
ウェアラブルで楽しいモバイルライフを

スマートウェアカタログ

SWR10SWR30 SWR12

2017.春号



2 3

SmartBand Talk

SmartBand 2

SmartBand

Specifications

Lifelog

Accessories

SWR30

SWR12

SWR10

アクセサリー

ライフログ アプリ

仕様表

P3

P4-5

P6

P10-11

P8-9

P7

話す、見る、キロクする

常時表示の約1.4インチのスクリーン
曲面型電子ペーパーで現在時刻やログをひと目で確認できます。手にぴったりとフィットする
形状なので、快適に身につけられます。

歩数や位置情報など日々の活動を記録できるライフログ機能
SWR30で取得したデータをスマートフォン上のLifelogアプリケーションで確認できます。
詳しくは8ページをご覧ください。

手もとでハンズフリー通話が可能
スマートフォンと連携してハンズフリー通話が可能です。移動中などでスマートフォンを取り出せ
ないときに便利です。

その他の機能
●通知機能：カレンダーやメールなどのアプリケーションと同期し、画面表示などバイブレーションで通知
●マイアプリ：アプリケーションのダウンロードによる機能追加
●防水対応（IPX8）＊2・防塵対応（IP6X）＊3
●NFC 機能＊4を利用してワンタッチでペアリング、Bluetooth®接続＊5が可能
※ 注釈については7ページをご覧ください

SmartBand Talk

（B）ブラック （W）ホワイト

SmartBand Talk
SWR30
SWR30 B（ブラック）
SWR30 W（ホワイト）
オープン価格 
付属品：コア、リストバンドSサイズ、

リストバンドLサイズ、リスト
バンド固定ピンSリストバン
ド用（2個）、リストバンド固定
ピンLリストバンド用（2個）、
マイクロUSBケーブル

日付/時刻

電話

アラーム

スケジュール

携帯電話検索

天気

不在着信/折り返し

タイマー

SMS

電池残量

●ボイスコントロールでできること

電話やメールの確認ができるボイスコントロール＊1

ボイスコントロールとは問いかけに応じて電話をかけたり、メールやスケジュールなどを読み
上げてくれるアプリケーションです。手もとから声でスマートフォンを操作したり情報を確認
できるので便利です。
＊1 Android™アプリ「ボイスコントロール」をスマートフォンへインストールする必要があります

※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください
※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています

もしもし
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SmartBand 2

心拍・睡眠・活動情報をキロクする

心拍数やストレスレベルを表示
SmartBand 2は心拍センサーで取得した心拍数＊6や、ストレスレベル＊7を専用のLifelog
アプリケーションで表示します。また、心拍数やストレスレベルの時間単位での動きや、睡眠・
ウォーキングなどの活動時における心拍の変化をアプリケーションで見ることも可能です。自身の
日々の生活の中で、どういった活動時にストレスレベルが高いかを見る一つの目安となります。

＊6 BPM値としてLifelogアプリ上で表示され
ます。また、BPMとは1分間当たりの心拍
数を意味します

＊7 心臓の1拍1拍の時間間隔は常に変化して
います。SmartBand 2ではこの時間
間隔の変化と心拍数の関係から、ストレス
レベルを表しています

※ 心 拍デ ータの 確 認にはホストアプリ
「SmartBand 2 SWR12」と「Lifelog」

アプリのインストールが必要です
※ 本製品では、計測した「脈拍数」を「心拍数」と

表現しています

睡眠情報を可視化。
眠りの浅い時に起こしてくれるスマートウェイクアップ機能に対応
SmartBand 2は付けているだけで自動的に眠りに入ったかどうかを検知することができます。
また、睡眠の質も記録できるので、眠りの浅い時間帯や深い時間帯を簡単に確認することが
可能です。さらに事前に設定した時間帯の中で、睡眠の浅い時にリストバンドのバイブレーションで
起こしてくれるスマートウェイクアップ機能を搭載。目覚めの良い朝を迎えることができます。

消費カロリーや歩数情報などを可視化
加速度センサーで記録したログデータは、消費カロリー・歩数・乗り物＊8に乗った時間などの活動
情報として確認することができます。また、活動ごとに目標数値を設定することも可能です。
＊8 SWR12をiOS 端末と接続している場合、乗り物に乗った時間は取得できません

iPhoneに対応
iPhone用アプリ「SmartBand 2 SWR12」でiPhoneでもSWR12で取得したデータの
閲覧に対応。感覚的に操作できるので、各種設定やデータの確認を快適に行えます。
※ iOS8.2以上のiPhoneに対応しています（iPadには対応していません）

その他の機能
●設定した起床時間の少し前から眠りの浅いタイミングを感知して、バイブレーションで目覚まし

アラームを通知するスマートウェイクアップ（快眠アラーム）
●Bluetooth® 接続しているスマートフォンと接続範囲外に離れると、バイブレーションで通知する

接続範囲外アラート（端末紛失防止）
●防水対応（IPX8）＊2・防塵対応（IP6X）＊3
●周囲の電波の影響による音切れが発生しにくく、簡単に接続できる、Bluetooth®標準規格

Ver.4.1 対応
●NFC 機能＊4を利用してワンタッチでペアリング、Bluetooth®接続＊5が可能
※ 本機は医療機器ではありません
※ 注釈については7ページをご覧ください

（B）ブラック （W）ホワイト
●感覚的に使えるiPhoneアプリ

「SmartBand 2 SWR12」 「Lifelog」心拍

項目ごとにデータの
確認（画面は心拍）

各種設定/
電池状態の確認

各種データの確認/
スマートウェイクアップの

時間設定の確認

SmartBand 2
SWR12
SWR12JP B（ブラック）
SWR12JP W（ホワイト）
オープン価格 
付属品： コア、リストバンド、
           マイクロUSBケーブル

※画像はイメージです

※画像はイメージです

※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください
※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています



6 7

SmartBandをおしゃれなアクセサリーに。
付け替え可能なSWR10用リストバンド

SmartBand 2をおしゃれなアクセサリーに。
付け替え可能なSWR12用リストバンド

SmartBand（リストバンド）
SWR110
SWR110 CS/SWR110 CL 
SWR110 FS/SWR110 FL 
SWR110 AS/SWR110 AL
オープン価格 

SmartBand 2（リストバンド）
SWR122
SWR122JP LI
オープン価格 

Classic
ブラック、ブルー、オレンジ 
CS（Sサイズ）/CL（Lサイズ）

Fashion
ホワイト、ライトピンク、ダークグリーン

FS（Sサイズ）/FL（Lサイズ）

Active
パープル、イエロー、ピンク
AS(Sサイズ）/AL（Lサイズ）

※ Classic（ブラック、ブルー、オレンジ）、Fashion（ホワイト、ライトピンク、ダークグリーン）、
Active（パープル、イエロー、ピンク）の3色1セットでの販売です

※サイズは1サイズです （LI）インディゴブルー

まいにちをキロクする

Lifelogアプリケーション
SWR10を腕につけるだけで自動的にライフログが取得できます。取得した歩数や睡眠時間、撮影
した写真や聴いた音楽の履歴など、日々のさまざまなログをアニメーションで簡単に確認できます。

音楽の再生や電話の着信を通知できる Xperia™メディアコントロール
SWR10をタップすることで、ミュージックアプリで音楽の再生 /停止（タップ）、曲送り（ダブ
ルタップ）/曲戻し（トリプルタップ）ができます。 また、スマートフォンへの電話やメッセージなど
の着信をバイブレーションで通知します。
スマートウェイクアップ（快眠アラーム）　接続範囲外アラート（端末紛失防止）
防水対応（IPX8）＊2・防塵対応（IP5X）＊9

防水・防塵対応なので、水回りやアウトドアでも安心して使えます。

SmartBand
SWR10
オープン価格 
付属品：コア、リストバンド（ブラック）Sサイズ、

リストバンド（ブラック）Lサイズ、
マイクロUSBケーブル

その他の機能
●周囲の電波の影響による音切れが発生しにくく、簡単に接続できる、Bluetooth®標準規格

Ver.4.0 対応
●NFC 機能＊4を利用してワンタッチでペアリング、Bluetooth®接続＊5が可能
※ 注釈については7ページをご覧ください

SmartBand

メイン画面 カメラ/アルバム 音楽ライフブックマーク
感動した時や目標を達成した時
など、電源ボタンを2回押すことで
その時間・場所を登録できます。

※ ライム＆ピンクの2色1セットでの販売です ライム＆ピンク
（Sサイズ/Lサイズ）

SmartBand Talkをおしゃれなアクセサリーに。
付け替え可能なSWR30用リストストラップ
SmartBand Talk（リストストラップ）
SWR310
SWR310 GS/SWR310 GL
オープン価格 

SWR30/SWR12/SWR10注釈
＊2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところにデバイスを沈め、約30分間放置後に取りだし
たときに通信機器としての機能を有することを意味します　＊3 IP6Xとは、防塵試験用粉塵（直径75μｍ）
が入ったとしても所定の動作及び安全性を損なわないように本体が保護されていることを意味します
＊4 ワンタッチ接続（NFC）機能を利用するにはNFC対応スマートフォンが必要です。一部のスマートフォン
は「NFC簡単接続」アプリをインストールする必要があります。また一部のNFC対応スマートフォンは対応
しておりません。対応スマートフォンについてはソニーモバイルサポートページ（www.sonymobile.co.jp/
support/）をご確認ください　＊5 動作環境や対応機種はソニーモバイル商品ページをご確認ください

（http://www.sonymobile.co.jp/product/smartwear)　＊9  IP5Xとは、粒径75μm以下の塵埃が
入った装置に8時間入れて取りだしたときに通信機器の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します

リストバンド

コア

※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

Accessories

※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています

※すべてのリストストラップ/リストバンドにコアユニットは付属しません
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いつ、どこで、なにをしていたか。毎日を記録するLifelog（ライフログ）
ソニーのスマートバンドとLifelogアプリを使えば、1日の歩数や睡眠時間、スマートフォンで
見た映像や聴いた音楽、撮った写真、訪れた場所など、日々の生活を記録・管理できます。
毎日の行動を残すことで、未来がもっと豊かになる――
出会いや体験を重ねていく素晴らしさを、楽しみながら実感してください。

■Lifelogアプリ
運動や睡眠＊1、心拍＊2などを計測したログや、コミュニケーション、エンターテインメントなどの毎日の
活動を、簡単に記録してビジュアル化。自分の過去・現在・未来をアニメーションで楽しく確認できます。
＊1 SWR50/SWR50Mは睡眠ログの取得には対応していません。詳しくはソニーモバイル

サポートページをご確認ください(http://www.sonymobile.co.jp/support/)
＊2 心拍の計測はSWR12のみ対応しています。

メイン画面カメラ/アルバム 音楽 カロリー

歩数ウォーキング

睡眠＊1

ライフブックマーク心拍＊2 マップ

Lifelog

※画像はイメージです
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SWR30 SWR12 SWR10

コア　 サイズ / 質量 （横）約22.3×（縦）約47.5×
（厚さ）約9.5mm/約12g

（横）約40.7×（縦）約15.3×
（厚さ）約9.5mm/約6ｇ

（横）約40.7×（縦）約15.3×
（厚さ）約7.8mm/約6g

リストバンド　 サイズ / 質量 （Sサイズ）長さ：約232mm/約12g
（Lサイズ）長さ：約255mm/約14g 長さ：約250mm/約19g （Sサイズ）長さ：約214mm/約14g

（Lサイズ）長さ：約250mm/約15g

ディスプレイ　
タイプ / サイズ /
解像度

曲面型電子ペーパー（常時表示）/
  約1.4インチ/296×128ピクセル − −

タッチ操作 − − −

センサー 加速度センサー 加速度センサー、心拍センサー 加速度センサー

防水 / 防塵 IPX8/IP6X IPX8/IP6X IPX8/IP5X
対応Android™ OS Ver4.4 以降 Ver4.4 以降 Ver4.4 以降
Android Wear™ OS 対応 − − −

Bluetooth® 標準規格 Ver 3.0 4.1（Low Energy）
Bluetooth® Ver.4.0と互換性あり 4.0（Low Energy）

Bluetooth® での
ヘッドセットとの接続 − − −

Wi-Fi − − −
NFC ● ● ●
音声認識 ● − −
通話 ● − −
音声指示でのメールなどの返信 − − −
マイク ● − −
スピーカー ● − −
4GB eMMC メモリー − − −

バッテリー使用可能時間 約3日（通常使  用時）
約2日（通常使用時）

約5日（心拍センサーOFF使用時）
約10時間（心拍センサー常時使用時）

約5日（通常使用時）

充電端子 microUSB  端子 microUSB 端子 microUSB 端子

仕様表

Specifications

※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています
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安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります 
●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品の中には地域により品
薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください  
商品購入時の注意  ●掲載商品には保証書がついています。お買いあげ店名とお買いあげ年月日が
記入されているかお確かめのうえ、大切に保存してください。一部の商品には保証書がついていませ
ん ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください 
各社商標など　●SONYはソニー株式会社の商標です ●XperiaはSony Mobile Communications 
ABの商標または登録商標です ●システム名、製品名は各社の登録商標または商標です ● aptX®

およびaptXロゴはCSR社の登録商標です ●Google、Android、Android Wearおよびその他
のマークは、Google Inc.の商標です ●iPhone、iPadは米国および他の国 で々登録されたApple 
Inc. の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受けて使用しています

SWR50/SWR30/SWR10に関するお問い合わせは
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-111-156
※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
●一部のIP電話からは 050-3754-9728（有料）
●パソコンから http://www.sonymobile.co.jp/support
受付時間　月〜金10:00 〜18:00　土・日・祝日10:00 〜17:00

2017.春号
カタログ記載内容2017年1月現在


