左にスワイプします。写
真を表示しているときにデジタルクラウンを回すと、写真が拡大／縮小されます。パンするには、指でドラッグしま
す。写真のどこかをタップすると、
「閉じる」ボタンおよび撮影枚数の表示／非表示が切り替わります。ダブルタップ
すると、画面いっぱいに写真を表示したり、写真全体を確認したりできます。確認が終わったら、「閉じる」をタッ
プします。
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シャッタータイマーを使う
Apple Watch を使ってシャッタータイマーを設定すれば、カメラをセットした後に撮影場所まで急いで戻らずに、集
合写真を撮影できます。
を開いてから、右下のタイマーボタンをタップします。Apple Watch
シャッタータイマーを使う：「カメラ」 App
のビープ音とタップ、および iPhone のフラッシュの点滅から、シャッターが切れるタイミングを把握できます。

タップすると、3

秒後にバーストが
撮影されます。

タイマー機能では、連続写真（バースト）が撮影されるため、確実に良い写真を撮ることができます。ベストな写
真を選択するには、iPhone の「写真」で写真を表示してから、写真の下部にある「選択」をタップします。
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株価

株価を追跡する
Apple Watch の「株価」 App を使うと、iPhone 上で追っている銘柄の情報を表示できます。

「Apple株の今日の終値はいくら？」
市場の値動きを追う： 銘柄をブラウズするには、Apple Watch の「株価」 App

を開きます。

銘柄の詳細を表示する：リストで銘柄をタップしてから、デジタルクラウンを回してスクロールします。株価推移グ
ラフ（またはその下の時間インジケータ）をタップすると、時間の尺度が変更されます。左上の「＜」をタップする
と、銘柄リストに戻ります。

デジタルクラウンを
回すと、さらに詳細
が表示されます。

銘柄を追加する／削除する／並べ替える： 銘柄を追加したり、削除したり、並べ替えたりするには、iPhone の「株
価」 App を使用します。そこで加えた変更は、Apple Watch に反映されます。
表示するデータを選択する： iPhone で「株価」 App を開いてから、任意の銘柄の「値動き」をタップすると、
「値
動きの割合」または「時価総額」が表示されます。

iPhone の「株価」に切り替える： Apple Watch で「株価」 App または「株価」グランスを表示していると
きに、iPhone のロック画面の左下隅にある「株価」アイコンを上にスワイプします。
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1 つの銘柄をグランスで確認する
「株価」グランスを使うと、特に気になる 1 つの銘柄を確認できます。
「株価」グランスを表示する： 文字盤で上にスワイプしてから、左右にスワイプして株価情報に移動します。

グランスをタップする
と、「株価」Appが開
きます。

「株価」グランスが表示されない場合は、
「マイウォッチ」＞「グ
iPhone で「Apple Watch」App を開いてから、
ランス」とタップし、グランスのリストに「株価」を追加します。
銘柄を選択する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「株価」をタップしてか
ら、デフォルトの銘柄を選択します。

「株価」グランス
に表示する銘柄を
選択します。

1 つの銘柄の情報を文字盤に追加する
銘柄情報は以下の文字盤に追加できます：
• モジュラー（ティッカーシンボルおよび株価）
• ユーティリティ（ティッカーシンボル、株価、および値動き）
• ミッキーマウス（ティッカーシンボル、株価、および値動き）

文字盤に銘柄情報を追加する： 文字盤を表示しているときに画面を強く押してから、「カスタマイズ」をタップしま
す。文字盤の各機能を選択できる画面になるまで左にスワイプし、追加したい場所をタップしてから、デジタルクラ
ウンを回して「株価」を選択します。完了したら、デジタルクラウンを押します。
文字盤に表示する銘柄を選択する： iPhone で「Apple Watch」App を開き、
「マイウォッチ」をタップし、
「株価」
をタップしてから、デフォルトの銘柄を選択します。「iPhone を反映」を選択した場合は、文字盤には、iPhone
の「株価」 App で最後に強調表示した銘柄が表示されます。
文字盤に表示するデータを選択する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップし、
「株
価」をタップしてから、「現在の株価」、「値動き」、「値動きの割合」、または「時価総額」をタップします。
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天気を確認する
現在の天気を確認する： 現在の気温に加えて、現在の天気とその日の最高気温／最低気温を知りたい場合は、
「天
気」グランスを確認します。

グランスをタップす

ると、「天気」Appが
開きます。

1 時間予報、および 10 日間予報を表示
を開き、都市をタップします。「1 時間ごとの天気」表示を繰り返し

詳細および予報を表示する： 現在の気温と天気、気温／天気／降水量の

するには、Apple Watch で「天気」 App
タップすると、1 時間ごとの降水量や 1 時間ごとの気温の予報に切り替えることができます。下にスクロールすると、

10 日間予報が表示されます。
下にスクロール

すると、10日間
予報が表示され
ます。

タップすると、気温
や降水確率の予報が
表示されます。

左右にスワイプすると、ほ
かの都市が表示されます。

都市を追加する： iPhone の「天気」 App を開いてから、都市のリストの一番下にある「＋」をタップし、都市を
タップします。Apple Watch の「天気」 App には、iPhone の「天気」 App に追加したものと同じ都市が、同
じ順序で表示されます。
デフォルトの都市を選択する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップしてから、「天
気」＞「デフォルトの都市」と選択します。その都市の天気は、「天気」グランスおよび文字盤（文字盤に天気を
追加した場合）に表示されます。

「ホノルルの明日の天気予報は？」

73

文字盤に天気を表示する
天気情報は以下の文字盤に追加できます：
• ユーティリティ（気温／気温および天気）
• モジュラー（気温／気温、天気、最高気温、最低気温）
• シンプル（気温）
• カラー（気温）
• クロノグラフ（気温）
• ミッキーマウス（気温／気温および天気）

文字盤に天気を追加する： 文字盤を表示しているときに画面を強く押してから、
「カスタマイズ」をタップします。文
字盤の各機能を選択できる画面になるまで左にスワイプし、天気情報を表示したい場所をタップしてから、デジタル
クラウンを回して「天気」を選択します。完了したら、デジタルクラウンを押します。
気温をタップすると、
「天気」Appが開き
ます。

文字盤に天気を表示する都市を選択する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし
てから、「天気」＞「デフォルトの都市」と選択します。
完全な「天気」 App を開く： 文字盤の気温をタップします。
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アクセシビリティショートカット
デジタルクラウンをトリプルクリックしたときに VoiceOver またはズーム機能のオン／オフが切り替わるように設定
できます。
アクセシビリティショートカットを設定する： iPhone で「Apple Watch」App を開き、
「マイウォッチ」をタップし、
「一般」＞「アクセシビリティ」＞「ショートカット」と選択してから、「VoiceOver」または「ズーム機能」を選
択します。
アクセシビリティショートカットを使用する：デジタルクラウンをすばやく 3 回押します。再度デジタルクラウンをトリ
プルクリックすると、アクセシビリティ機能がオフになります。

VoiceOver
VoiceOver を利用すると、画面が見えなくても Apple Watch を使うことができます。シンプルなジェスチャを使っ
て画面上を移動したり、選択した各項目を読み上げたりできます。

VoiceOver をオンにする： Apple Watch で「設定」 App を開いてから、「一般」＞「アクセシビリティ」＞
「VoiceOver」をオンにします。iPhone を使って Apple Watch の VoiceOver をオンにすることもできます。
iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップしてから、「一般」＞「アクセシビリティ」の
「VoiceOver」オプションをタップします。または、ショートカットを使用します。また、いつでも Siri を使うことが
できます。

「VoiceOverをオンにする。」
画面を操作する： 画面上で指を動かして項目をタッチすると、その項目の名前が読み上げられます。1 本指でタップ
して項目を選択したり、1 本指で左または右にスワイプして隣接する項目を選択したりすることもできます。2 本指
で上下左右のいずれかにスワイプすると、ページを移動できます。（たとえば、文字盤を 2 本指で上にスワイプする
とグランスが表示され、その後

2 本指で左または右にスワイプするとほかのグランスが表示されます。）

戻る： 移動を誤ってしまった場合は、2 本指でスクラブします（画面上で 2 本の指を使って「z」を描きます）。
項目を操作する： VoiceOver がオンのときに、通常は

1 回タップするところをダブルタップすると、App の起動

やオプションの切り替えなどの操作を実行できます。App アイコンまたはオプションスイッチをタップまたはスワ
イプして選択してからダブルタップすると、その操作を実行できます。たとえば、VoiceOver をオフにするには、
「VoiceOver」ボタンを選択してから、画面上のどこかをダブルタップします。
その他の操作を実行する： 一部の項目では、複数の操作を実行できます。項目を選択すると、
「使用可能なアクショ
ン」が読み上げられます。上または下にスワイプして操作を選択してからダブルタップすると、その操作を実行でき
ます。（たとえば、文字盤を選択したときは、上または下にスワイプすると、「グランスに移動」または「通知セン
ターに移動」のいずれかの操作を選択できます。）

75

読み上げを一時停止する： VoiceOver の読み上げを停止するには、2 本指で画面をタップします。もう一度

2本

指でタップすると、読み上げが再開されます。

VoiceOver の音量を調整する： 2 本指でダブルタップして押さえたままにしてから、上または下にスライドします。
または、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップしてから、
「一般」＞「アクセシビリ
ティ」＞「VoiceOver」と選択してスライダをドラッグします。
読み上げ速度を調整する： iPhone で「Apple Watch」App を開き、
「マイウォッチ」をタップしてから、
「一般」＞
「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」と選択してスライダをドラッグします。
画面をオフにする：プライバシーを保護したい場合は、スクリーンカーテンをオンにすれば、VoiceOver の使用中
に Apple Watch の画面をだれにも見られないようにすることができます。Apple Watch で「設定」App
開いてから、「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」＞「スクリーンカーテン」をオンにします。

を

VoiceOver をオフにする：「設定」 App を開き、「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」と選択し
てから、「VoiceOver」ボタンをタップします。

「VoiceOverをオフにする。」
VoiceOver を使って設定する： VoiceOver を利用して Apple Watch を設定できます。VoiceOver を使う場合
は、設定中にデジタルクラウンを 3 回押します。

VoiceOver を使って Apple Watch を設定する
VoiceOver を利用して Apple Watch を設定したり、iPhone とペアリングしたりできます。ボタンなどの項目を
強調表示するには、画面上で 1 本指で左または右にスワイプします。タップすると、強調表示された項目が選択さ
れます。

VoiceOver を使って Apple Watch を設定する
1 Apple Watch の電源が入っていない場合は、デジタルクラウンの下にあるサイドボタンを長押しして電源を入れ
ます。

2 Apple Watch で、デジタルクラウンをトリプルクリックして VoiceOver をオンにします。
3

画面上で右または左にスワイプし、言語を選択してから、言語をダブルタップして選択します。

4

右にスワイプして「ペアリングを開始」ボタンを強調表示してから、ダブルタップします。

「設定」＞「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」と選択して「VoiceOver」をオンにし
5 iPhone で、
ます。

6

「Apple Watch」 App を開くには、iPhone のホーム画面に移動し、右にスワイプして「Apple Watch」 App
を選択してから、ダブルタップします。

7 iPhone をペアリングできる状態にするには、右にスワイプして「ペアリングを開始」ボタンを選択してから、ダブ
ルタップします。
「Apple Watch をカメラに向けてください」という画面が表示されます。

8

自動でペアリングするには、iPhone のカメラを約

15 センチの距離から Apple Watch に向けます。

ペアリングの確認メッセージが聞こえた場合は、手順

14 に進みます。ペアリングできなかった場合は、手順 9 〜

13 に従って手動でペアリングすることができます。
9

右にスワイプして「Apple Watch と手動でペアリングする」ボタンを選択してから、ダブルタップします。

10 Apple Watch で Apple Watch ID を確認します。右にスワイプして「Apple Watch を手動でペアリングする方
法に関する情報」ボタンを選択してから、ダブルタップします。右に 1 回スワイプすると、
「Apple Watch 52345」
のように、お使いの Apple Watch の一意の ID が読み上げられます。
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11 iPhone で、お使いの Apple Watch を選択します。Apple Watch に表示された Apple Watch ID と同じ ID が
読み上げられるまで右にスワイプしてから、ダブルタップします。

12

ペアリングコードを入手するには、Apple Watch で 6 桁のペアリングコードが再生されるまで右にスワイプします。

13 Apple Watch で入手したペアリングコードを、キーボードを使って iPhone に入力します。
ペアリングが成功すると、
「Apple Watch のペアリングが完了しました」というメッセージが再生されます。ペアリ
ングできなかった場合は、タップして通知に応答すると、Apple Watch と iPhone の「Apple Watch」 App が
リセットされるので、もう一度やり直すことができます。

14

ペアリングが完了したら、iPhone で右にスワイプして「Apple Watch を設定」ボタンを選択してから、ダブルタッ
プします。

15

装着する腕を選択するには、「装着する腕」画面で右にスワイプして「左」または「右」を選択してから、ダブル
タップします。

16

利用条件を確認し、
「利用条件」画面で右にスワイプして「同意する」を選択してから、ダブルタップします。表示
される通知内の「同意する」を選択し、ダブルタップします。

17 Apple ID のパスワードを入力するには、右にスワイプして「パスワードを入力」ボタンを選択し、ダブルタップして
から、iPhone で使用している Apple ID のパスワードを入力します。その後、キーボードの右下隅にある Return
キーをダブルタップします。

18

「位置情報サービス」のオプションを選択するには、スワイプして目的の項目に移動してから、ダブルタップします。

19

「Siri」のオプションを選択するには、スワイプして目的の項目に移動してから、ダブルタップします。

20 Apple Watch 用のパスコードを作成するには、「パスコード」画面で右にスワイプして「パスコードを作成」を選
択してから、ダブルタップします。Apple Watch で、任意の 4 桁のパスコードを入力してから、確認のために再度
同じものを入力します。画面上で指でスワイプ、タップ、またはドラッグして数字を選択してから、ダブルタップし
ます。

21 Apple Watch で、iPhone のロックを解除したときに Apple Watch のロックも解除するかどうかを選択します。
22 Apple Watch に追加の App をインストールするかどうかを選択するには、iPhone でスワイプして「すべてをイ
ンストール」または「後で選択」を強調表示してから、ダブルタップします。

Apple Watch が iPhone と同期されます。これには少し時間がかかります。iPhone でスワイプして「同期中」
を選択すると、進行状況が読み上げられます。「同期が完了しました」というメッセージが再生されると、Apple

Watch が使用できるようになり、文字盤が表示されます。左または右にスワイプして、文字盤の機能をブラウズし
てみましょう。Apple Watch での VoiceOver の使いかたについては、75 ページの VoiceOver を参照してくだ
さい。

VoiceOver を使って Apple Watch の基本的な操作を実行する
文字盤を変更する： 現在の文字盤を表示しているときに画面を強く押してから、2 本指で左または右にスワイプ
すると、利用可能な文字盤をブラウズできます。使いたい文字盤が見つかったら、文字盤をダブルタップして選択
します。
文字盤をカスタマイズする： 文字盤を表示しているときに画面を強く押し、下にスワイプして「カスタマイズ」を選
択してから、ダブルタップします。左または右にスワイプして、カスタマイズ可能な機能をブラウズします。デジタル
クラウンを回して、選択した機能をカスタマイズします。完了したら、デジタルクラウンを押してから、文字盤をダ
ブルタップして変更を保存します。
通知を確認する： 文字盤を表示しているときに、2 本指で下にスワイプします。
グランスを確認する： 文字盤を表示しているときに、2 本指で上にスワイプします。
手首を上げたときに時刻を読み上げる： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、
「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」と選択してから、「手首を上げて話す」をオンにします。
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App を開く： 文字盤を表示しているときに、デジタルクラウンを 1 回押してホーム画面に移動します。指で左また
は右にスワイプ、タップ、またはドラッグして App を強調表示してから、ダブルタップして開きます。または、Siri
にお願いして App を開くこともできます。デジタルクラウンを長押ししてダブルタップを感じたら、
「＜ App 名＞を
起動」と言います（たとえば「メールを起動」）。
メールを読む： 文字盤を表示しているときに、デジタルクラウンを 1 回押してホーム画面に移動します。スワイプし
て「メール」を強調表示してから、ダブルタップします（またはデジタルクラウンを長押ししてから、Siri に「メー
ルを起動」と指示します）。「メール」 App が開いたら、左右にスワイプするとメッセージを読むことができます。

ズーム機能
ズーム機能を使うと、Apple Watch の画面上の項目を拡大できます。
を開いてから、「一般」＞「アクセシビリティ」＞
ズーム機能をオンにする： Apple Watch で「設定」 App
「ズーム機能」をオンにします。iPhone を使って Apple Watch の「ズーム機能」をオンにすることもできます。
「マイウォッチ」をタップし、
「設定」をタップしてから、
「一般」＞「ア
iPhone で「Apple Watch」 App を開き、
クセシビリティ」の「ズーム機能」のオプションをタップします。または、アクセシビリティショートカットを使用しま
す。75 ページのアクセシビリティショートカットを参照してください。
拡大／縮小する： 2 本指で Apple Watch の画面をダブルタップします。
移動する（パンする）
： 2 本指で画面をドラッグします。デジタルクラウンを回すことでも、ページ全体を上下左右に
パンできます。ページ上のどこが表示されているかは、小さな「ズーム機能」ボタンで確認できます。
パンではなく、デジタルクラウンの通常の機能を使う： 2 本指で画面を 1 回タップすると、パンの機能と、「ズーム
機能」がオンでないときのデジタルクラウンの通常の機能（リストのスクロールや地図の拡大など）とが切り替わり
ます。
拡大率を調整する： 2 本指でダブルタップして押さえたままにしてから、画面上で指を上または下にドラッグします。
拡大率を制限するには、iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「一般」＞「ア
クセシビリティ」＞「ズーム機能」と選択してから、「最大ズームレベル」スライダをドラッグします。
設定中に「ズーム機能」を使う： Apple Watch の設定中に

2 本指でトリプルタップすると、画面が見やすくなり

ます。

ボタンのオン／オフラベル
ボタンラベルをオンにすると、ボタンの位置を示す追加のインジケータが表示されます。ラベルがオンのときは、オ
ンになっているすべてのオプションに「1」が表示され、オフになっているオプションには「0」が表示されます。
を開いてから、
「一般」＞「アクセシビ
オン／オフボタンにラベルを追加する： Apple Watch で「設定」 App
リティ」＞「オン / オフラベル」をオンにします。iPhone を使って Apple Watch のラベルをオンにすることもで
きます。iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「一般」＞「アクセシビリティ」
と選択してから、「オン / オフラベル」をオンにします。

モノラルオーディオおよびオーディオバランス
左右のオーディオ信号を合成した信号を、Apple Watch に接続されているスピーカーまたはヘッドフォンの両方の
オーディオチャンネルから出力したい場合は、
「モノラルオーディオ」をオンにします。また、Apple Watch のオー
ディオの左右のバランスを調整したり、ステレオまたはモノラルを選択したりできます。
モノラルオーディオに切り替える： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、
「一般」＞「アクセシビリティ」と選択してから、「モノラルオーディオ」をオンにします。
バランスを調整する：「モノラルオーディオ」設定の下にあるスライダをドラッグします。
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文字を太くする
フォントフェイスを太字にして、Apple Watch 上のテキストを読みやすくすることができます。
を開き、
太字のテキストを使用するように Apple Watch を設定する： Apple Watch で「設定」 App
「一般」＞「アクセシビリティ」
と選択してから、
「文字を太く」をオンにします。変更を有効にするには、Apple Watch
を再起動する必要があります。iPhone を使って Apple Watch の「文字を太く」をオンにすることもできます。

iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップし、「一般」＞「アクセシビリティ」と選択し
てから、「文字を太くする」をオンにします。

テキストサイズ
Apple Watch 上の領域のうち、Dynamic Type 機能をサポートしている領域（「設定」 App など）では、表示
されるテキストのサイズを調整できます。
を開き、「明るさとテキストサイズ」＞「テキストサイ
テキストサイズを調整する： Apple Watch で「設定」
ズ」と選択してから、デジタルクラウンを回して調整します。

Siri
Siri はさまざまな場面でサポートしてくれます。Siri にお願いをしてみましょう。
Siri にサポートをお願いする：デジタルクラウンを長押しします。振動を感じたり、画面下部に音波が表示されたり
したら、リクエストを伝え、デジタルクラウンを離します。リクエストの内容を言い換えたり、新しいことをお願いし
たりするには、もう一度デジタルクラウンを長押しして、内容を伝えてから、デジタルクラウンを離します。完了した
ら、デジタルクラウンを押して Siri を閉じます。

「どんなことができますか？」
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安全、取り扱い、およびサポート

安全性に関する重要な情報
警告：以下の安全性に関する指示を守らないと、火災、感電、負傷、または

Apple Watch その他の物品の破

損を招くおそれがあります。Apple Watch をお使いになる前に、以下の安全性に関する情報をすべてお読みく
ださい。
取り扱い

Apple Watch はていねいに取り扱ってください。Apple Watch のケースには、以下を含むさまざまな

素材が使用されています：
•

Apple Watch：316L ステンレス・スチール、サファイアクリスタル、セラミック

•

Apple Watch Sport：7000 シリーズアルミニウム、Ion-X ガラス（強化ガラス）、プラスチック

•

Apple Watch Edition：18 カラットゴールド、サファイアクリスタル、セラミック

Apple Watch には精密な電子部品が含まれているため、落としたり、燃やしたり、穴を空けたり、割ったりすると
Apple Watch は使用しないでください。たとえば、画面が割れたり、浸水し

損傷する場合があります。損傷した

ているのが見えたり、バンドが破損したりしている状態のものは使用しないでください。負傷を引き起こすおそれが
あります。大量のほこりや砂に触れないようにしてください。
修理

Apple Watch を解体しないでください。また、ご自身で修理しようとしないでください。Apple Watch を解

体すると、本体が損傷したり、防水性能が失われたり、ご自身が負傷したりするおそれがあります。Apple Watch
が損傷したり、故障したりした場合は、Apple または

Apple 正規サービスプロバイダにお問い合わせください。

サービスについて詳しくは、www.apple.com/jp/support/watch/service/faq を参照してください。
バッテリー

Apple Watch のバッテリーを自分で交換しようとしないでください。バッテリーが損傷して過熱や負傷

を引き起こすおそれがあります。Apple Watch のリチウムイオンバッテリーの修理は、必ず Apple または正規サー
ビスプロバイダに依頼してください。バッテリーの修理の依頼時には、それまで使用していた元のデバイスと新品の

Apple Watch を交換できる場合もあります。不要になったバッテリーは、リサイクルするか、家庭のごみとは分け
て廃棄してください。バッテリーを焼却処分しないでください。バッテリーの修理およびリサイクルについて詳しく
は、www.apple.com/jp/batteries/service-and-recycling を参照してください。
注意散漫 状況によっては、Apple Watch の使用によって注意力が低下し、危険な状況におちいる場合があります
（たとえば、車の運転中にテキストメッセージを送信したり、自転車に乗っているときにヘッドフォンを使用したりし
ないでください）。携帯電話やヘッドフォンの使用を禁止または制限している規定を守ってください（たとえば、運
転中に電話をかける場合は、ハンズフリー機能を使わなければならないなど）。
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移動 「マップ」、経路、および位置情報を利用する App は、データサービスに依存します。これらのデータサービ
スは変更される可能性があり、すべての地域で利用できるわけではないため、マップ、経路、または位置情報に基
づく情報が利用できなかったり、不正確であったり、不完全であったりする可能性があります。「マップ」の機能の
中には、位置情報サービスが必要なものもあります。Apple Watch に表示された情報と周囲の状況を比較して、
矛盾している場合は実際の標識に従ってください。完全に集中する必要があるアクティビティをしている間は、これ
らのサービスは使用しないでください。Apple Watch を使用している地域の標識や法律および規制に常に従って
ください。また常に常識に従って行動してください。
充電 Apple Watch を充電するときは、Apple Watch 磁気充電ケーブルと同梱の電源アダプタのみを使用して
ください（Apple Watch

Edition の場合は、同梱の Apple Watch 磁気充電ケースとケーブル、または同梱
Apple Watch 磁気充電ケーブルのみを使用してください）。また、MFi ロゴの付いた他社製の Lightning
ケーブルおよび 5W の電源アダプタであれば使用できます。充電中は、Apple Watch、Apple Watch 磁気
充電ケーブル、および電源アダプタを通気性のよい場所に置いておくことが重要です。Apple Watch Edition
を Apple Watch 磁気充電ケースに入れて充電するときは、ケースを開けた状態で充電してください。損傷し
た Apple Watch 磁気充電ケーブルまたは Apple Watch 磁気充電ケースを使用したり、湿気の多い場所で充
電すると、火災、感電、負傷、または Apple Watch その他の物品の破損を招くおそれがあります。充電する
前に、Apple Watch と Apple Watch 磁気充電ケーブルまたは Apple Watch 磁気充電ケースが乾燥してい
ることを確認してください。Apple Watch 磁気充電ケーブルまたは Apple Watch 磁気充電ケースを使用して
Apple Watch を充電するときは、USB プラグがアダプタにしっかりと差し込まれていることを確認してから、ア
ダプタを電源コンセントに接続してください。直射日光下で Apple Watch を充電しないでください。充電中は
Apple Watch を装着しないでください。
の

Lightning ケーブルおよびコネクタ Lightning - USB ケーブルが電源に接続されているときは、肌がコネクタに
長時間触れないようにしてください。不快な症状が出たり、負傷したりするおそれがあります。Lightning コネク
タの上に寝たり座ったりしないようにしてください。
高温への長時間の曝露

Apple Watch、Apple Watch 磁気充電ケーブル、Apple Watch 磁気充電ケース、お

よび電源アダプタは、該当する表面温度規格および制限に準拠しています。ただし、これらの制限内であっても、
高温の表面に長時間触れていると、不快な症状が出たり、負傷したりするおそれがあります。Apple Watch、

Apple Watch 磁気充電ケーブル、Apple Watch 磁気充電ケース、および電源アダプタは、電源に接続すると熱
を持ちます。Apple Watch、Apple Watch 磁気充電ケーブル、Apple Watch 磁気充電ケース、または電源ア
ダプタが電源に接続しているときは、常識に従って、肌がそれらに長時間接触しないようにしてください。たとえば、

Apple Watch を充電しているときや、Apple Watch 磁気充電ケーブル、Apple Watch 磁気充電ケース、また
は電源アダプタが電源に接続されているときは、それらの上に寝たり、毛布、枕、または身体の下にそれらを置か
ないでください。体に触れる熱を感じにくい身体状態にある方は、特に注意してください。Apple Watch が不快
感を覚えるほどに熱くなった場合は、Apple Watch を外してください。
聴覚の損傷 大音量で音を聴いていると聴覚を損なうおそれがあります。継続的に大音量で音を聴いていること以
外に、周囲の騒音によっても、音が実際の音量よりも小さく感じられる場合があります。Bluetooth 接続のヘッド
セットを耳に装着する際には、先にオーディオを再生して音量を確認するようにしてください。聴覚の損傷について
詳しくは、www.apple.com/jp/sound を参照してください。
警告：聴覚の損傷を避けるため、長時間にわたって大音量で音を聴かないようにしてください。
高周波曝露

Apple Watch はワイヤレスネットワークとの接続に無線信号を使用します。無線信号から発生する高

周波（RF）エネルギーの情報と、高周波エネルギーへの曝露を最小限に抑えるための手段については、iPhone で
「Apple Watch」 App を開き、
「マイウォッチ」をタップしてから、
「一般」＞「情報」＞「法律に基づく情報」＞
「高周波曝露」と選択するか、www.apple.com/jp/legal/rfexposure にアクセスしてください。
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高周波干渉 電子機器の使用を禁止または制限している標識や通知に従ってください（医療機関や発破現場など）。

Apple Watch、Apple Watch 磁気充電ケーブル、および Apple Watch 磁気充電ケースは、高周波放射を管
理する規制に準拠するよう設計、検査、および製造されていますが、Apple Watch、Apple Watch 磁気充電
ケーブル、および Apple Watch 磁気充電ケースからの高周波放射がほかの電子機器の動作に悪影響をおよぼ
し、動作不良を引き起こす場合があります。使用が禁止されている場合（飛行機の機内など）や、当局から指示さ
れた場合は、Apple Watch 磁気充電ケーブルおよび

Apple Watch 磁気充電ケースの接続を解除するとともに、

Apple Watch の電源を切るか、「機内モード」にしてください。
Apple Watch には電磁場を発生させる部品および無線送信機が含まれています。Apple
Watch、一部のバンド、Apple Watch 磁気充電ケーブル、および Apple Watch 磁気充電ケースには、磁石が含

医用電気機器への干渉

まれています。こうした電磁場や磁石はペースメーカーや除細動器などの医用電気機器と電波干渉を起こすことが
あります。医用電気機器と Apple Watch、そのバンド、Apple Watch 磁気充電ケーブル、および

Apple Watch

磁気充電ケースとの間には、安全な距離を保ってください。お使いの医用電気機器に特有の情報については、医師
および医用電気機器メーカーにお問い合わせください。Apple Watch、Apple Watch のバンド、Apple Watch
磁気充電ケーブル、および

Apple Watch 磁気充電ケースが、ペースメーカーや除細動器などの医用電気機器に

干渉している疑いがある場合は、それらの使用を停止してください。
医用電気機器ではありません

Apple Watch、心拍数センサー、および内蔵されている Apple Watch の各 App

は、医用電気機器ではありません。フィットネス目的での使用のみを想定しています。それらは、病気やその他の症
状の診断、または病気の治癒、緩和、治療、予防における使用には適合していません。
病状

Apple Watch を使って運動プログラムを開始または変更する前に、医師に相談してください。運動中は十分

に注意し、異変に気を付けてください。痛みを感じたり、朦朧としたり、めまい、疲れ、息切れを感じたりした場
合は、すぐに運動を中止してください。運動をする場合は、運動に関連した一切の固有リスク（運動に起因する怪
我を含む）を負うこととします。病状（てんかん発作、意識喪失、眼精疲労、頭痛など）があり、こうした病状に

Apple Watch が影響するおそれがあるとご自身が判断する場合は、Apple Watch を使用する前に医師に相談し
てください。
爆発性の空気 高レベルの引火性の化学薬品、ガス、または粉じん（穀物粉じん、ちり、金属粉など）が空気に含
まれる場所など、爆発性の空気がある場所で Apple Watch を充電したり使用したりすることは、危険な場合があ
ります。すべての標識および指示に従ってください。
重大な被害をもたらす行為

Apple Watch は、本機器の故障によって死傷、人的損傷、または環境上の深刻な損

傷をもたらす状況における使用には適合していません。
窒息の危険性

Apple Watch バンドにより、幼児の窒息事故が生じる危険性があります。これらのバンドは、小さ

なお子様の手の届かないところで使用および保管してください。
皮膚感作性 使用者によっては、宝飾品や時計などの着用物が肌に長時間触れた場合、それらに使用されている物
質に対して過敏性の反応が起きる場合があります。こうした反応は、アレルギー、環境要因、石けん、汗などの刺
激物への長時間の接触、またはその他の原因によるものである可能性があります。アレルギーなどの過敏症をお持
ちの方は、ウェアラブルデバイスによって炎症が起きる可能性が高くなる場合があります。皮膚感作性をお持ちであ
ることが分かっている場合は、Apple Watch を着用する際に特に注意してください。Apple Watch を着用すると
きにきつく締めすぎると、炎症が起きる可能性が高くなる場合があります。皮膚を覆いすぎないように、定期的に

Apple Watch を取り外してください。Apple Watch とバンドを清潔に保ち、乾燥させた状態にしておくと、皮膚
の炎症が起きる可能性が低くなります。着用している Apple Watch の周りや Apple Watch の下の肌に、赤み、
腫れ、かゆみ、その他の炎症、または不快な症状が出た場合は、Apple Watch を取り外し、再度着用する前に
医師に相談してください。症状が軽減した後でも、継続的に使用すると、新たに炎症が起きたり、炎症の程度が悪
化するおそれがあります。

Apple Watch、スペースグレイの Apple Watch Sport、一部の Apple Watch バンドのステンレス・スチール、
Apple Watch とバンドのマグネット部分にはニッケルが含まれています。これらの素材からニッケルが露出

および

する可能性は低いですが、ニッケルアレルギーをお持ちであることが分かっている方は、アレルギー反応が起きない
ことを確認できるまで、着用の際に注意するようにしてください。

第 22 章

安全、取り扱い、およびサポート

82

Apple Watch、ミラネーゼループ、モダンバックル、レザーループの各バンドには、接着剤に由来するメタクリレー
トが微量に含まれています。メタクリレートは、肌に触れる多くの消費者製品（接着性の包帯など）に一般的に含
まれていますが、メタクリレートに対して過敏症が生じたり、経過とともに過敏症を発症したりする可能性がある方
もいます。Apple Watch や上記のバンドからメタクリレートが露出する可能性は低いですが、メタクリレートアレル
ギーをお持ちであることが分かっている方は、これらのバンドによってアレルギー反応が起きないことを確認できる
までは、バンド着用の際に注意するようにしてください。

Apple Watch および Apple Watch バンドに使用されている物質は、米国消費者製品安全委員会が定める宝飾
品に関する基準、該当する欧州の規制、およびその他の国際基準を満たしています。

取り扱いに関する重要な情報
液体との接触

Apple Watch は防水性能を有していますが、完全防水ではありません。たとえば、運動中（汗が

触れるのは問題ありません）や雨の中、または手を洗うときなどは、Apple Watch を着用して使用しても問題あ
りません。Apple Watch に水がかかった場合は、けば立たない非研磨性の布を使って水分をふき取ってください。
以下の物質は、Apple Watch にできる限り触れないようにしてください。これらの物質が

Apple Watch に触れ

た場合は、「清掃と手入れ」セクションの指示に従ってください：
• 石けん、洗剤、酸、酸性の食品、および真水以外の液体（海水／塩水、石けん水、プールの水、香水、防虫

剤／虫よけスプレー、ローション、日焼け止め、油、接着剤落とし、ヘアカラーリング剤、溶剤など）。

Apple Watch を水に浸すことはお勧めできません。Apple Watch は、IEC 規格 60529 の IPX7 等級の防水性
能を有しています。レザーバンドに防水性能はありません。防水性能は永続的に維持されるものではありません。ま
た、Apple Watch は、防水性能に関して再検査したり、密閉し直したりすることはできません。Apple Watch の
防水性能が損なわれる可能性があるため、以下のことは行わないでください：
•

Apple Watch を落としたり、その他の衝撃を加えたりすること。

• 長時間
•

Apple Watch を水中に沈めること。

Apple Watch を装着したまま水泳をしたり、浴槽につかったりすること。

• 圧力のかかった水や高速の水を

Apple Watch にかけること（シャワー、水上スキー、ウェイクボード、サーフィ

ン、ジェットスキーなど）。
•

Apple Watch を装着したままサウナやスチームルームを利用すること。

Apple Watch は清潔に保ち、乾燥した状態を保ってください。ワークアウトの後や汗を多くかいた
後は、Apple Watch、バンド、および肌の汚れをふき取り、乾燥させてください。Apple Watch およびバンドに
清掃と手入れ

真水がかかった場合は、しっかりと乾燥させてください。土、砂、化粧品、インク、石けん、洗剤、酸、酸性の食
品など、汚れや損傷の原因となる物質が

Apple Watch に付着した場合や、真水以外の液体や皮膚感作性を引き

起こす可能性のある液体（汗、海水／塩水、石けん水、プールの水、香水、防虫剤／虫よけスプレー、ローション、

Apple Watch にかかった場合は、Apple
Watch を清掃してください。Apple Watch およびバンドのカラーは、個体差がある場合があり、時間とともに色

日焼け止め、油、接着剤落とし、ヘアカラーリング剤、溶剤など）が
あせる可能性があります。

Apple Watch の清掃方法：
•

Apple Watch の電源を切ります。サイドボタンを長押ししてから、「電源オフ」スライダを右にドラッグします。

• バンド・リリース・ボタンを押しながら、バンドを取り外します。85 ページのバンドを取り外す／交換する／装着

するを参照してください。
• けば立たない非研磨性の布を使って、Apple

Watch の汚れをふき取ります。必要であれば、布を真水で湿らせ

ても構いません。
• けば立たない非研磨性の布を使って、Apple
•

Watch の水分をふき取ります。

Apple Watch Edition（ゴールド）モデルは、定期的に清掃することで最も魅力を発揮します。特に
Apple Watch Edition を保管する前には、けば立たない非研磨性の布を使って、表面の油、香水、ローション
などの物質を拭き取ってください。
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Apple Watch の手入れにあたっては、以下のことはお勧めできません：
• 充電中は

Apple Watch を清掃しないでください。

•

Apple Watch やバンドの乾燥には、外部の熱源（ヘアドライヤーなど）を使用しないでください。

•

Apple Watch の清掃には、清掃用品やエアダスターは使用しないでください。

Apple Watch の前面は Ion-X ガラス（強化ガラス）製またはサファイアクリスタル製で、どちらも指紋が目立ちに
くい疎油性（はつ油）コーティングが施されています。このコーティングは普通に使用していても次第に摩耗してい
きます。清掃用品や研磨剤を使用すると、コーティングの劣化を早め、ガラスまたはサファイアクリスタルに細かい
傷が付くおそれがあります。
ボタン、デジタルクラウン、コネクタ、およびポートの使用

Apple Watch のボタンおよびデジタルクラウンに過度

に力を加えたり、充電コネクタをポートに無理に押し込んだりしないでください。本体が破損するおそれがあります。
この場合は有償修理になります。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、それらの形状が一致していない
可能性があります。ポートに障害物がないこと、およびコネクタとポートの形状が一致していることを確認し、ポー
トに対して正しい向きでコネクタを差し込んでください。
使用方法によっては、ケーブルがほつれたり破損したりすることがあります。充電器に取り付けられているケーブル
は、その他の金属製のワイヤやケーブルと同様に、同じ個所を繰り返し折り曲げると、もろくなったり壊れやすく
なったりします。ケーブルは折り曲げず、緩やかな曲線を描くようにしてください。ケーブルおよびコネクタは、よ
じれ、破損、折れ曲がりなどの損傷がないか定期的に点検してください。もし、そのような損傷が見つかった場合
は、ケーブルの使用を停止してください。

Lightning - USB ケーブル 通常の使用で Lightning コネクタが変色することがありますが、これは異常ではあり
Lightning ケーブルまたはコネクタが熱く
なったり、Apple Watch の充電や同期ができなかったりする場合は、電源アダプタからケーブルを取り外し、けば
立たない非研磨性の乾いた布で Lightning コネクタを清掃してください。液体や清掃用品を使って Lightning コ

ません。埃、くず、湿気によっても変色することがあります。使用中に

ネクタを清掃しないでください。
磁気充電ケーブルと磁気充電ケース

Apple Watch 磁気充電ケーブルおよび Apple Watch 磁気充電ケースを

定期的に使用すると、磁石面に埃やくずが触れることで、これらの充電面が変色することがあります。これは異常
ではありません。磁気充電面を清掃することで、こうした変色を軽減または防止できる場合があるほか、充電器や

Apple Watch の損傷防止に役立ちます。充電面を清掃する場合は、充電器を Apple Watch および電源アダプ
タから取り外し、湿らせた非研磨性の布で拭いてください。充電を再開する前には、けば立たない非研磨性の布を
使って水分をふき取ってください。清掃用品を使って充電面を清掃しないでください。

Apple Watch は、環境温度が 0°C 〜 35°C（32°F 〜 95°F）に保たれた場所で最適に動作し、温
45°C（-4°F 〜 113°F）に保たれた場所に保管するように設計されています。この温度範囲を超え
る場所で Apple Watch を保管または操作すると、Apple Watch が損傷したり、バッテリー駆動時間が短くなっ
たりすることがあります。温度や湿度が急激に変化する場所に Apple Watch を放置しないようにしてください。
Apple Watch の内部温度が通常の動作温度を超えると（高温の車内に放置されたり、直射日光に長時間さらされ
動作温度

度が -20°C 〜

るなど）、温度を調整するために次のことが行われます：
• 充電が遅くなったり、停止したりすることがあります。
• 画面が暗くなることがあります。
• 温度に関する警告画面が表示されることがあります。
• 一部のデータ転送が一時停止または遅延することがあります。
• 一部の

App が閉じることがあります。
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重要：温度の警告画面が表示されている間は、Apple Watch を使用できないことがあります。Apple Watch の
内部温度を自動調整できなくなると、温度が下がるまで「省電力モード」またはディープスリープ状態になります。

Apple Watch を再度使用する前に、Apple Watch を直射日光の当たらない、涼しい場所に移動して数分待って
ください。詳しくは、support.apple.com/kb/H2101 を参照してください。
磁石 キーカードおよびクレジットカードは、Apple Watch、バンド、Apple Watch 磁気充電ケーブル、および
Apple Watch 磁気充電ケースに近付けないでください。

バンドの手入れに関する情報
Apple ブランドまたは Apple 認定のバンド以外は使用しないでください。
バンドの清掃方法 バンドは、Apple Watch から取り外して清掃してください。次の バンドを取り外す／交換する
／装着するを参照してください。
バンドの革の部分は、けば立たない非研磨性の布を（必要であれば）少量の真水で湿らせて、汚れをふき取ってく
ださい。清掃後は、バンドをしっかりと空気乾燥させてから、Apple Watch に再度取り付けてください。レザーバ
ンドを直射日光に当てたり、高温または多湿の環境に置いたりしないでください。レザーバンドは水に浸さないでく
ださい。レザーバンドに防水性能はありません。
その他のすべてのバンドおよびバックルは、
けば立たない非研磨性の布を（必要であれば）少量の真水で湿らせて、
汚れをふき取ってください。けば立たない非研磨性の布でバンドの水分をしっかりとふき取ってから、Apple Watch
に再度取り付けてください。

バンドを取り外す／交換する／装着する
バンドの取り外し、交換、および装着の際は、以下の一般的な指示に従ってください。各バンドに関する指示につ
いては、このセクションの後半にあります。交換する場合は、同じサイズのバンドと交換するようにしてください。各
バンドは、Apple Watch のサイズに合わせて設計されています。異なるサイズのバンドを入れ替えて使用すること
はできません。一部のタイプのバンドは、特定のサイズの
バンドを交換する：

Apple Watch 向けにしか製造されていません。

Apple Watch のバンド・リリース・ボタンを押しながらバンドを横にスライドさせて外し、新

しいバンドをスライドして取り付けます。バンドを取り付け口に無理に押し込まないでください。バンドの取り外しや
取り付けがうまくいかない場合は、再度バンド・リリース・ボタンを押してください。

バンド・リリース
・ボタン

バンドを装着する： 各機能が最適に動作するように、Apple Watch は手首に密着させて装着してください。
手首検出、振動による通知、および心拍数センサーなどの機能をできるだけ正確に機能させるには、Apple Watch
の背面が皮膚に接触している必要があります。きつすぎたり緩すぎたりせず、皮膚を覆いすぎないように

Apple Watch をほどよくフィットさせて装着すれば、快適に過ごせるだけでなく、センサーを正しく機能させるこ
とができます。ワークアウト中は Apple Watch のバンドを締めて、完了したらバンドを緩めることをお勧めします。
また、センサーが機能するのは、Apple Watch を手首の上側に装着したときのみです。
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クラシックバックル
ステンレス・スチールまたは

18 カラットゴールドの部品が付いた革が使用されています。

レザーループ
ステンレス・スチールの部品が付いた革が使用されています。42

mm のサイズの Apple Watch にしか取り付け

られません。磁石が含まれます。磁石について詳しくは、80 ページの安全性に関する重要な情報の「医用電気機
器への干渉」を参照してください。

リンクブレスレット
ステンレス・スチールが使用されています。
重要：外したりサイズを調整したりする場合は、まずクイック・リリース・ボタンを押してリンクブレスレットを 2 つ
に分離してください。
サイズを調節する

ブレスレットの内側のクイック・リリース・ボタンを
押してから、リンクを引いて取り外します。取り外し
たリンクは、リンクポーチに入れて保管してください。

バンドを変更する

ブレスレットの内側のクイック・リリース・ボタンを
押してから、リンクを引き離します。バンド・リ
リース・ボタンを押しながらバンドを横にスライドさせ
て外し、新しいバンドをスライドして取り付けます。

ミラネーゼループ
ステンレス・スチールが使用されています。磁石が含まれます。磁石について詳しくは、80 ページの安全性に関す
る重要な情報の「医用電気機器への干渉」を参照してください。
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モダンバックル

18 カラットゴールドの部品が付いた革が使用されています。38 mm のサイズの
Apple Watch にしか取り付けられません。磁石が含まれます。磁石について詳しくは、80 ページの安全性に関す

ステンレス・スチールまたは

る重要な情報の「医用電気機器への干渉」を参照してください。
サイズを調節する

レザーバンドを押し上げてから、
左右にスライドさせて別の穴を選
びます。

スポーツバンド
ステンレス・スチールまたは

18 カラットゴールドの部品が付いたフルオエラストマーが使用されています。

Apple Watch サポートサイト
総合的なサポート情報は、www.apple.com/jp/support/watch からオンラインで参照できます。パーソナライ
ズされたサポートをご希望の場合は（一部の地域では利用できません）、
www.apple.com/jp/support/contact
を参照してください。

Apple Watch を再起動する
機能が正しく動作しない場合は、Apple Watch およびペアリングされた

iPhone を再起動またはリセットしてくだ

さい。

Apple Watch を再起動する： Apple Watch の電源を切るには、サイドボタンをスライダが表示されるまで長押
Apple Watch の電源を入れるときは、サイドボ
タンを Apple ロゴが表示されるまで押したままにします。

ししてから、
「電源オフ」スライダを右にドラッグします。もう一度

ペアリングされている iPhone を再起動する： iPhone の電源を切るには、スリープ／スリープ解除ボタンをスライ
ダが表示されるまで長押ししてから、スライダを右にドラッグします。もう一度

iPhone の電源を入れるときは、ス

リープ／スリープ解除ボタンを Apple ロゴが表示されるまで押したままにします。

Apple Watch の電源を切ることができない場合や、問題が解決しない場合は、Apple Watch を強制的に再起動
する必要がある場合があります。強制的な再起動は、Apple Watch を再起動できない場合のみ実施してください。

Apple Watch を強制的に再起動する：サイドボタンとデジタルクラウンを、Apple ロゴが表示されるまで同時に
10 秒以上長押しします。
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Apple Watch の設定をリセットする
Apple Watch の設定をリセットする： Apple Watch のホーム画面から「設定」 App
セット」と選択してから、「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップします。

を開き、
「一般」＞「リ

リセットが完了して Apple Watch が再起動した後に、Apple Watch を iPhone とペアリングし直す必要がありま
す。iPhone で「Apple Watch」 App を開いてから、iPhone および

Apple Watch に表示される指示に従って

ください。

Apple Watch についての情報を取得する
Apple Watch についての情報を表示する： Apple Watch のホーム画面から「設定」App
「情報」と選択します。以下の情報を表示できます：

を開き、
「一般」＞

• 名前
• 曲、写真、および

App の数

• 容量と使用可能な領域
• ソフトウェアのバージョン
• モデル番号
• シリアル番号
•

Wi-Fi および Bluetooth のアドレス

•

SEID

• 法律に基づく情報

認証マークを表示するには、「設定」
これらの情報は、ペアリングされた

を開き、「一般」＞「認証」と選択します。

iPhone でも表示できます。その場合は、iPhone で「Apple Watch」 App

を開き、
「マイウォッチ」をタップしてから、
「一般」＞「情報」と選択します。一番下までスクロールして「法律に
基づく情報」をタップすると、「法律に基づく情報」、「使用許諾契約」、「保証」の内容を確認できる場所に関する
情報、および「高周波曝露」の情報を表示できます。

Apple Watch を復元する
Apple Watch が使用できなくなった場合は、
iPhone の「Apple Watch」 App を使用すれば、再度パスコードを入力できます。それでもパスコードを思い出
せない場合は、Apple Watch を復元して、パスコードをリセットしてください。復元を実行すると、Apple Watch
パスコードを忘れたり誤ったパスコードを何度も入力したために

上のコンテンツと設定が消去されますが、バックアップを使用すれば、データと設定を元に戻すことができます。詳
しくは、以下の

Apple Watch ソフトウェアをアップデートするを参照してください。

重要：「データを消去」がオンになっている場合は、パスコードの入力に

10 回失敗すると、Apple Watch 上の

データが消去されます。

Apple Watch ソフトウェアをアップデートする
Apple Watch ソフトウェアは、iPhone の「Apple Watch」 App でアップデートを確認することでアップデートで
きます。
ソフトウェア・アップデートを確認する： iPhone で「Apple Watch」 App を開き、「マイウォッチ」をタップして
から、「一般」＞「ソフトウェア・アップデート」と選択します。ソフトウェアを iPhone にダウンロードしてから、

Apple Watch で操作を続けます。
Apple Watch を使ってワイヤレスでアップデートする： Apple Watch に表示されるメッセージに従って、ソフト
ウェア・アップデートをインストールします（または必要な場合は、ソフトウェアを復元します）。
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Apple Watch をバックアップから復元する
Apple Watch のコンテンツは、ペアリングされた iPhone に自動的にバックアップされるため、その保存されてい
るバックアップから Apple Watch を復元できます。
Apple Watch のバックアップは、お使いの iPhone の iCloud
または

iTunes バックアップに含まれますが、iCloud バックアップ内の情報は表示できません。

Apple Watch をバックアップする／復元する： iPhone とペアリングすると、Apple Watch の内容が継続的
iPhone にバックアップされます。デバイスのペアリングを解除する場合は、まずバックアップが実行されます。
Apple Watch を再度ペアリングした場合や、新しい Apple Watch を入手した場合は、「バックアップから復元」
を選択し、お使いの iPhone に保存されているバックアップを選択できます。
に

Apple Watch を売却または譲渡する場合や紛失した場合
Apple Watch を売却または譲渡するときは、事前に必ず iPhone とのペアリングを解除し、コンテンツを消去
してください。iPhone と Apple Watch のすべての機能が正常に動作しており、かつ接続されている場合は、

Apple Watch のペアリングを解除することでこれを実行できます。Apple Watch を紛失したり盗難にあった場合
は、それに関連付けられているクレジットカードまたはデビットカードを削除できます。
「マイウォッチ」＞
Apple Watch と iPhone のペアリングを解除する： iPhone で「Apple Watch」App を開き、
「Apple Watch」＞「Apple Watch のペアリングを解除」とタップしてから、「＜ Apple Watch 名＞ とのペア
リングを解除」をタップします。Apple Watch は、お使いの

iCloud アカウントからも削除されます。

iPhone と Apple Watch の接続が解除されいる場合や、どちらか一方のデバイスが正常に機能していない場合
は、まず Apple Watch のコンテンツを消去してから、iPhone の「Apple Watch」 App を使ってペアリングを
解除してください（iPhone を利用できる場合）。
「一般」＞「リ
Apple Watch のコンテンツを消去する： Apple Watch のホーム画面から「設定」App を開き、
セット」と選択してから、
「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップします。その後、Apple Watch を iPhone
からペアリング解除します（iPhone を利用できる場合）。

iPhone の通信圏外にあるときに Apple Watch のコンテンツを消去しようとした場合は、iPhone の通信圏内に
戻ったときに消去されます。

Apple Watch を紛失したり盗難にあった場合に支払い用カードを削除する： Apple Watch を紛失したり盗難に
あった場合は、iCloud.com でアカウントにサインインしてカードを削除します。「設定」＞「マイデバイス」と選
択し、デバイスを選択してから、「すべてを削除」をクリックします。カード会社に電話することもできます。

詳しい情報、サービス、およびサポート
Apple Watch の安全性、ソフトウェア、およびサービスに関する詳しい情報を調べるには、以下のリソースを参照
してください。
知りたい内容

手順

Apple Watch を安全に使用する

80 ページの安全性に関する重要な情報を参照してください。

Apple Watch のサービスとサポート情報、使いかたのヒント、

www.apple.com/jp/support/watch にアクセスしてくださ

フォーラム、および Apple のソフトウェアダウンロード

い。

Apple Watch の最新情報

www.apple.com/jp/watch にアクセスしてください。

Apple ID アカウントを管理する

appleid.apple.com/ja_JP を参照してください。

iCloud を使用する

help.apple.com/icloud を参照してください。

「iTunes」を使用する

「iTunes」を開いて「ヘルプ」＞「iTunes ヘルプ」と選択しま
す。「iTunes」のオンラインチュートリアル（一部の地域では利
用できないことがあります）については、www.apple.com/
jp/support/itunes にアクセスしてください。
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知りたい内容

手順

Apple Watch のシリアル番号を確認する

Apple Watch のシリアル番号は、Apple Watch のパッケージ
に記載されています。または、Apple Watch のホーム画面から
「設定」 App

保証サービスを受ける

を開き、「一般」＞「情報」と選択します。

まず、このガイドに記載されている指示に従います。次に、

www.apple.com/jp/support/watch を参照してください。
Apple Watch の法規制に関する情報を表示する

Apple Watch のホーム画面から「設定」App

バッテリーサービス

www.apple.com/jp/batteries/service-and-recycling を

を開き、
「一

般」＞「認証」と選択します。

参照してください。

Apple Watch、Apple Watch 磁気充電ケーブル、および Apple Watch 磁気
充電ケースの FCC 準拠基準
このデバイスは

FCC 規則第 15 部に準拠しています。以下の 2 つの条件に従って動作します：（1）このデバイス

が有害な電波干渉を発生させることはない、および（2）このデバイスは、誤動作を発生させる可能性のある電波
干渉を含め、受信したあらゆる電波干渉を許容する必要がある。
参考：この装置は、テストの結果、クラス B デジタルデバイスの制限に適合し、FCC 規則第

15 部に準拠している

ことが認められました。これらの制限は、住宅への設置によって生じる有害な干渉からの適切な保護を目的として
規定されています。この装置は高周波エネルギーを発生、使用し、また放射することがあるため、指示に従って設
置および使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、干渉が生じないことが保
証される特別な設置方法はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を現に引き起こしてい
る場合（装置の電源をオン／オフすれば判別できます）、干渉を防止するため以下の

1 つまたは複数の対処方法を

試してみることをお勧めします：
• 受信アンテナの方向または位置を調整する。
• 当該装置を受信装置から遠くに設置する。
• 当該装置を、受信装置を接続している回路とは別の回路のコンセントに接続する。
• 販売店または経験豊富な無線／テレビ技術者に問い合わせる。

重要：Apple の許諾を得ることなく本製品に変更または改変を加えると、電磁両立性（EMC）および無線に準拠
しなくなり、製品を操作するための許諾が取り消されるおそれがあります。本製品は、EMC 準拠の周辺機器およ
びシステムコンポーネント間にシールドケーブルが使用されている状況で、EMC への準拠が実証されています。ラ
ジオ、テレビ、およびその他の電子機器への干渉が発生する可能性を低減するため、EMC 準拠の周辺機器および
システムコンポーネント間にシールドケーブルを使用する事が重要です。

Apple Watch、Apple Watch 磁気充電ケーブル、および Apple Watch 磁気
充電ケースのカナダ準拠基準

RSS 基準に適合しています。以下の 2 つの条件に従って動作します：
（1）このデバイスが電波干渉を発生させることはない、および（2）このデバイスは、誤動作を発生させる可能性
このデバイスはカナダ産業省ライセンス免除

のある電波干渉を含め、あらゆる電波干渉を許容する必要がある。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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Apple Watch Edition のホールマークおよび品位マーク
Apple Watch Edition のウォッチケースおよびそのバンドの金の部分には、18 カラット（1000 分の 750 の純度）
の金が使用されています。

Apple Watch Edition のホールマークおよび品位マークは、Apple Watch Edition のバンドの下に刻印されて
Edition 上でも表
を開いてから、「一般」＞「認証」と選択します。Apple Watch
示できます。ホーム画面から「設定」 App
Edition バンドのホールマークは、バンドのバックルまたはピンに刻印されています。ホールマークおよび品位マー

います。バンドを取り外すと確認できます。ホールマークおよび品位マークは、Apple Watch

クは、国によって異なる場合があります。
ホールマークおよび品位マーク：

廃棄とリサイクルに関する情報
Apple Watch の廃棄とリサイクル： Apple Watch やバッテリーは、家庭ごみとして処分しないでくださ
い。Apple Watch やバッテリーは、環境に関する地域の法律およびガイドラインに従って処分してください。

Apple およびリサイクルセンターでのリサイクルプログラムについて詳しくは、www.apple.com/jp/recycling
を参照してください。Apple における制限物質およびその他の環境に関する取り組みについて詳しくは、
www.apple.com/jp/environment を参照してください。
バッテリー交換：

Apple Watch のリチウムイオンバッテリーの交換は、Apple または正規サービスプロバイダに

依頼してください。不要になったバッテリーは、リサイクルするか、家庭のごみとは分けて廃棄してください。バッ
テリー交換サービスについて詳しくは、www.apple.com/jp/batteries/replacement-and-recycling を参照し
てください。
カリフォルニア州における充電器のエネルギー効率規則

Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti : AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台湾バッテリー基準

中国バッテリー基準
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欧州連合―廃棄に関する情報

上記のマークは、地域法および条例に従って製品やバッテリーを家庭内廃棄物から分別して廃棄しなければならな
いことを意味します。この製品が寿命に達した場合は、地方公共団体が指定する収集所にお持ちください。製品や
バッテリーを廃棄するときに分別して収集およびリサイクルすることで、天然資源の保全に役立ち、人類の健康およ
び環境を保護する方法で確実にリサイクルされます。

Union Européenne—informations sur l’élimination : Le symbole ci-dessus signifie que,
conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie
séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point
de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit
et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à
s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l’environnement.
Europäische Union – Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf
hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen
Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses
Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und
Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling
des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt
eingehalten werden.
Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in
base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati
separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di
raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua
batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il
riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.
Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten
och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med
hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts
av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand
för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil̶Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico.
Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes
ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem
da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.
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Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos
domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las
leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de
Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales,
visite www.apple.com/la/environment.

環境向上への取り組み
Apple では、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。詳しくは、
www.apple.com/jp/environment を参照してください。
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K Apple Inc.

IOS は米国その他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライ
センス許諾を受けて使用されています。

© 2015 Apple Inc. All rights reserved.
Apple、Apple ロゴ、AirPlay、Apple TV、iBooks、iMessage、iPad、 Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登
iTunes、Mac、OS X、Passbook、Safari、および Siri は、米国その他 録商標です。また、Apple Inc. のワードマークやロゴの使用は実施権に基
の国で登録された Apple Inc. の商標です。商標「iPhone」は、
アイホン づいています。
株式会社の許諾を受けて使用しています。

Apple Pay、Apple Watch、Handoff、Lightning、および Touch ID
は、Apple Inc. の商標です。
iCloud は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマーク
です。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登録商標である
場合があります。
本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上
の誤記がないことを保証するものではありません。
一部の

App は、地域によってはご利用いただけません。利用可能な App

App Store および iBooks Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
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