使用説明書

DOTTI 使用説明書
パワータッチセンサー

スライドパネル

マイクロUSBポート

リセットボタン

バッテリーインジケーターライト

ビデオやその他情報はチュートリアルページへアクセスしてください

Dottiをオン/オフする
1)パワータッチセンサーを3秒間押すと、DOTTIの電源をオン/オフできます。
2)スライドパネルを左右へゆっくり指でスライドすると、
モードを切り替えることができます。
・お気に入りのアイコン
・アニメーション
・時計（スマートフォン等と自動で同期）
・サイコロゲーム（本体を振ってスタート）
・バッテリー残量表示
・通知/スリープモード
（スクリーンオフ）

DOTTIの接続方法と使用方法
1)DOTTIの無料アプリをApp storeやGoogle Playからダウンロードしてください。
検索キーワード：Dotti。
2)アプリを開いて”DOTTI”をタップしてください。
パスワードを求められた際は”123456”と入力してください。
3)スマートフォン等の端末でDOTTIの通知が許可されていることを確認してください。
4)DOTTIアプリで下記ができます。
・お気に入りのアイコンを8つ設定
・お気に入りのアニメーションを設定
・サイコロゲームのアイコンを変更
・通知のカスタマイズ
・音楽を流す
・DOTTIに名前をつける
・DOTTIを通知モードに変更する

通知を受け取る
1)DOTTIから通知を受け取るには、
スマートフォン等とDOTTIを同期させる必要があります。
アプリの通知メニューをタップし、ペアリングリクエストが表示されたらパスワード”123456”と入力してください。
2)通知を受け取った際は、設定したアイコンが点滅します。
2つ以上の通知を受け取った場合は、複数のアイコンが順に点滅します。
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3)スマートフォン等で通知を開いたら、
その通知に設定しているアイコンが消えます。
DOTTIのスライドパネル部分をタッチすると、一度にすべてのアイコンを消すことができます。
（スマートフォン等に表示されている通知は削除されません）
4)受け取る通知はアプリ上で設定することができます。
5)一度同期した後は、
そのスマートフォン等のBluetoothの接続範囲内に入った際は
自動的に同期します。(Bluetoothを必ずオンに設定してください）
6)一度スマートフォン等とDOTTIを接続させると、他のスマートフォン等とDOTTIを接続することはできません。
接続させる場合は、一度使用中のスマートフォン等とDOTTIの接続を解除する必要があります。
(Bluetooth設定からDOTTIの登録を解除してください)
DOTTIに名前をつける
1)アプリの設定メニューからDOTTIの名前を変更することができます。
2)変更した名前の後には、”-Dotti”と表示されます。
3)名前の変更を反映させるために、DOTTIをリスタートしてください。

DOTTIを充電する
1)マイクロUSBケーブルを使用し、充電してください。
(入力5V）
2)充電中はバッテリーインジケーターライトが点滅します。
フル充電されると点灯に変わります。
3)DOTTIは2～3時間でフル充電できます。
4)バッテリー残量はフル、50%、25%の3段階で表示されます。
5)初めて使用される際は、
フル充電してからご使用ください。
DOTTIをリセットする
DOTTIが反応しなくなった場合は、小さなピン等で底面にあるリセットボタンを押してください。

トラブルシューティング
1)ライトが点灯しない
USBケーブルで接続し、DOTTIが充電されていることを確認してください。
パワータッチセンサーを3秒間押し、DOTTI本体の電源がオンになっていることを確認してください。
2)スライドパネルが反応しない
周りの環境により、
まれにタッチセンサーが反応しない場合があります。
DOTTIをテーブルの上に置き、
リスタートし2秒待った後、少し力を加えてスライドパネルを
左から右へスライドしてください。
解決されない場合は、DOTTIをリセットしてください。

3)DOTTIがアプリ上に表示されない。
Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
他のスマートフォン等がDOTTIと接続していないことを
確認してください。
解決しない場合は、DOTTIとアプリをリスタートしてください。
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4)DOTTIアプリからDOTTIをコントロールできない
Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
DOTTIとアプリの接続が
解除されている可能性があります。
スマートフォン等のBluetooth設定からDOTTIを再度選択してください。
上記で解決されない場合は、DOTTIとアプリをリスタートしてください。

重置5)通知を受け取れない
如果NOTTI變得反應遲鈍/無反應，您可以通過使用一個底部的復位按鈕來重置。
Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
もし特定の通知のみ受け取れない場合は

その通知設定のみオフにし、再度オンしてください。
もしすべての通知を受け取れない場合は
スマートフォン等の端末でDOTTIの通知が許可されていることを確認してください。
為NOTTI重新命名
一度接続を解除し、
DOTTIをリスタートし、
If you解決されない場合は、
have more than one NOTTI,
you can rename
NOTTI at the settings再接続してください。
tab to diﬀerentiate between the
various NOTTI. Please note that the word “- NOTTI” will be appended to the name you speciﬁed

6)DOTTIが自動で再接続されず、通知を受け取れない
スライドパネルでDOTTIを通知モードに切り替え、
長期間スマートフォン等と同期しなかった場合
Reusable
Packaging
節電のためにスリープモードになっている可能性があります。
The inner
part can be folded onto a phone stand. Please watch the how-to-use video to see how to make it.
スライドパネルで他のモード (時計、
お気に入りのアイコン等)に切り替えれば、自動的に再接続されます。
Troubleshoot

7)DOTTIのデバイス名変更が反映されない

- LightDOTTIをリスタートし、
does not turn on
再度デバイス名を確認してください。
Please plug in USB cable to make sure NOTTI is charged. Press the Power button for 3 seconds to make sure
the unit is turned on.

何かご不明な点がある際は、
サポート窓口までお問い合わせください。
http://gp.supportweb.jp/
- NOTTI
App cannot control NOTTI

Please make sure Bluetooth is on. Sometimes the App might be disconnected to NOTTI. Click the search Icon
again and reselect the corresponding NOTTI. If problem persists, restart both NOTTI and the App. For iOS,
you can try to unpair NOTTI in the iOS settings (Bluetooth), and try to reconnect again
- Notiﬁcations cannot be received
Please make sure Bluetooth is on. If only one speciﬁc Notiﬁcation cannot be received, please switch oﬀ and
switch on that Notiﬁcation again. If all Notiﬁcations cannot be received, please try to switch unpair and
restart NOTTI, and reconnect again.

- NOTTI name does not change after set
Sometimes the Bluetooth module needs to be restarted before the name change takes eﬀect. Please restart
NOTTI and the name should be updated
For further Assistance, please contact us at service@wittidesign.com

DOTTI ユーザー ガイド

NOTTI User Manual

http://www.wittidesign.com/manuals/notti/

Keyword: Notti

DOTTI アプリ
Notti App

http://www.wittidesign.com/download/notti/

保証期間：ご購入日から1年間

お問い合わせ先：http://gp.supportweb.jp/
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The WITTI logo and NOTTI are trademarks of D&S Creation Limited. All other trademarks are properties of their respective owners. And any use of such marks by WITTI is under license.

FCC and CE manual

wittidesign

保証期間：ご購入日から1年間 お問い合わせ先：http://gp.supportweb.jp/
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