


＊時計画像は、WSD-F30です。

電源
ボタン

簡単操作ガイド

製品の使用準備

時計の電源ボタンを
入れます。

●  スマートフォンのBluetooth®接続をONにしてください。
●  ペアリング相手の時計を携帯電話の近く（1m以内を推奨）に置いてください。
●  代表的な画面遷移を掲載しています。画面の指示に従い操作してください。

重 要！
●「Wear OS by Google™」アプリのインストールが必要です。
●十分に時計を充電してください。

「Wear OS by Google」アプリをインストールします。1

1

スマートフォンで
Wear OS by Google

を起動します。

1

画面を
タップします。

2

Google Play開発者サービスを最新版にアップデートします。2

Googleアプリを最新版にアップデートします。3

CASIO MOMENT SETTER＋アプリをインストールします。4

スマートフォン側の操作 時計側の操作

＊Androidのみの操作です。 CASIO MOMENT SETTER+アプリのインストールを
 推奨しますが、必須ではありません。

・Android™ 4.4以上（Goエディションを除く）・iOS 9.3以上
 詳しくは取扱説明書をご覧ください。※iOS接続時には使える機能が制限されます。

製品やソフトウェアバージョンの違いなどにより画面表示や操作が本ガイドと異なる場合があります。
本ガイドでは代表的な画面表示と操作をご案内しております。

（新バージョンをお使いください。Android Wear™ 1.x用の旧バージョンは使用できません。）

対応携帯電話
（2018年12月現在）

＊

＊

＊
使用する言語を
選択します。

3

時計側

スマートフォンと時計のペアリング

重 要！

1

「設定を開始」を
タップします。

「CASIO WSD-F20」
をタップします。

2 3

ペア設定の画面が表示されたら、パスキー
を確認の上、「ペア設定」をタップします。

4

時計の詳細情報取得が
長時間続きます。

　画面には、スマートフォンの画面
に表示されている同一のパスキー
が表示されます。

5

同期させるアカウントのみをON
にして「次へ」をタップします。

6

「コピー」をタップします。

7

選択したアカウントのパスワードを
入力後、「ログイン」をタップします。

8

「完了」をタップします。
引き続き、確認の画面が出る場合は、
その内容に従って操作して下さい。

接続完了です。

9 10

時計側

アカウントのコピーは必ず行って
ください。製品にとって重要な
オートアップデートが働きません。

製品の機能を完全に動作できるよう、続けて「スマートフォンと
時計のペアリング②」で時計側の設定を行いましょう。

Android 設定

！
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スマートフォンと時計のペアリング 1 iPhone 設定

●スマートフォンのBluetooth®接続をONにしてください。
●ペアリング相手の時計を携帯電話の近く（1m以内を推奨）に置いてください。
●  画面の指示に従い操作してください。

スマートフォンで
Wear OS by Google

を起動します。

1

重 要！

！

「設定を開始」を
タップします。

2

「同意する」を
タップします。

3

「有効にする」を
タップします。

4

「OK」をタップし
ます。

5

「WSD-F20」を
タップします。

6

時計側に同一の接続用コードが表示されて
いる事を確認の上、「確認」をタップします。

8

「ペアリング」を
タップします。

7

時計に関する情報の
取得が数分続きます。

9

19

「完了」を
タップします。

接続完了です。

「ログイン」をタップします。「（アカウント名）
で続行」が表示される場合は⑮へ進みます。

10

「別のアカウントを使用」
をタップします。

11

「その他の設定」を
タップします。

12 1413 15

作成したアカウントのパスワードを入力し、
「ログイン」をタップします。引き続き、確認の

画面が出る場合は、その内容に従って操作して下さい。

画面の指示に従い入力して、
アカウントを作成します。

「（アカウント名）で続行」を
タップします。

「アカウントを作成」を
タップします。

16 17 18

製品の機能を完
全に動作できる
よう、続けて「ス
マートフォンと
時計のペアリン
グ②」で時計側
の設定を行いま
しょう。

必ず、Googleにログインかアカウント作成してください。
アカウント情報がないとオートアップデートが働きません。

簡単操作ガイド



● iPhone使用時は、Wi-Fi接続環境が必要です。

1

カシオ製アプリを最新の状態にアップデートします。2

Googleが表示する「チュートリアル」を操作します。

3 位置情報の設定を「スマートフォンと時計」にします。
「アクティビティ」「ロケーションメモリー」「ロケーション」「トラベラー」を使用しないのであれば、「位置情報」の設定は不要です。

●端末をペアリングして使える
ようになると、時計の画面に
チュートリアルが何回か表示
されます。

●OSの事前準備として、重要な
操作が含まれていますので、
一通りチュートリアルの操作
を行ってください。

電源
ボタン

時計の電源ボタンを
押します。

画面を下から上に
スワイプします。

画面を下から上に
スワイプします。

画面の表示に従って
操作してください。

「マイアプリ」のアイ
コンをタップします。

画面を上から下へスワイプ
します。アプリメニューから

「Playストア」をタップします。

画面を上から下へ
スワイプします。

更新できるアプリが一覧表示されます。
「CASIO MOMENT SETTER+」は必ず
更新します。他のアプリの更新もお勧めします。

画面を上から下に
スワイプします。

「設定」をタップします。
※ソフトウェアのバージョンによって画面が異なります。

「設定」画面で、下から上にスワイプし、
「接続」をタップします。

「位置情報」の「スマートフォンと時計」
がONになっている事を確認します。

「スマートフォンと時計のペアリング②」の手順　 に続きます。4

時計設定スマートフォンと時計のペアリング 2

※チュートリアルはソフトウェアの使い方を覚えるための機能です。

※ソフトウェアのアップデート後には「チュートリアル」は次の操作に変わります。

詳細をタップします。 画面をスワイプし表示を
確認します。逆にスワイプし
時計表示に戻ります。4方向の

全てを確認します。

電源ボタンを押してアプリ
メニューを表示します。電源
ボタンで時計表示に戻ります。

画面中央を長押しすると、
ウォッチフェイス選択画面
になります。タップして時計

表示に戻ります。

ソフトウェア
アップデート前

ソフトウェア
アップデート後

※ソフトウェアは自動的にアップデートされます。

簡単操作ガイド

＊時計画像は、WSD-F30です。



●「アクティビティ」「ロケーションメモリー」「ロケーション」「トラベラー」を使用しないのであれば、「位置情報」の権限は不要です。
●「ロケーションメモリー」を使用しないのであれば、「マイク」の権限は不要です。
● 「トラベラー」を使用しないのであれば、「カレンダー」の権限は不要です。

4 「アプリ」でカシオアプリの「権限」を全て有効にします。

5 「毎日の活動記録を保存」を有効にします。
この操作を実施しておかないと、「ツール：活動グラフ」が動作できません。

「設定」画面で、「アプリ
と通知」をタップします。

「スマートフォンと時計のペアリング②」の手順　 からの続きです。3

画面を上から下に
スワイプします。

「システムアプリ」を
タップします。

下から上にスワイプし
「アプリの権限」をタップします。

「CASIO MOMENT SETTER＋」
を探してタップします。

アプリの権限画面で「カレンダー」「マイク」
「位置情報」「連絡先」「詳細データを受け取る」
を全てONの状態にします。
（タップして、スイッチを右側にスライドします。）
※「マイク」がオートアップデート後に表示されます。

ウオッチフェイス表示で
「TOOL」ボタンを押します。

  ウオッチフェイス表示で、

を押します。

画面を右から左に
スワイプします。

「設定」を
タップします。

「毎日の活動記録を保存」を
タップし、ONの状態にします。 「承認」をタップします。

6 「毎日の位置情報を保存」を有効にします。
この操作を実施しておかないと、「ロケーションノート」でルートを表示や履歴の確認、
「また来たい」の機能を利用することができません。

画面を下から上に
スワイプします。

「設定」を
タップします。

「毎日の位置情報を保存」を
タップします。

「1分ごと」または「6分ごと」をタップします。

時計設定スマートフォンと時計のペアリング 2

簡単操作ガイド

下側のボタンWSD-F30
上側のボタンWSD-F20

上側の「MAP」ボタンWSD-F30
下側の「APP」ボタンWSD-F20

「設定」をタップします。
※ソフトウェアのバージョンによって画面が異なります。

ソフトウェア
アップデート前

ソフトウェア
アップデート後

＊時計画像は、WSD-F30です。



各種通知の設定
を行います。

「明るさの調整」「機内
モード」「設定」「マナー
モード」の設定ができます。

左右にスワイプする
と通知を消すことが
できます。

使用可能なアプリの一覧が
表示されます。

基本画面遷移

ウオッチフェイス画面を
下から上にスワイプ

ウオッチフェイス画面
を右か左にスワイプ

ウオッチフェイス画面を
上から下にスワイプ

スマートウオッチはタッチスクリーンを
指でスワイプして操作することが可能です。

設 定

通 知

アプリメニュー

音声検索の画面が表示され
ます。

Googleアシスタント™

ウオッチフェイス設定

機内モード

設定
マナーモード

明るさの調整

電源
ボタン

タッチ
スクリーン

ワン
プッシュ

2秒
長押し

ウオッチフェイス表示カシオ オリジナル ウオッチ
フェイスが搭載されており、
自由に切り替えて楽しむこと
ができます。

※詳しくは、「オリジナルウオッチ
フェイスの変更／追加」をご参照
ください。

※詳しくは、「アプリの起動／追加」
をご参照ください。

※詳しい説明は、「音声基本操作」
をご参照ください。

ソフトウェアアップデート前

簡単操作ガイド

＊時計画像は、WSD-F20です。



基本画面遷移

Googleアシスタント情報
Googleアシスタントの
情報が表示されます

各種の設定を行います設 定 Google Fit™
Goog le  F i tアプリへ
遷移するための画面が
表示されます

カシオ オリジナル ウオッチ
フェイスが搭載されており、
自由に切り替えて楽しむこと
ができます。

ウオッチフェイス設定

※詳しくは、「オリジナルウオッチ
フェイスの変更／追加」をご参照
ください。

アプリメニュー

Googleアシスタント

使用可能なアプリの一覧が
表示されます。

※詳しくは、「アプリの起動／追加」
をご参照ください。

音声検索の画面が表示され
ます。

※詳しい説明は、「音声基本操作」
をご参照ください。

画面を長押し

ワン
プッシュ

2秒
長押し

電源
ボタン

通 知 各種の通知が表示されます。

左右にスワイプすると通知
を消すことができます。

ソフトウェアアップデート後

スマートウオッチはタッチスクリーンを指でスワイプして操作することが可能です。

タッチ
スクリーン

ウオッチフェイス表示

左から右
にスワイプ

右から左
にスワイプ

上から下に
スワイプ

下から上に
スワイプ

着信音を鳴らす

設定

バッテリーセーバー
機内モード
マナーモード

明るさ

シアター
モード

簡単操作ガイド

＊時計画像は、WSD-F30です。



音声基本操作 

サポートされる機能は、プラットフォーム、

デバイス、および国によって異なります。

メールやSNS送信は、iPhone（iOS）で

はご利用いただけません。

本機に向かって声で指示することで、
例えば次のようなことができます。

● メモを作成する、リマインダー、アラーム、

タイマーを設定する
● 予定を確認する
● メールやSNSを返信する
● 天気やスポーツ、映画などの情報を調べる
● 言葉の意味を調べたり、通過換算する

ワン
プッシュ

長押し

ウオッチフェイス表示中で、
電源ボタンをワンプッシュ
します。

Playストアのカテゴリ画面で
「Wear OS by Google」を
選択します。

起動したいアプリを
タップします。

カテゴリ画面

アプリの起動／追加

アプリを 起 動 す る

スマートフォン側からの操作 時計側からの操作

1

1

2

「Playストア」をタップして
お好きなアプリを時計にイン
ストールしてください。

お好きなアプリをインス
トールしてください。

2

アプリを 追 加 す る

アプリを追加するには、スマートフォンと時計の両方で、インストールの
操作が必要となります。(アプリによっては、スマートフォン側のインストール
が不要なものもあります。）

アプリを長押しすると　　がついて、優先的に先頭
にすることができます。

ボタンを押さなくても、「OK, Google」と話しかけても操作できます。
（「OK Google」を有効にするには「設定」＞「カスタマイズ」
＞「『OK Google』の検出」をONにする必要があります。）

ウオッチフェイス
表示

ウオッチフェイス表示中に、画面を左から右へスワイプ
するか、電源ボタンを2秒以上長押しします。

アラームを設定する場合 〈午前7時に一回限りのアラームを設定する〉 

「マイク」の表示を
タップします。

「午前7時にアラーム
設定」と発声してください。

設定時刻になるとアラーム画面
とバイブレーションでお知らせ
します。

午前7時に
アラーム設定

※本機のアラームは、音が鳴りません。

マイク

1 2

3 4

App

簡単操作ガイド

＊時計画像は、WSD-F30です。

2秒以上
長押し



ウオッチフェイス
表示

「お気に入り」の
中から選択

オリジナルウオッチフェイスの変更／追加

オリジナルウオッチフェイス
カシオ オリジナル ウオッチフェイスが搭載されており、自由に切り替えて楽しむことができます。

時刻表示の背景にグラフィック
地図を表示し、訪問した場所を
色で表現。世界を踏破する喜び
を演出。

アウトドア・日常の2つのスタ
イルから選択可能。

1

1

2

NEW UPDATE

ウ オッチフェイスを 変 更 す る 「 お 気 に 入り」へ
ウ オッチフェイスを
追 加 す る（時計側）

ウォッチフェイス表示で
画面中央を長押しします。

2

「お気に入り」の中から、お好きな画面
を選択し、タップして設定します。

「他のウォッチフェイスを見る」
をタップします。

上下のスワイプでお好きな
フェイスが選択できます。

「他のウォッチフェイスを見る」から、ウオ
ッチフェイスを選択すると、「お気に入り」
に追加できます。

1 2

ウ オッチフェイスを 追 加 す る（時計側）

「他のウォッチフェイスを見る」
をタップします。

画面を下から上にスワイプし、
「他のウオッチフェイスをインストール」

をタップします。

3

追加したいウオッチフェイスを
選択し、インストールします。

watch
faces

＊時計画像は、WSD-F30です。

＊WSD-F30のみ。

＊WSD-F30の画面です。

簡単操作ガイド

日常

［ 2レイヤー ］［ フロンティア ］

［ ロケーション ］

［ トラベラー ］ ［ 世界時計 ］ ［ プレイス ］

［ マルチ ］ ［ オーセンティック ］ ［ ジャーニー ］

アウトドア



下から上にスワイプし
スタートの「      」をタップします。

「マルチタイムピースモード」
に設定されます。

設定／解除

スマートフォンと未接続でも使える機能について

これらのモードは、モノクロ液晶で時刻を表示するモードです。GPSや通信機能を停止し、非常に少ない電力しか
消費しないため、電池の消耗を極力抑えたいが時刻だけを表示させたい、という場合に便利です。

各 モ ードの 解 除

1 2

電源ボタンを約2秒間押します。 時計が再起動します。

3

ウオッチフェイス表示になります。

約2秒間
長押し 

本機がスマートフォンと接続されていない状態でも、下記の機能は利用することが可能です。
(但し、本機を初期設定し、使用できる状態にするためにはスマートフォンが必要になります。)

※本機にBluetooth®ヘッドセットが接続されており、
　音楽データがインストール済みの場合のみ

・ツール機能

・時刻や日付を確認する
・アラームを設定する

・時計を機内モードにする
・時計で音楽を聴く

詳細は「Wear OS by Google ヘルプ」をご覧ください。 https://support.google.com/wearos/
Android、 Android Wear、 Wear OS by Google 、Google、Google Fit、Googleアシスタント、およびその他のマークは、Google LLC の商標です。

簡単操作ガイド

タイムピースモード（WSD-F20）
マルチタイムピースモード（WSD-F30）

タイムピ ー ス モ ードの 設 定

1

電源ボタンをワンプッシュして、
アプリメニューを表示します。

2

「タイムピース」を
タップします。

3

　　をタップします。

ワン
プッシュ

4

「タイムピースモード」
に設定されます。

マ ル チタイムピ ー ス モ ードの 設 定

1 2

電源ボタンをワンプッシュ
して、アプリメニューを

表示します。

「マルチタイムピース」
をタップします。

3

選択するスタイルを
タップします。

日常スタイルと、高度や気圧も表示するアウトドアスタイルの２つのモードが選択できます。

・ストップウオッチを使う
・タイマーを使う
・歩数をカウントする
・ウオッチフェイスを変更する

（コンパス・高度計・気圧計・日の出日の入り時間・
タイドグラフ・活動グラフ）

WSD-F20

WSD-F30

ワン
プッシュ

［ アウトドアスタイル ］

［ 日常スタイル ］


