BSM01・BSM02 連動

無料アプリ【 FitPro 】

※（株）サン・フレイムは
Bluetooth SIG のメンバー企業です。

技適マーク取得済み

i OS 9.0 以降
android 4.4 以降

メーカー 1 年間保証付き

※2020 年 12 月 現在

※各機能で表示するデータ・数値等は目安としてご使用ください。 ※万一、スマートウォッチと同期したスマートフォン等の接続機器に不都合が生じた場合、弊社では一切の責任を負えませんので、予めご了承ください。

各

1,980 円（税込 各 2,178円）

技術基準適合証明 技適マーク
電話着信
通知

メッセージ
通知

アラーム

スマホを
探す

シャッター
リモコン操作

歩数計

消費カロリー

距離

・画面が消えている時（○）をタッチしてウォッチ画面を表示します。
製品仕様

●本体（時計ケース）寸法：約 縦 43 横 19.5 厚さ11.5mm ●腕まわりサイズ：約 135mm〜約 210mm ●重量：約 25g ●Bluetooth：ver. 4.0

（○）を長くタッチ（約 2 秒）で
ウォッチ画面を切り替えます。

●ディスプレイサイズ：0.96 inch ●液晶：TFT ●防水性能：IP67 JIS 日本工業規格準拠…防塵・耐水（軽く水に浸ける程度） ●電池：リチウムポリマー 3.7v
●電池容量：80mAh ●充電式：上ベルトを抜いて本体にあるUSB 端子で充電 ●充電目安時間：約 2 時間 ●作動時間の目安：約 2 日〜 4 日 ●中国製
※使用環境や機能の作動状況 等で
作動時間は目安より短くなる場合があります。

Bluetooth 接続中は
マークを表示
機能・画面は（○）を
《タッチ / 長くタッチ（約 2 秒）》
して表示を切り替えます。

タッチ
本体上部の端子を USB 端子へ
直接挿して充電できます。

各

BSM01-BK

BSM01-BL

BSM01-RE

BSM01-GR

4937996299001

4937996299018

4937996299025

4937996299032

1,980 円（税込 各 2,178円）
技術基準適合証明 技適マーク
電話着信
通知

メッセージ
通知

アラーム

スマホを
探す

シャッター
リモコン操作

歩数計

消費カロリー

距離

・画面が消えている時（○）をタッチしてウォッチ画面を表示します。
製品仕様

●本体（時計ケース）寸法：約 直径 44 厚さ13mm ●腕まわりサイズ：約 130mm〜約 215mm ●重量：約 32g ●Bluetooth：ver. 4.0
●ディスプレイサイズ：1.3 inch

●液晶：TFT ●防水性能：IP67 JIS 日本工業規格準拠…防塵・耐水（軽く水に浸ける程度） ●電池：リチウムポリマー 3.7v

●電池容量：150mAh ●充電式：専用クリップ式 USB ケーブル ●充電目安時間：約 2 時間 ●作動時間の目安：約 3 日〜5 日 ●中国製

タッチ

※使用環境や機能の作動状況 等で
作動時間は目安より短くなる場合があります。

Bluetooth 接続中は
マークを表示

（○）を長くタッチ（約 2 秒）で
ウォッチ画面を切り替えます。

機能・画面は（○）を
《タッチ / 長くタッチ（約 2 秒）》
して表示を切り替えます。

付属のクリップ式 USB
ケーブルで充電できます。

東京都台東区元浅草 1-6-15

BSM02-BK

BSM02-BL

BSM02-RE

BSM02-GR

4937996299049

4937996299056

4937996299063

4937996299070

TEL:03-3842-3800 / FAX:03-3842-3809 ※表示価格は 2021 年 9 月現在のメーカー希望小売価格です。為替及び原材料の変動により予告なく変更となる場合があります。
サン・フレイムHP : www.sunﬂame.jp

※商品の色は印刷の関係により異なる場合があります。予め御了承ください。
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※（株）サン・フレイムは
Bluetooth SIG のメンバー企業です。

技適マーク取得済み

BSM04 連動

無料アプリ【 FitCloudPro】
i OS 9.0 以降
android 4.4 以降

メーカー 1 年間保証付き

※2021 年 7 月 現在

※各機能で表示するデータ・数値等は目安としてご使用ください。 ※万一、スマートウォッチと同期したスマートフォン等の接続機器に不都合が生じた場合、弊社では一切の責任を負えませんので、予めご了承ください。

各

2,980 円（税込 各 3,278円）

技術基準適合証明
技適マーク
R

電話着信
通知

210-163919

メッセージ
通知

スマホを
探す

アラーム

シャッター
リモコン操作

ストップ
ウォッチ

歩数計

消費カロリー

距離

・画面が消えている時（○）をタッチしてウォッチ画面を表示します。
（○）を長くタッチ（約 3 秒）で
ウォッチ画面を切り替えます。

機能・画面は（○）を
《タッチ / 長くタッチ（約 3 秒）》
して表示を切り替えます。

製品仕様

●本体（時計ケース）寸法：約 縦 44 横 36 厚さ11mm ●腕まわりサイズ：約 135mm〜約 205mm ●重量：約 36g
●ディスプレイサイズ：1.44 inch

●Bluetooth：ver. 4.0

●液晶：TFT ●防水性能：IP65 JIS 日本工業規格準拠…防塵・耐水（軽く水がかかる程度） ●電池：リチウムポリマー 3.7v

●電池容量：150mAh ●充電式：付属の USB ケーブル（micro USB）で充電 ●充電目安時間：約 2 時間 ●作動時間の目安：約 5 日〜7 日 ●中国製
※使用環境や機能の作動状況 等で
作動時間は目安より短くなる場合があります。

Bluetooth 接続中は
マークを表示

タッチ
※充電口のキャップは必ず
閉めてご使用ください。

充電差し込み口

BSM04-BK

BSM04-BL

BSM04-RE

BSM04-SV

4937996299124

4937996299131

4937996299148

4937996299155

パッケージ図(各アイテムごとのパッケージになります。)

（株）サン・フレイムは Bluetooth SIG のメンバー企業です。
BSM01

BK

BL

RE

GR

「Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、
Bluetooth SIG, lnc. が所有権を有します。
株式会社サン・フレイムは使用許諾の下でこれらのマークおよび
ロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれ
の所有者の登録および登録商標です。」
品番

BSM01

BSM02

品番

BSM02
品番

BSM04
BK

BL

RE

GR

BK

BL

RE

SV

本製品は「技適マーク」取得済みです。
電波を発する電子機器は電波法に基づいて
技術基準適合証明（技適マーク）を取得す
る必要があります。
FitCloudPro

BSM04

※表示価格は 2021 年 9 月現在のメーカー希望小売価格です。為替の変動により予告なく変更となる場合があります。
※商品の色は印刷の関係により異なる場合があります。予め御了承ください。

※2020 年 12 月 現在

BSM01/BSM02 対応アプリ

※2021 年 7 月 現在

BSM04 対応アプリ
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