各部名称

充電する

FES Watch U（ウォッチ）
ベルト

充電端子

バックル

ウォッチをつける

「FES Closet」
アプリをインストールする

初めてお使いになるときは、
少なくとも約30分間充電してください。
充電中もウォッチを操作できます。
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スマートフォンを使って、
専⽤アプリ
「FES Closet」
で現在時刻の設
定や柄の追加、
また自分で柄を作ることもできます。
インストールしたアプリを起動して、
画⾯の指⽰に従って初期設定
を⾏ってください。

（a）
• ベルトの⻑さ調整が必要な場合は、
ヘルプガイドをご覧ください。
• ベルトを無理に曲げたり、
広げたり、
つぶしたりしないでください。
柄や時刻の表示に不具合が生じる場合があります。

ボタン
充電用クレードル
USB端子
充電端子

（a）
お⼿持ちのUSB ACアダプターをお使いください。

マイクロUSBケーブル

ウォッチ装着時に時刻を表⽰する
ボタンを押すと一定時間、
時刻が表
⽰されます。
専⽤アプリを使って現在時刻を設定
できます。

2

FES Closet
http://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/app/download/

ヘルプガイドで使いかたを調べる
ヘルプガイド
（Web取扱説明書）
で、
ウォッチや
「FES Closet」
アプリ
の詳しい使いかたを⾒ることができます。
http://rd1.sony.net/help/fes/feswa1/ja/

柄を変更する

F ES Watch U
FES-WA1

スタートガイド

充電が完了すると、
バッテリーアイコンが上記のように変わり
ます。

時刻を表⽰している状態でボタンを
押します。押すたびに柄が変わりま
す。
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Names of parts

Charging

Band

Installing the "FES Closet" app

Charge the watch for 30 minutes or more before first use.
You can operate the watch while charging.

FES Watch U (watch)
Charging
Terminal

Wearing the watch

Buckle

1

On a smartphone, you can adjust the time, add patterns, and
create patterns by using the "FES Closet" app.
After the installation, start the application and follow the
onscreen instructions to make initial settings.

(a)

•• For details on adjusting the band length, refer to Help Guide.
•• Do not forcibly bend, expand, or squash the band. Doing so
may cause a malfunction in the display of the pattern and time.

(a) Use your USB AC adapter.

Button
Charging Cradle
USB Port

Micro USB Cable

Displaying the time with the watch on
When the button is pressed, the
time is displayed for several
seconds.
Adjust the time using the
application of the watch.
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Charging
Terminal

Changing the pattern

FE S Wat ch U
FES-WA1
Startup Guide

When charging is completed, the battery icon changes as
shown above.

Press the button while the time is
displayed. The pattern changes
each time you press the button.

FES Closet
http://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/app/download/

Using Help Guide
Refer to Help Guide (Web manual) for detailed instructions on
the watch and "FES Closet" app.
http://rd1.sony.net/help/fes/feswa1/en/

