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時刻・カレンダーの合わせ方
防水時計の一部（特に 10 気圧・20 気圧防水）でりゅ
うずがネジ込み式になっているものは時刻・カレン
ダーを合わせる際は左回しにしてネジ込みをゆるめ
た後、りゅうずを引いてください（無理に引っ張ら
ないでください）。
なお、りゅうずをゆるめた状態では防水機能を保て
ませんので、合わせ終わったら必ずネジ込みをして
ください。

Operation Guide ANA(HK1)V.I
※機種により形状は異なります。

● 時刻の合わせ方

水晶発振周波数：32,768 Hz
表 示 方 式：針式アナログ表示
駆 動 方 式：ステップモーター方式
主 要 回 路 素 子：音叉型高性能水晶振動子

りゅうず

りゅうず
3針（時・分・秒）

時刻を合わせるときは、針を正転方向（進む方向）に回
して合わせてゆき、分針を正しい時刻より 4 〜 5 分進
めてから逆に戻して合わせると正確に合わせることがで
きます。
※ 時報は「時報サービス 117 番」が便利です。

● 回転ベゼルのついているものは
回転ベゼルを回し、▼マークを分針に合わせると、
その位置をスタートとして経過時間を知ることが
できます。
※ 内転ベゼル方式になっているものは右上のりゅう
ずを回すとベゼルが回転します。

ワンチップ CMOS-LSI

精度、使用電池および電池寿命：

2針（時・分）

ゆるめる

製品仕様

(1) りゅうずを引いて、運針を止めます。
(2) りゅうずを回して、時刻を合わせます。
(3) りゅうずを押し込みます。

※ 小秒針付のものは秒針が動く場合がありますが、電子
回路は 0 秒位置を記憶しています。

裏蓋記載の番号
708. 709
1330. 2784. 3363
1332. 1333
1360
705. 707. 1344. 1346
1362. 1747
1399
1770
2718. 2725. 4393
2719. 3716
3711

精度（平均月差）
電池
± 20 秒以内 SR920SW
± 20 秒以内 SR626SW
± 20 秒以内 SR626SW
± 30 秒以内 SR626SW
± 20 秒以内 SR621SW
± 20 秒以内 SR521SW
± 20 秒以内 SR616SW
± 20 秒以内 SR616SW
± 20 秒以内 SR621SW
± 20 秒以内
CR-2012
± 20 秒以内
CR-1616

電池寿命
約3年
約3年
約2年
約2年
約2年
約2年
約2年
約3年
約3年
約 10 年
約 10 年

※ 電池は別途販売です。なお、電池はカシオ指定のものをお使いください。

● 日付・曜日のついているものは

➟日付・曜日と時刻を別々に合わせます。
りゅうず

● 日付のついているものは

➟日付と時刻を別々に合わせます。

スタート

りゅうず
1段引き（日付合わせ）

1段引き（日付・曜日合わせ）
THU 30

2段引き（時刻合わせ）

30

＜日付・曜日の合わせ方＞

経過時間
現在

2段引き（時刻合わせ）

＜日付の合わせ方＞
(1) りゅうずを１段引きます。
(2) りゅうずを回して、日付を合わせます。
(3) りゅうずを押し込みます。
※ 日付は 31 日制になっていますので、2、4、6、
9、11 月の月末には必ず修正してください。
※ 午後 8 時から午前 2 時の間に日付合わせをし
ないでください。正確に切り替わらない場合が
あります。

(1) りゅうずを１段引きます。
(2) りゅうずを回して、日付・曜日を合わせます。
(3) りゅうずを押し込みます。
※ 日付合わせのときと逆方向にりゅうずを回すと
曜日が進みます。
※ 午後 8 時から午前 4 時の間に、日付・曜日合
わせをしないでください。正確に切り替わらな
い場合があります。
★ 曜日が日・英切り替え式になっているもの、お
よび曜日が絵になっているものは、お好きな方
を選んでお使いください。
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To set time
Setting time
1) Pull the crown out.
2) Set the hands by turning the crown in either
direction. For watch with the small second
hand might move while you set the time, but
in that case the internal circuit will maintain
the 0 setting in memory.

Crown

• Some water resistant models are equipped
with a screw lock crown.
• With such models, you must unscrew the
crown in the direction noted in the illustration
to loosen it before you can pull it out. Do not
pull too forcibly on such crowns.
• Also note that such watches are not water
resistant while their crowns are loosened. Be
sure to screw the crowns back in as far as
they will go after making any setting.

● The watch attached with a bezel can
measure the elapsed time. Align the ▼ mark
on the bezel with the minute hand by turning
it so that the time elapsed from the ▼ mark
can be measured.
Start

Elapsed
time

Crown

3) Push the crown in to the normal position.
To set the watch by a time signal accurately, ﬁrst turn
the hands clockwise and put the watch four or ﬁve
minutes forward, then back them out.

Operating Precautions
■ Water Resistance

For watch with the date display.
First click
Setting date

For watch with the day-date
display.

● The following applies to watches with WATER RESIS
the back cover.

First click
Setting date or day

30

Marking
THU 30

Second click
Setting time

Setting date
1) Pull the crown out to the ﬁrst click.
2) Set the date by turning the crown.
3) Push the crown in to the normal position.
● Avoid changing the day setting between
the hours of 8 p.m. and 2 a.m.
Otherwise, the day may not change
correctly at midnight.

Second click
Setting time

Setting date or day
1) Pull the crown out to the ﬁrst click.
2) Set the date or day by turning the crown.
3) Push the crown in to the normal position.
● Avoid changing the day and day of the
week settings between the hours of
8 p.m. and 4 a.m. Otherwise, the day and
day of the week may not change correctly
at midnight.
● When a day of the week has changed
after 0:00a.m., the pointer moves. Once
and then, moves again to indicate the
following day.

Example of Daily
Use

Water
Resistance
Under Daily
Use
On watch front or on back
No
cover
BAR mark
{
Hand washing, rain
¯
Water-related work, swimming
¯
Windsurﬁng
¯
Skin diving

En
A

Do not use this watch for scuba diving or other types of
● Watches that do not have WATER RESIST or WATER
cover are not protected against the effects of sweat.
conditions where it will be exposed to large amounts
splashing with water.
● Even if a watch is water-resistant, do not operate its
water or wet.
● Even if a watch is water-resistant, avoid wearing it in
detergents (soap, shampoo, etc.) are being used. Su
resistance.
● After submersion in seawater, use plain water to rins
● In order to maintain water resistance, have the gaske
(about once every two or three years).
● A trained technician will know how to check your wa
whenever you have its battery replaced. Battery repl
special tools. Always request battery replacement fro
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