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モード切替時などに鳴る操作音のON／OFFを切り替える
ことができます。

■操作音のON／OFF設定
セット中（表示点滅）以外のど
のモードのときでも

CCCCCボタンを約3秒間押しま
す

➟確認音が鳴り、操作音のON／
OFFが切り替わります。

※操作音をOFFにしていると
きは、MUTEマークが点灯し
ます。

※C ボタンを押したときに、
モードも切り替わりますの
で、ご注意ください。

※操作音がOFFでも、アラーム
音、時報音、タイマーのタイ
ムアップ音、ストップウオッ
チのオートスタート音は鳴り
ます。

Aタイプの液晶表示で説明しております。
Bタイプ（反転液晶）をお使いの方は、Aタイプで各イン
ジケーター（マーク）がオンのときに点灯するところが白
くなると置き換えてご覧ください。

＜Ａタイプ＞

ON

＜Ｂタイプ＞

ON

MUTEマーク

液晶表示について 操作音について

CCCCCボタンを押すごとに、以下の順でモードが切り替わります。
※アラームモードのまま2～3分間すると、自動的に時刻モードに戻ります。

時刻モード

*  1 グラフィック表示については、「グラフィック表示
について」を参照。

* 2 LEDインジケーターについては、「LEDインジケー
ターについて」を参照。

★曜日の見方

※アラームモードから時刻モードに切り替
わるとき、モード名“◆HT”（HT＝ホー
ムタイム）が表示されてから、時刻が表示
されます。

ＳＵＮ：日　ＭＯＮ：月　ＴＵＥ：火
ＷＥＤ：水　ＴＨＵ：木　ＦＲＩ：金
ＳＡＴ：土

★12/24時間制切り替え
時刻モードのとき、 ボタンを押すごとに12時間制
表示と24時間制表示が切り替わります。

グラフィック表示*1
曜日 年

（ライト点灯）

時・分
グラフィック表示*1

（表示切替）

LEDインジケーター*2
秒月・日

グラフィック表示*1

（モード切替）

午後マーク
（午前は消灯）

ボタン ボタン

ボタン ボタン

ストップウオッチモード

タイマーモード

ワールドタイムモード

アラームモード

モード名 モード名都市コード

ワールドタイム

アラーム番号

アラーム時刻

計測値

モード名 モード名

タイマー時間
月・日

操作のしくみと表示の見方
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本機の表示部にはELパネル（エレクトロルミネッセンス
パネル）が内蔵されており、暗いときにライトを点灯させ
て時刻を見ることができます。また、時計を傾けるとライ
トが点灯するオートライト機能もあります。

■ボタンを押して点灯させる
　～手動点灯～

セット中（表示点滅）以外の
どのモードのときでも

BBBBBボタンを押します

➟Bボタンを押すとライトが
点灯します。

※点灯時間は約1.5秒間と約3
秒間のいずれかを選ぶことが
できます（「ライト点灯時間
の切り替え」参照）。

※オートライトOFFのときもBボタンを押すと点灯します。

本機を振ると「カラカラ」と音がすることがあります。
これはオートライト機能のためのスイッチ（金属球）
が内部で動くための音で、故障ではありません。

■時計を傾けて点灯させる
～オートライト機能～

オートライトは、ボタンを押さなくても時計を傾ける
だけでライトが点灯する便利な機能です。
暗い場所で時刻などを見るときに大変便利です。
オートライト機能では、どのモードのときでも、時計
を傾けるだけでライトが約1.5秒間または約3秒間
点灯します。

準備：時刻モードのとき、BBBBBボタンを約3秒間押し続けて、
オートライトON（オートライトONマーク点灯）に
します。

オートライト
ONマーク

※オートライトONのとき、Bボタンを約3秒間押し続け
るとオートライトOFF（オートライトONマーク消灯）に
戻ります。

●ライトを点灯させる

※オートライト機能を使用するときは、時計を「手首の外
側」にくるようにつけてください。

※文字板の左右（3時－9時方向）の
角度を±15°以内にしておいて
ください。15°以上傾いていると
点灯しにくくなります。

〈ご注意〉

● 直射日光下ではライト点灯が見えにくくなります。
● ライト点灯中にいずれかのボタンを押したり、
アラームなどが鳴り出すと点灯を中断します。

● ライト点灯中に時計本体より音が聞こえることがあ
りますが、これはELパネルが点灯する際の振動音
であり、異常ではありません。

〈オートライトご使用時の注意〉

● オートライトが作動するのは、オートライトONに
してから約6時間です。それ以降は電池消耗防止の
ため、自動的にオートライトOFFになります。

※引き続きオートライトを作動させたいときは、再度
Bボタンを約3秒間押し続けてオートライトON
マークを点灯させてください。ただし、オートライ
トを頻繁に使用すると電池寿命が短くなりますので
ご注意ください。

● 時計を傾けたとき、ライトの点灯が一瞬遅れること
がありますが異常ではありません。

● ライト点灯後、時計を傾けたままにしておいても、
点灯は約1.5秒間または約3秒間のみとなります。

● 時計を「手首の内側」につけていたり、腕を振った
り、腕を上にあげたりしても点灯することがありま
す。オートライトを使用しないときは必ずOFFに
しておいてください。

※時計を「手首の内側」につけるときはできるだけ
オートライトをOFFにしてご使用ください。

● 静電気や磁気などでオートライトが動作しにくくな
り、点灯しないことがあります。このときはもう一
度水平状態から傾けなおしてみてください。なお、
それでも点灯しにくいときは、腕を下からふりあげ
てみると点灯しやすくなります。

水平状態から、表示が見え
るように約40°傾けます

時計を腕にはめ、
水平にします

11111 22222

4 0°
以上

ライト点灯について

■ライト点灯時間の切り替え

1.セット状態にする
時刻モードのとき

AAAAA ボタンを約1秒間押
します

➟秒が点滅します。

2.点灯時間を選ぶ
BBBBBボタンを押します

➟Bボタンを押すごとに約
1.5秒間と約3秒間が切り
替わります。

※ マーク＝約1.5秒間
マーク＝約3秒間

3.セットを終わる
AAAAAボタンを押します

➟点滅が止まり、セット完了です。
※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

秒
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LEDインジケーターがONになっていると、アラーム・時
報、タイマーのタイムアップ音、ストップウオッチのオー
トスタート音に連動して、右下にあるLEDライトが点滅し
ます。

■LEDインジケーターのON／OFF設定
ON／OFFの切り替えは、時刻モードで行います。

1.セット状態にする
時刻モードのとき

AAAAA ボタンを約1秒間押
します

➟「秒」が点滅します。

2.「LEDインジケーターのセット状態」を選ぶ
CCCCC ボタンを8回押しま
す

➟「♪LT」が点灯し、「xxxx」
または「 」が点滅しま
す。

3. LEDインジケーターのON／OFFを切り替える
DDDDDボタンを押します

➟D ボタンを押すごとに
ON“ ”とOFF“xxxx”
が切り替わります。

4.セットを終わる
AAAAAボタンを押します

➟点滅が止まり、セット完了です。
※点滅表示のまま2～3分すると、自動的に点滅が止ま
ります。

★LEDインジケーターをONにしているときは、ス
トップウオッチモード、タイマーモード、アラーム
モードに切り替えると、1秒間「 」が表示され
てから各モードの表示になります。

秒

LEDインジケーターについて ■LED インジケーターの点滅の
しかたを確認する

時刻モードで、Dボタンを押し続けると、LEDインジケー
ターが点滅します。
※Dボタンを押したときに、12／24時間制が切り替わ
りますので、ご注意ください。

本機には時計表示のまわりに3つのグラフィック表示があ
ります。各グラフィック表示の点灯／消灯のしかたは、
モードによって異なります。

グラフィック表示1

グラフィック表示2 グラフィック表示3

モード

時刻

ワールドタイム

ストップウオッチ

タイマー

アラーム

グラフィック表示1

現在時刻の秒に連動
して点灯／消灯しま
す（10 秒単位）

計測中に点灯／消灯
します

点灯しません

グラフィック表示2

現在時刻の秒に連動
して点灯／消灯しま
す（1 秒単位）

計測値の秒に連動し
て点灯／消灯します
（1 秒単位）

点灯しません

※グラフィック表示3は、すべてのモードで、タイマーの
分に連動して点灯／消灯します。

グラフィック表示について

ワールドタイムモードでは、世界29タイムゾーン（48都
市）の時刻を簡単に知ることができます。

※ワールドタイムモードに切り替えると、前回選んだ都市
の時刻を表示します。

※時刻モードで基本時刻（ホームタイム）および時差をセッ
トすると、時差にしたがい他の都市の時刻も自動的に
セットされます。

※ワールドタイムの「秒」は基本時刻の「秒」に連動してい
ます。

※基本時刻を24時間制にしているときは、ワールドタイム
も自動的に24時間制で表示されます。

■都市のサーチ
ワールドタイムモードのとき

DDDDDボタンを押します

➟Dボタンを押すごとに都市
コードが切り替わります。

※押し続けると早送りします。

■サマータイム（DST）について
サマータイムとはDST（Daylight Saving Time）とも
言い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。
サマータイムの採用時期は国や地域により異なりますし、
採用していないところもありますのでご注意ください。

■サマータイムの設定

1.ワールドタイムモードのとき、D ボタンを押してサ
マータイム設定したい都市コードを選びます。

2. AAAAAボタンを約1秒間押
します

➟DST マークが点灯して、
サマータイム設定*になり
ます。
* サマータイム設定時の表示は、
通常の時刻より1時間早まり
ます。

※DSTマークが点灯しているときに、Aボタンを約1
秒間押すと通常の時刻に戻ります。

※各都市ごとにサマータイムの設定ができます。

都市コード

ワールドタイム
（進む）

DSTマーク

ワールドタイムの使い方 「操作のしくみと表示の見方」にしたがいCCCCCボタンを
押して、ワールドタイムモードにします。

■都市コード一覧
コード

ＰＰＧ

ＨＮＬ

ＡＮＣ

ＹＶＲ

ＳＦＯ

ＬＡＸ

ＤＥＮ

ＭＥＸ

ＣＨＩ

ＭＩＡ

ＮＹＣ

ＣＣＳ

ＹＹＴ

ＲＩＯ

ＲＡＩ

ＬＩＳ

時差

－11

－10

－9

－8

－8

－8

－7

－6

－6

－5

－5

－4

－3.5

－3

－1

＋0

※この表は2004年12月現在作成のものです。
※この表の時差は協定世界時（UTC）を基準としたものです。

都市名

パゴパゴ

ホノルル

アンカレジ

バンクーバー

サンフランシスコ

ロサンゼルス

デンバー

メキシコシティ

シカゴ

マイアミ

ニューヨーク

カラカス

セントジョンズ

リオデジャネイロ

プライア

リスボン

コード

ＬＯＮ

ＢＣＮ

ＰＡＲ

ＭＩＬ

ＲＯＭ

ＢＥＲ

ＡＴＨ

ＪＮＢ

ＩＳＴ

ＣＡＩ

ＪＲＳ

ＭＯＷ

ＪＥＤ

ＴＨＲ

ＤＸＢ

ＫＢＬ

時差

＋0

＋1

＋1

＋1

＋1

＋1

＋2

＋2

＋2

＋2

＋2

＋3

＋3

＋3.5

＋4

＋4.5

都市名

ロンドン

バルセロナ

パリ

ミラノ

ローマ

ベルリン

アテネ

ヨハネスブルグ

イスタンブール

カイロ

エルサレム

モスクワ

ジェッダ

テヘラン

ドバイ

カブール

コード

ＫＨＩ

ＭＬＥ

ＤＥＬ

ＤＡＣ

ＲＧＮ

ＢＫＫ

ＳＩＮ

ＨＫＧ

ＢＪＳ

ＳＥＬ

ＴＹＯ

ＡＤＬ

ＧＵＭ

ＳＹＤ

ＮＯＵ

ＷＬＧ

時差

＋5

＋5

＋5.5

＋6

＋6.5

＋7

＋8

＋8

＋8

＋9

＋9

＋9.5

＋10

＋10

＋11

＋12

都市名

カラチ

マーレ

デリー

ダッカ

ヤンゴン

バンコク

シンガポール

香港

北京

ソウル

東京

アデレード

グアム

シドニー

ヌーメア

ウェリントン
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ストップウオッチは1/100秒単位で23時間59分59秒
99（24時間計）まで計測できます。計測範囲を超えると、
自動的に0に戻って計測し続けます。

■計測のしかた
ストップウオッチモードのとき

DDDDDボタンを押します

➟Dボタンを押すごとに、計測がスタート／ストップします。
※計測中はグラフィック表示が点灯／消灯します。

時・分

1/100秒 秒

（スプリット／リセット）

（スタート／ストップ）

★計測中にAボタンを押すと、表示は止まりますが、
内部では計測を続けるスプリット計測となります
（“SPL”表示）。
※スプリット計測中にモードを切り替えると、スプ
リットは解除されます。

★計測終了後Aボタンを押すと、計測値が0に戻り
ます（リセット）。

●通常計測

ストップ リセットスタート

＜積算計測＞
ロスタイムのあるときは、ストップ後リセットせずにDボ
タンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計
測を始めます。

●スプリットタイム（途中経過時間）の計測

スプリット スプリット解除 リセットストップスタート

＜スプリット表示中＞

“SPL”表示

スプリット
解除

●1・2着同時計測

スタート 1着ゴール
（1着タイム表示）

2着ゴール 2着タイム表示 リセット

ストップウオッチの使い方 「操作のしくみと表示の見方」にしたがいCCCCCボタンを押
して、ストップウオッチモードにします。

■オートスタート機能
オートスタート機能とは、スタート（計測開始）の5秒前
からカウントダウンを開始し、3秒前から1秒ごとに電子
音で報知するものです。

●オートスタート表示にするには

計測リセット状態のとき、
AAAAAボタンを押します

➟Aボタンを押すごとに通常
表示とオートスタート表示と
が切り替わります。

●オートスタートで計測を開始する

オートスタート表示のとき、DDDDDボタンを押します

➟5秒前からのカウントダウンを始めます。3秒前からは
1秒ごとに電子音が鳴ります。

※カウントダウンを中止し即スタートするときは、Dボタ
ンを押します。

※計測開始後は、通常のストップウオッチのボタン操作と
同様になります。

※計測を終了してリセットをすると、オートスタートも解
除されます。

＜オートスタート表示＞

カウントダウン秒数

タイマー時間は分単位で24時間までセットすることがで
き、1秒単位で減算計測を行ないます。
また、タイムアップ後も自動的に計測を繰り返すオートリ
ピートタイマーとしても使えます。

■タイマー方法について
本機のタイマーは以下の2種類があり、使い方に合わせて
お好きな方を選ぶことができます。

* タイマー方法の選び方については「タイマーのセット」参照。

●リピートタイマー（繰り返し計測）
タイムアップすると、タイマー時間を表示して、計測が止
まります。同じ時間を何回も計測するときに便利です。

●オートリピートタイマー（自動繰り返し計測）
タイムアップしても、計測ストップするまで自動的にタイ
マー時間に戻り、繰り返し計測を行ないます。

■電子音の報音について
本機のタイマーは以下のように電子音が鳴ります。

* 予告音のON／OFF設定については「タイマーのセット」参照。

●予告音ONに設定したときは

残り時間5分10秒～
5分のとき

残り時間4分～1分の
とき

残り時間30秒

残り時間10秒～0秒
（タイムアップ）

1秒ごとに電子音が鳴ります。

1分ごとに電子音が鳴ります。

電子音が1秒鳴ります。

1秒ごとに電子音が鳴ります。

※セットした時間が5分以下のときは途中から鳴ります。

●予告音OFFに設定したときは
セットした時間を経過すると10 秒間の電子音でタイム
アップを知らせます。
※電子音が鳴っているときに、いずれかのボタンを押すと
音が止まります。

タイマーの使い方 「操作のしくみと表示の見方」にしたがいCCCCCボタンを
押して、タイマーモードにします。

■タイマーのセット

1.セット状態にする
タイマーモードのとき

AAAAAボタンを約1秒間押
します

➟タイマー時間の「時」が点
滅します。

2.「時」をセットする
DDDDDまたはBBBBBボタンを押
します

➟Dボタンを押すごとに1
つずつ進み、Bボタンを押
すごとに戻ります。

※D・Bボタンとも、押し
続けると早送りします。

※1 分単位で24 時間まで
セットできます。

※タイマー時間を24時間に
設定するときは、表示を
“0：00”にします。

3.「分」をセットする
CCCCCボタンを押します

➟「分」が点滅します。
「分」も「時」と同様にD
またはBボタンでセット
します。

4.タイマー方法を選ぶ
CCCCCボタンを押してから、
DDDDDボタンを押します

➟Dボタンを押すごとにリ
ピートタイマー“ ”と
オートリピートタイマー
“ ”が切り替わります。

5.予告音のON／OFFを選ぶ
CCCCCボタンを押してから、
DDDDDボタンを押します

➟Dボタンを押すごとにON
／OFFが切り替わります。

※♪ON＝予告音ON
♪OFF＝予告音OFF

タイマー時間（時）

（戻る）

（進む）

（戻る）

（進む）

オートリピートマーク
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■タイマーの使い方（減算計測のしかた）
タイマーモードのとき

DDDDDボタンを押します

➟Dボタンを押すごとに計測がスタート／ストップします。
※計測は1秒単位で行ないます。
※計測中はグラフィック表示が点灯／消灯します。

（リセット）

（スタート／ストップ）

時・分

秒

★計測ストップ後Aボタンを押すと、計測前の表示
に戻ります（リセット）。

★ロスタイムがあるときは、Dボタンでストップ後、
もう一度Dボタンを押すと表示タイムに引き続き
計測を始めます。

6. セットを終わる
AAAAAボタンを押します

➟点滅が止まり、セット完了です。
※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

■アラームについて
●通常アラーム（AL1～AL2）
設定した時刻になると10秒間の電子音が鳴ります。

●スヌーズアラーム（SNZ）
設定した時刻になると10秒間の電子音が鳴り、5分おき
に合計7回報音を繰り返します。
なお、ボタンを押して音を止めても再び鳴り出します。

■アラーム時刻のセット

1.アラームを選ぶ
アラームモードのとき

DDDDDボタンを押します

➟Dボタンを押すごとに表
示が以下の順で切り替わ
ります。セットしたいア
ラームを選びます。

アラーム1
(AL1)

アラーム2
(AL2)

時　報
(SIG)

スヌーズアラーム
(SNZ)

2.セット状態にする
AAAAA ボタンを約1秒間押
します

➟「時」が点滅します。
※アラームマークが点灯し
て、自動的にアラームON
になります。なお、スヌーズ
アラームのときはスヌーズ
マークも点灯します。

3.セット箇所を選ぶ
CCCCCボタンを押します

➟Cボタンを押すごとに点
滅箇所が以下の順で移動
します。セットしたい箇所
を点滅させます。

時 分 月 日

アラーム番号

（進む）

時

アラームマーク

アラームマーク

＜Ｂタイプ（反転液晶）＞

時 分

月日

アラーム・時報の使い方 「操作のしくみと表示の見方」にしたがいCCCCCボタンを
押して、アラームモードにします。

4. 点滅箇所のセット
DDDDDまたはBBBBBボタンを押
します

➟Dボタンを押すごとに1
つずつ進み、Bボタンを
押すごとに戻ります。

※D・Bボタンとも、押し続けると早送りします。
※「月・日」をセットしないときは、“x”または“xx”
を表示させます。

手順3.～4.の操作を繰り返して、アラーム時刻をセットします。

※「時」のセットのとき午前／午後（P）、または24時間制
にご注意ください。

※基本時刻を24時間制にしているときは、アラーム時刻も
自動的に24時間制で表示されます。

※「時・分」に加えて、「月・日」をセットすることにより、
以下のようにアラームの鳴るタイミングが選べます。
・毎日鳴らす→「時・分」のみセット
・1ヶ月間毎日鳴らす→「月・時・分」のみセット
・毎月同じ日に鳴らす→「日・時・分」のみセット
・指定月日に鳴らす→「月・日・時・分」全てセット

5.セットを終わる
AAAAAボタンを押します

➟点滅が止まり、セット完了です。
※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

■アラームのON／OFF設定
準備：アラームモードのとき、DDDDDボタンを押して、設定し

たいアラームを選びます。

AAAAAボタンを押します

➟Aボタンを押すごとに、アラームのON／OFFが切り
替わります。

※アラームマークが点灯しているときがON となり、ア
ラームが鳴ります。なお、スヌーズアラームのときはス
ヌーズマークも点灯します。

＜アラーム１表示＞

アラームマーク

＜スヌーズアラーム表示＞

スヌーズマーク

アラームマーク

＜Ｂタイプ（反転液晶）＞

アラームマーク

スヌーズマーク

（戻る）

（進む）

■鳴っている電子音を止めるには
いずれかのボタンを押すと、音が止まります。
※スヌーズアラームのときは、約5分後に再び鳴り出しま
す（スヌーズアラーム機能中はスヌーズマークが点滅し
ます）。

※スヌーズアラーム機能中のときに以下の操作を行ないま
すと、スヌーズアラーム機能が中断されます。
●スヌーズアラームをOFFに切り替えたとき。
●スヌーズアラームをセット状態にしたとき。
●時刻モードでセット状態にしたとき。

■モニターアラーム
アラームモードでDボタンを押し続けると、押している
間、電子音が鳴ります。

■時報について
毎正時（00 分のとき）に“ピッピッ”と電子音を鳴らす
ことができます。

■時報のON／OFF設定
準備：アラームモードのとき、DDDDDボタンを押して、時報表

示を選びます。

AAAAAボタンを押します

➟Aボタンを押すごとに、時報のON／OFFが切り替わ
ります。

※時報マークが点灯しているときがONとなり、時報が鳴
ります。

＜時報表示＞

時報マーク

時報マーク

＜Ｂタイプ（反転液晶）＞
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電池交換後などで、時刻やカレンダーが合っていないとき
は、以下の方法でセットします。

■時刻・カレンダーの合わせ方
（ホームタイムの設定）
1. セット状態にする
時刻モードのとき

AAAAA ボタンを約1秒間押
します

➟「秒」が点滅します。

2. 秒合わせ…30秒以内の遅れ／進みの修正
時報に合わせてDDDDD ボタ
ンを押します

➟「00秒」からスタートします。
※秒が00～29のときは切
り捨てられ、30～59の
ときは1 分繰り上がって
「00秒」になります（時報
は「時報サービス117番」
が便利です）。

3. サマータイム（DST）のON／OFFを選ぶ
CCCCCボタンを押してから、
DDDDDボタンを押します

➟D ボタンを押すごとに
ON／OFFが切り替わり
ます。

※OFF ＝サマータイムOFF（通常時間）
On ＝サマータイムON（夏時間）
* サマータイム（DST）については「サマータイム（DST）に
ついて」参照。

4. ホームタイムの時差を選ぶ
CCCCCボタンを押してから、
DDDDDまたはBBBBBボタンを押
します

➟D ボタンを押すごとに
「時差」が0.5時間ずつ進
み、B ボタンを押すごと
に戻ります。

※UTC＝協定世界時
※D・Bボタンとも、押し続けると早送りします。
※時差を設定してから、時刻セットを行なってください。

秒

00秒になる

（戻る）

（進む）

時刻・カレンダーの合わせ方 以下の操作は時刻モードで行ないます。 5. 「時刻・カレンダー」合わせ
a. CCCCCボタンを押します

➟Cボタンを押すごとに点
滅箇所が以下の順で移動
します。セットしたい箇所
を点滅させます。

分年月日

ホームタイムの
時差 時秒 DST

ON／OFF

LEDインジケーター
ON／OFF 

b. DDDDDまたはBBBBBボタンを押
します

➟Dボタンを押すごとに1
つずつ進み、Bボタンを
押すごとに戻ります。

※D・Bボタンとも、押し
続けると早送りします。

手順a.～b.の操作を繰り返して、時刻・カレンダーを
合わせます。

※「時」のセットのとき午前／午後（P）、または24時間制
にご注意ください。

※「年」は2000年～2099年の範囲内でセットできます。
正しくセットすると、自動的に曜日が算出されます。な
お、カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動
判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以
外の修正は不要です。

6. セットを終わる
AAAAAボタンを押します

➟点滅が止まり、セット完了です。
※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

（戻る）

（進む）
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