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R ing ZERO 各部の説 明

LED

バイブレーション
タッチセンサー

LED
LEDの点 滅によりR i n gの状 態を表します

タッチセンサー
タッチセンサーをホールドすることによりアクションを行います

バイブレーション
バイブレーションの振 動によりR i n gの状 態を表します
※ 筐 体の内側に収 納
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アクセサリ
Ring ZERO には次のアクセサリが付属しています

Shiny White

Matte Black

充 電用スタンド

充電用USBケーブル

Ring ZEROのバッテリーを
充電するために使 用いたします

Ri n g ZEROのバッテリーを充 電する際に
充 電 用スタンドと共に使 用いたします

サイズ調 整 器 具（ 4サイズ）
Rin g ZERO 本 体に装 着し指に
フィットさせるためのサイズ調 整 用として使 用します

※本書に記載されているイラストは、実際の製品とは異なる場合があります
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お使いになる前に
Ringのバッテリーを充電する

Shiny White

Matte Black

1 Ring本体のLEDが上を向いた状態で充電器に差し込みます

充 電 器に取り付ける際は、
充 電 器についているガイドと
LE Dの位 置を合わせて
R ingをセットしてくだい。

しっかり奥まで
2 充電器に取り付ける際は、
差し込んでください。R i ngの向きを間 違えて
無理矢理 取り付けようとすると
故 障の原 因となります。

3 充 電が開 始されると充 電 器のL EDが
白色に点 灯します。充 電（ 2〜3時 間 程 度 ）
が終了したらRi n gを外します。

注意

初めて使用するときは、Ring専用の充電器をご使用の上、3時間程度充電してからお使いください。

5. Ring ZERO User s Guide

お使いになる前に
Ring専用アプリをダウンロードする

RingはスマートフォンとBluetoot h Low Energyで接続することにより機能いたします。
Ring専用アプリを logbar で検索し、指示に従ってインストールして下さい。

Ringで検 索し、アプリを検 索します。
Ringアプリの画 面から入 手ボタンを押します。

※iOSの場 合
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スマートフォンのホーム画面に
Ri n gアプリが追 加されます。

セットアップ
Ringの装着方法

Ringを右 手の人 差し指に装着します。

LEDの位置
LEDが人差し指に対して
中心の位置にくるように調整
してください。

タッチセンサーの位置
タッチセンサーが人 差し指の左斜め下の位 置に
くるように調 整してください。

注意

Ring装着時に皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚専門医へご相談ください。
お客様の体質・体調によっては、
かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
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セットアップ
Ring専用アプリを起動する

Ring専用アプリをセットアップしよう
Ringアプリはユーザー登録後、Ringとペアリングする事で使用可能になります。

1

2

3

4

※ペアリングについての
トラブルは次のページへ

タップ

タップ

タップ
タップ

アプリを起動し、Sign upを選択
します。

ユーザーネーム、
メール、
パスワード
を入力し、
Sign upをタップします。

※2回目以降はSigh inを選択します。

5

6

タップ

Ring本体の使用方法について、
チュートリアルが始まりますので、
すべて終わらせてください。
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Ring本体のLEDが点滅するの
を確認して
［if the LED blinks］
をタップします。

7

デバイスを探しにいきますので、
表示されたRingデバイスを選択
して、Ringとペアリングしてくださ
い。

8

タップ

ジェスチャーが入力できることが
確認できたらチュートリアルが終
了いたします。

チュートリアルが 全て終 了 後 、
ホーム画面へ移動します。

ホーム画面から各アクション等の
設定を行います。

セットアップ
Ringとアプリをペアリング(接続)する

ペアリングの際のトラブルシューティング
Ring本体のLEDが点滅しない

Ringを充電しましょう。

下の画面の時にRingのタッチセンサーを
５秒以上ホールドしてもLEDが光らない場合

Ri n gの充 電が十 分でありません。
充 電についての詳しい解 説は３pをご覧ください。

Ringデバイスが表示されない

BluetoothがONになっていることを確認してください。

下の画面のままRingデバイスが検出されない場合

Ri n gと接 続するためにはスマートフォンのBl u e t o o r hがO Nに
なっている必 要があります。

RingのタッチセンサーをタッチしてLEDが２回点滅する事を
確認してください。
点 灯しない場 合は充 電が十 分でない可 能 性があります。

※上記を試しても表示されない場合は一度アプリを再起動して下さい。

CONNECTINGから進まない
下の画面のまま進まない場合

スマートフォンのBluetooth設定からRingの登録を解除し、
再度ペアリングしてください。
登 録の解 除はスマートフォンの設 定アプリで行う必 要があります。

ペアリング要求は必ず[ペアリング]を選択してください。

タップ

※上記を試しても表示されない場合は一度アプリを再起動して下さい。
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操 作方法
タッチセンサーについて

タッチセンサーの操 作（ホールド、
タップ）
タッチセンサーの操作はホールドとタップの2種類あります。
Ringを使用する上で必要な操作になります。

1

ホールド
タッチセンサーに親指で触れたまま保つ動作を、
タッチセンサーをホールドすると呼びます。

2

タップ
タッチセンサーに親指で触れ、すぐに親 指をタッチセンサーから離す動作を
タッチセンサーをタップすると呼びます。
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操作方法
ジェスチャー操作について

ジェスチャーの描き方
ジェスチャーを開始
1 タッチセンサーをホールドしてから、
●ホールドした直 後からジェスチャー動 作を開 始いたします。
●人差し指と手 首の小さな動きだけでジェスチャーを描きます。

タッチセンサーから親指を離す
2 ジェスチャーが終了したら、
●タッチセンサーを押し続けず、すぐに離してください。
ジェスチャー入力終了の合 図となります。

ジェスチャー入力

開始
時間

ジェスチャー入力
Point!

終了

ホールドしている間の軌跡をジェスチャー認識

1 タッチセンサーを
親指でホールド
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2 タッチセンサーから
親指を離す

Ring App
ホーム画面
HOME

ホーム画面で割り当てをしたアクショとジェスチャーを管理いたします。

Ring本体との接続状況を表示
CONNECTED＝ステータスバーが青色の時はRing本体と接続されています
DISCONNECTED＝ステータスバーが赤色の時はRing本体と接続されていません

設定画面
AppおよびR ingの設 定

各ジェスチャー
使用可 能なジェスチャー
アクションを表 示

Add New Action
新しいアクションを
追加する際に使 用いたします

正しく接続されていない時は、
タッチセンサーを2 秒ホールドして
再 接続を試してください。
それでも接 続出来ない場合は、
ヒント
（！）
をタップし、RI n g 本 体の状況を
確認してください。

EDIT
H o m e 画 面に表 示される
アクションを編 集する際に使 用

PRACTICE
ジェスチャーの練習が出来ます

GAME
ジェスチャーを使 用したゲーム

CAMERA
アプリからカメラモードが起 動出来ます

HOME
ホーム画 面を表 示いたします
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Ring App
カメラ画面
カメラを使 用する際に直 接ここから起 動します。 ※ジェスチャーからも直 接 起 動できます。

CAMERA

Flash

Front /Rear

フロント/リアカメラの切り替え

フラッシュの設 定を行います

AU
TO

常時 ON

OFF

オート

Shoot

Timer

Tap to Shoot

タイマーの秒数の設定を行います

0

3

5

タッチセンサーをタップすることで
写 真の撮 影ができます

10

HOME

CAMERA

GAME

PRACTICE

タッチセンサーをホールドすると、
ホーム画 面へ戻る事ができます。
画 面が切り替わるまでホールド
してください。
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Ring App
ゲーム画面
GAME

ジェスチャーを使用したゲームが遊べます

地球に落ちてくる隕石から地球を守る！
隕石に表示されているジェスチャーを使い
各隕石を破壊し隕石の落下から地球を守ります

SCORE
得 点が表 示されます
SCORE

1200

39
TIME
残り時 間が表 示されます

ストップ
ストップ、再スタート、
タイトルへ戻る

START
モードが決定したら、
スタートを押してゲームを
開始いたします

Mode
モードの選択をします。
モードはノーマル、チュートリアル、
ハードモードの3 種 類あります。
NOMAL MODE
TUTORIAL MODE
HARD MODE
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♡
残りH Pが表 示されます

Ring App
プラクティス画面
PRACTICE

ジェスチャーの練習と軌跡の確認ができます

ACTION モード

TEXT モード

自分が登録したジェ
スチャーを練 習する
ことができます

テキスト入力ジェス
チャーを練 習すること
ができます

ジェスチャーの軌跡を確認
ジェスチャーを入力すると、
ジェスチャーの軌 跡が確 認できます

ジェスチャーの結果

SCORE

入力したジェスチャーに対して
マッチングしたジェスチャーが
表示されます

ジェスチャーのマッチングがスコアとし
て表 示されます 。描いたジェスチャー
の 軌 跡が 表 示されたジェスチャーに
近いほど点数は高く表 示されます
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Ring App
メニュー画 面
Appの設定やRing本体の設定を行います

Restart

Sleep

R ing本 体を再 起 動します。

Ri n g 本 体を消 費 電力の少ない
スリープ状 態にします。

R ingの調 子がおかしいなと感じた時
に押してください。電 源が切れたあと、自
動で復 帰し再 接 続されます。

スリープ状態から復帰するには、
タッチセン
サーを３秒ほどホールドしてください。

HOME
ホーム画面へ戻ります

Timeline
アクションを実 行した
履 歴を確 認できます

Accounts
ログインしたアカウント情報や
SNSとの連携状 況が確 認できます

Ring setting
バイブレーション設 定や
エコモードなどR i ng本 体の
設定ができます

Tutorial
チュートリアルを
再度閲 覧することができます
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infromation
プライバシーポリシー、
ライセンス情 報が確 認できます

Ring App
メニュー画面の各機 能 説 明（ 1）
Appの設定やRing本体の設定を行う事ができます。

Timeline

Error
入力できなかったアクションは
エラーとして表 示されます

Accounts

ユーザー情報
iOSとの連携許可状況
許可済み ：Authorized
未許可 : Not Authorized
一度許可(Authorized)したiOSのプライ
バシー連携を拒否(Not authorized)した
い場合[iPhoneの設定アプリ] →[プライ
バシー]→[位置情報サービスなどの任意
の項目]→[Ringの項目をOFF]
※未許可の場合、
実行できないアクションがあります。

SNSとの連携許可状況
連携済み ：Connected
未連携 : Not Connected
※未連携の場合、
実行できないアクションがあります。

17. Ring ZERO User s Guide

名前
メール
パスワード変 更

Ring App
メニュー画面の各機 能 説 明（ 2）
Appの設定やRing本体の設定を行う事ができます。

Ring setting

バイブレーション設定
O Nにするとアクション実 行 時などに
バイブレーションでフィードバックされます

エコモード設定
O N：３分 間 Ri n gを使 用しない場 合に、スリープ状 態に入る設 定に
切り替わります。スリープ状 態から復 帰するには、
タッチセンサーを
３秒ほどホールドしてください。
O FF：スリープに入らず、常 時アクティブ状 態になります。

Ringとアプリの接続を解除
解 除した場 合 、アプリを利 用するには
もう一 度 接 続しなおす必 要があります。

シリアル
個 別に割り当てられているRi n gのシリアルナンバーです

バージョン
現 在のRi n gのバージョンが確 認できます。
サポートへの問い合わせの際などに記 載してください。
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Ring App
メニュー画面の各機 能 説 明（ 3）
Appの設定やRing本体の設定を行う事ができます。

Information
フィードバック
s u p p o r t @ l o g b a r . j p（サポート）へ
メールを送る事が出来ます。

プライバシーポリシー
プライバシーポリシーが記載されています。

ライセンス情報
ライセンス情 報が閲 覧できます。
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Ring App
EDIT
Home画面に表示されるアクションを編集する。

終了ボタン（Done）
編 集を終了する場 合は［ D o n e ］ボタンを押します

ジェスチャーアイコン
各ジェスチャーアイコンをドラッグし、
任 意の場 所に移 動する事ができます
また、アクションを削除したい場合は、
× をタップすると削 除できます
各ジェスチャーアイコンを長 押ししても、
ED I T画 面へ移 動することが可 能です。
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Ring App
Add New Action（1）
Home画面に新しいアクションを追加する。

アクションの追加は8つのカテゴリーから選びます。
10:05 PM

Ring

69%

Add New Action

Your gesture can't received.

POPULAR
Let’s try the first time from here!!!

MUSIC

Play and skip songs at will!

HOME

Use the Ring to control home appliances!

CAMERA

Take selfies and group photos!

SNS
Share memories in a sec!

LIFE

Use the Ring to make your life more smart!

COMMUNICATION
Experience a new mode of communication!

DEVELOPER

Create your original actions!

21. Ring ZERO User s Guide

Popular（ポピュラー）
人 気のアクションがここから選べます

Music（音楽）
音 楽の操 作に関 連するアクションが選べます

Home（家電）
家 電の操 作に関 連するアクションが選べます

Camera（カメラ）
カメラの操 作に関 連するアクションが選べます

SNS
SN Sに関 連するアクションが選べます

Life（その他ツール）
メモやチェックインに関 連するアクションが選べます

Communication（コミュニケーションツール）
メールやスピークに関連するアクションが選べます

Developer（開発者向け）
開 発 者 向けのアクションが選べます

Ring App
Add New Action（2）
Home画面に新しいアクションを追加する。

アクションの追加方法
1

各カテゴリーの▼マークをタップ
10:05 PM

Ring

2

69%

Add New Action

10:05 PM

69%

Add New Action

タップ

Your gesture can't received.

追加したいアクションをタップ
Ring

Your gesture can't received.

POPULAR
タップ

POPULAR

Let’s try the first time from here!!!

Let’s try the first time from here!!!

MUSIC

Play/
Pause

Play and skip songs at will!

HOME

Use the Ring to control home appliances!

For
Selfie

Tweet

MUSIC

Play and skip songs at will!

CAMERA

HOME

Take selfies and group photos!

Use the Ring to control home appliances!

SNS

CAMERA

Share memories in a sec!

Take selfies and group photos!

3

LIFE

Add Actionのボタンを押します

Use the Ring to make your life more smart!

COMMUNICATION

LIFE
SNS

Home画面にアクションが追加されます

Use the Ring to make your life more smart!
Share memories in a sec!

COMMUNICATION

Experience a new mode of communication!

DEVELOPER

Experience a new mode of communication!

DEVELOPER

Create your original actions!

Create your original actions!

タップ
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4

Ring App
ジェスチャーをカスタマイズする
各アクションに対するジェスチャーを自分の好きなジェスチャーに変更いたします

1

ジェスチャーを変更したい
アクションをタップいたします

2

指でジェスチャーを描きます

3

描いたジェスチャーを保存します

4

Home画面に変更されたジェスチャーで
アクションが登録されていることを確認します

タップ

タップ
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Ring App
アクションを編集する
各アクションに対する設定の編機能について

※Tweetのアクションを例に説明します。各アクションによって内容が異なります。

1

編集したいアクションを選択します

2

アクションの設定画面で編集します

タップ

ジェスチャーを
カスタマイズ

アクションの名前を変更

外部Webサービスの
認証を行います

写真のアップロードの
有無を選択します
位置情報の
有無を選択します
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FAQ
よくある質問

Q.
A.
Q.
A.

充電の際に充電台のLEDが点灯しません
Ring本体のLEDが上向きの状態で充電台にセットされいることをご確認ください。

タッチセンサーをホールドしてもRingのLEDが点灯しません
スマートフォンのBluetooth設定からRingの登録を解除し、再度ペアリングしてください。
Bluetooth設定でRingが登録されていない場合は、お手数ですがRingアプリを再インストー
ルしてからペアリングをしてください。

Q.
A.

アプリ画面で［DISCONNECTED］
という文字が表示され、ジェスチャーが認識されません
Ringが充電されていることをご確認ください。
（タッチセンサーをホールドして、LEDが光るこ
とを確認してください。LEDが光らない場合は、Ringが十分に充電されていません。）Ringが
充電されているにも関わらずDISCONNECTEDという文字が表示される場合は、スマート
フォンのBluetooth設定からRingの登録を解除し、再度ペアリングしてください。
また、最後
にペアリングをした端末以外は接続ができなくなりますのでご注意ください。

Q.
A.

ペアリング画面でRingが検出されません
詳しくは9Pの「ペアリングの際のトラブルシューティング」
をご覧ください。

上記の対応をしても解決しない場合

support@logbar.jp までご連絡ください
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