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[リリース No. KH150320]

報道関係者各位 2015 年 3 月 20 日

加賀ハイテック株式会社

各種アプリに対応した新型スマートウォッチ！

アメリカ発の新ブランド「 Martian Watches

マ ー シ ャ ン ウ ォ ッ チ ー ズ

」3 シリーズを 3 月 27 日同時発売

お知らせ機能が遂に LINE に対応！

加賀電子株式会社（東証 1 部：8154）の 100%子会社で、パソコン・モバイル製品・周辺機器、カメラ・

カメラ用品などを販売している、加賀ハイテック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

関 祥治、略称：加賀ハイテック）は、友人や家族、そして世界とのつながりを作り変える新たなワイヤ

レスコミュニケーションを提供する為に2007年にアメリカで設立されたMartian Watches（マーシャンウ

ォッチーズ）のスマートウォッチ 3 シリーズ 10 モデルを 2015 年 3 月 27 日（金）より全国の家電量販店

PC ショップ、WEB ショップなどで発売することを発表いたします。

Martian Watches のデザインや技術、その革新的な製品は

美しさ、機能性や利便性を高める事を志とし、才能と専門知識

を持ったチームによって、アメリカ、カリフォルニア州アーバイン

で設計されています。
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製品ラインナップ

NOTIFIER

お知らせ機能が遂にLINEに対応！各種お知らせ機能付きスマートウォッチ。

BLACK（ブラック） RED（レッド） WHITE（ホワイト）

型番：NBBBB 型番： NRBRA 型番：NWBWB

JAN:4954591505030 JAN:4954591505047 JAN:4954591505054

■市場想定売価：16,200 円（税込）

■対応 OS：iOS7.0 以上、Android4.3 以上

■本体サイズ/43.2（H）×43.2（W）×12.7（D）mm 重量/52g

■製品保証期間/1 年

【主な機能】

●スマホからすべての通知やアラートを受信することができます。

●通知はバイブレーションの種類設定により、ウオッチを見なくても通知の種類を判断可能。

●機能ボタンを押せば、スマホの音声コマンド機能を起動することができます

●サイレントアラーム、アワーリピーター、リーシュ、スマートフォンの捜索、カメラシャッターの遠隔操

作など、充実した機能！

●iOS、Android に対応

【製品仕様】

・Bluetooth4.0（CIassic 及び 10Wenergy）

・使用時間：5 日間（アナログ時計約 2 年間）

・内蔵リチウムポリマーバッテリー

・アナログ時計（日本製）

・96X16 ピクセル OLED ディスプレイ

・RGB LED ライト

・3 軸加速度センサー

・プラスチック製ケース、シリコン製バンド、ステンレススチール留め具

・充電時間：約 2 時間

・USB ケーブル同梱（充電およびファームウェア更新用）
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VOICE COMMAND PASSPORT

各種お知らせ機能に加えて通話機能を搭載した Martian Watches のフラッグシップモデル

WHITE/SILVER/BRACK WHITE/SILVER/WHITE BRACK/SILVER/BRACK

（ホワイト/シルバー/ブラック） （ホワイト/シルバー/ホワイト） （ブラック/シルバー/ブラック）

型番：MP100WSB 型番：MP100WSW 型番：MP100BSB

JAN:4954591505061 JAN:4954591505078 JAN:4954591505085

■市場想定売価：32,400 円（税込）

■対応 OS：iOS7.0 以上、Android4.3 以上

■本体サイズ/39（H）×37（W）×13.34（D）mm 重量/70.9g

■製品保証期間/1 年

【主な機能】

●通話機能

●ボイスコマンド機能

●スマホからすべての通知やアラートを受信することができます。

●通知はバイブレーションの種類設定により、ウオッチを見なくても通知の種類を判断可能。

●機能ボタンを押せば、スマホの音声コマンド機能を起動することができます

●サイレントアラーム、アワーリピーター、リーシュ、スマートフォンの捜索、カメラシャッターの遠隔操作

など、充実した機能！

●iOS、Android に対応

【製品仕様】

・Bluetooth4.0（CIassic 及び low energy）

・使用時間：待機 7 日間（アナログ時計約 2 年間）

・内蔵リチウムポリマーバッテリー

・アナログ時計（日本製）

・96X16 ピクセル OLED ディスプレイ

・RGB LED ライト

・3 軸加速度センサー

・プラスチック製ケース、シリコン製バンド、ステンレススチール留め具

・充電時間：約 2 時間

・USB ケーブル同梱（充電およびファームウェア更新用）
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VOICE COMMAND VICTORY

各種お知らせ機能に加えて通話機能を搭載した Martian Watches のフラッグシップモデル

BRACK/SILVER/BRACK WHITE/SILVER/WHITE BRACK/BLACK/BRACK TAN/SILVER/TAN

（ブラック/シルバー/ブラック） （ホワイト/シルバー/ホワイト） （ブラック/ブラック/ブラック） （タン/シルバー/タン）

型番：MV100BSB 型番：MV100WSW 型番：MV100BBB 型番：MV100TST

JAN:4954591505092 JAN:4954591505108 JAN:4954591505115 JAN:4954591505122

■市場想定売価：32,400 円（税込）

■対応 OS：iOS7.0 以上、Android4.3 以上

■本体サイズ/41（H）×41（W）×14.8（D）mm 重量/85g

■製品保証期間/1 年

【主な機能】

●通話機能

●ボイスコマンド機能

●スマホからすべての通知やアラートを受信することができます。

●通知はバイブレーションの種類設定により、ウオッチを見なくても通知の種類を判断可能。

●機能ボタンを押せば、スマホの音声コマンド機能を起動することができます

●サイレントアラーム、アワーリピーター、リーシュ、スマートフォンの捜索、カメラシャッターの遠隔操作

など、充実した機能！

●iOS、Android に対応

【製品仕様】

・Bluetooth4.0（CIassic 及び low energy）

・使用時間：待機 7 日間（アナログ時計約 2 年間）

・内蔵リチウムポリマーバッテリー

・アナログ時計（日本製）

・96X16 ピクセル OLED ディスプレイ

・RGB LED ライト

・3 軸加速度センサー

・プラスチック製ケース、シリコン製バンド、ステンレススチール留め具

・充電時間：約 2 時間

・USB ケーブル同梱（充電およびファームウェア更新用）



5

※日本語版ホームページは開設準備中です。

製品概要につきましては、現在下記英文ページをご覧いただけます。

【Martian Watches ホームページ】 https://www.martianwatches.com/

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに内容が変更となる場合もござ

います。また、すべての端末の動作を保証するものではございません、あらかじめご了承ください。

※掲載されている会社名、製品名、アプリケーション名は各社の登録商標、または商標です。

【本リリースに関するお問合せ先】

加賀ハイテック株式会社（http://www.kagaht.co.jp/）

事業開発本部 マーケティング部 マーケティング課

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3 丁目 27 番 10 号 KSK East ビル 9 階

TEL：03-5931-0116 FAX：03-3206-3705

広報担当：富山信明 e-mail：n_tomiyama@kagaht.co.jp

【製品の機能説明・サポートに関するお問い合せ先】

マーシャンウォッチーズサポートセンター

TEL：03-6706-4269 e-mail：japan_support@martianwatches.com

月曜日～金曜日(休日、年末年始除く)：AM 9:30 ～11:30／ PM 13:30 ～17:30


