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MECHANICAL
8L38・8L36

取扱説明書
INSTRUCTION

このたびはガランテをお買い上げいただき、ありがとうございました。
SEIKO では、時計づくり100 有余年の伝統と、世界に誇る先進技術の
すべてを注ぎ、製造・検査を実施しております。
ガランテの優れた性能を保つために、
この取扱説明書をよくお読みの上、
末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
この取扱説明書はお手もとに保管していただき、必要に応じてご覧くだ
さい。
※金属バンドの調整は、お買い上げ店にご依頼ください。
ご贈答、ご転居などにより、お買い上げ店での調整が受けられない場合は、
弊社お客様相談窓口へご依頼ください。お買い上げ店以外では有料もしく
はお取扱いいただけない場合があります。
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■製品取扱上のご注意
警告
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 り扱いを誤った場合に、重症を負うなどの重大な結果になる危険性
取
が想定されることを示します。

・次のような場合、ご使用を中止してください
○時計本体やバンドが腐食などにより鋭利になった場合
○バンドのピンが飛び出してきた場合
※すぐに、お買い上げ店・弊社お客様相談窓口にご連絡ください。
・乳幼児の手の届くところに、時計本体や部品を置かないでください
部品を乳幼児が飲み込んでしまうおそれがあります。
万が一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。

注意

 り扱いを誤った場合に、軽症を負う危険性や物質的損害をこうむる
取
ことが想定されることを示します。

・以下の場所での携帯・保管は避けてください
○揮発性の薬品が発散しているところ（除光液などの化粧品、防虫剤、シンナーなど）
○5℃～35℃から外れる温度に長期間なるところ
○高湿度なところ
○磁気や静電気の影響があるところ
○ホコリの多いところ
○強い振動のあるところ
・アレルギーやかぶれを起こした場合
ただちに時計の使用をやめ、皮膚科など専門医にご相談ください。
・その他のご注意
○金属バンドの調整は専門知識・技能が必要ですので、お買い上げ店にご依頼ください。
手や指などをケガする可能性があるほか、部品を紛失する可能性があります。
○商品の分解・改造はしないでください。
○乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。
ケガやアレルギーをひき起こすおそれがあります。
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警告

注意

この時計はスキューバダイビングや飽和潜水には絶対に使
用しないでください

水分のついたまま、りゅうずやボタンを操作しないでくだ
さい

スキューバダイビングや飽和潜水用の時計に必要とされる
過酷な環境を想定した様々な厳しい検査を行っていません。
専用のダイバーズウオッチをご使用ください。

※万が一、ガラス内面にくもりや水滴が発生し、長時間消えない場合は防水不
良です。お早めに、お買い上げ店・弊社お客様相談窓口にご相談ください。

時計内部に水分が入ることがあります。
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水や汗、汚れが付着したままにしておくのは避けてくださ
い

注意

直接蛇口から水をかけることは避けてください
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 水時計でもガラスの接着面・パッキンの劣化やステンレスがさ
防
びることにより、防水不良になるおそれがあります。

水道水は非常に水圧が高く、
日常生活用強化防水の時計でも
防水不良になるおそれがあります

入浴やサウナの際はご使用を避けてください
 気や石けん、温泉の成分などが防水性能の劣化を早めること
蒸
があります。

■メカニカルウオッチの特長（自動巻）

■キャリバー No. ご確認のお願い

・この時計は「ぜんまい」を動力に使用した、メカニカルウオッチです。

●キャリバーについて

・止まった状態からご使用になるときは、りゅうずを 20 回位手で巻いてぜん
まいを巻き上げてから始動させてください。

ムーブメント（時計の機械体）の型式を表す４桁の番号です。ガランテのメカニカ
ルキャリバーは８L、スプリングドライブキャリバーは５R から始まる４桁で表さ
れます。

・精度はクオーツウオッチが月差・年差であるのに対し、メカニカルウオッチ
は日差（一日あたりの進み・遅れ）となります。
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・さらに、ご使用になる条件
（携帯時間、温度、腕の動き、巻き上げ量等）によっ
て微妙に影響を受けますので、誤差は一定ではありません。

●確認方法
裏ぶたに記載の型式番号４桁がキャリバー番号となります。
〈通常の裏ぶたの場合〉
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〈シースルー仕様裏ぶたの場合〉

型式番号

・外部から強い磁気の影響を受けますと、一時的に精度がズレることがあり
ます。影響の度合いによっては、部品が磁化してしまうことがあります。そ
の場合は、磁気抜き等の修理が必要となりますので、お買い上げ店にご
依頼ください。

（例）
8L38-00C0
キャリバー番号

※ 上記の図は例であり、
お買上げいただいた時計とは異なる場合があります。

■各部の名称
・8L38

・8L36
分針
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時針
りゅうず

秒針

分針
時針

秒針

りゅうず
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24時針

※表 示の位置やデザインは、モデルによって異なる場合があります。

■りゅうずについて

■ぜんまいの巻きかた

りゅうずには、通常のものとロックできる構造のものの、2 つのタイプがあります。
お使いの時計のりゅうずをご確認ください。
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りゅうずを
押しつけな
がら、矢印
方向に回し
ます

通常のりゅうず
そのまま引き出して
操作することができます

回せる

回せない
（回せなく
なる）

ねじロック式りゅうず
操作するときはロックをはずします
ゆるめる

操作が終わったら
ロックします
押しつけて

１．この時計は、自動巻式機械時計（手巻つき）です。
２．ぜんまいは時計を腕につけた状態では通常の腕の動きで自然に巻くこ
とができます。またりゅうずを回してもぜんまいを巻くこともできます。
３．止まっている時計をお使いになるときは、時計を振っても動き出します
が、りゅうずを回しぜんまいが十分に巻かれた状態にしまして、時刻を
合わせてから腕にお付けください。ぜんまいを巻く際には、りゅうず 0
13
段位置で右回転方向に
（12 時方向）にゆっくりと回してください。なお、
りゅうずは左方向（6 時方向）では空回りするようになっています。ま
た、ぜんまいはフル巻き上げ状態でぜんまいがスリップするようになって
おり、ぜんまいを切る心配はありませんが過剰な操作はお控えください。
４．ぜんまいが十分に巻き上げられた状態での可動時間は約 50 時間です。

しめる
※ねじロック式りゅうずは、ロックすることで、誤動作の防止と防水性の向上をはかることができます。
※ねじロック式りゅうずは、ねじを無理にしめるとねじ部をこわすおそれがありますので、ご注意ください。

■ご使用方法（8L38 の場合）
●時刻の合わせかた
０段目（ぜんまい巻き上げ）
・右回転→ぜんまい巻き上げ
・左回転→空回り

１．りゅうずを1 段目まで引き出してください。
秒 針が「12 時」の位置にきたときに引き
出してください。
（秒針が止まります）
２．りゅうずを回転させ現在の時刻に合わせ
ます。
当ムーブメントは輪列機構上から時刻を
あわせる際には、針をいったん正しい時
刻よりやや遅らせておき、それから進め
て合わせるようにしてください。
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※ぜんまいの巻き上げ量が不足しますと進み遅れの原因になりますので、1 日 10 時間以上携帯
することをお勧めします。また、時計を腕につけないでご使用される場合は、毎日一定の時刻
にりゅうずを回しぜんまいを十分に巻いてご使用ください。
※ぜんまいが解けて止まった状態からお使いの場合、りゅうずでぜんまいを巻き上げても直ぐに
は動きません。機械式時計の特徴でぜんまい巻き始めのぜんまいトルク（力）が弱いためです。
ぜんまいが巻かれてある程度の強いトルクに達すると秒針が動き始めますが、早めに動かすた
めには、時計を振り、てんぷを強制的に回転させることで動かすことができます。

■ご使用方法（8L36の場合）
●時刻・カレンダーを合わせるには
・時 刻・カレンダーを合わせるときは、24 時針と分針を最初に合わせ、

その後で時針とカレンダーを合わせます。
・必ずゼンマイが巻き上げられた状態で、時刻合わせをしてください。

●時刻の合わせかた
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1.ぜんまいが巻き上げられた状態で、時計が動いていることを確認します。
※日 付・時刻を合わせるときは、必ず時計が動い
ている状態で行ってください。

3.秒針が０秒位置にあるときに
りゅうずを２段目まで引き出し、秒針
を止めます

※時針が、合わせたい時刻とは異なる時刻を指して
いるときや、時針の位置によってカレンダーの日
付が変わることがありますが、まず先に、分針と
24 時針を合わせましょう。

6.次に、時針とカレンダーを合わせます。りゅう
ずを１段目まで引き出してください。
りゅうずを
２段引く

7.り ゅ う ず を 回 し て 時 針 を 合 わ せ ま す。
りゅうずを回したときにカレンダーの日
付が変わるところが午前０時です。午前・
午後を確認して時刻を合わせましょう。
カレンダーを合わせたいときは、ここで
一緒に合わせてください。
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4.時計回りに針が進むように、りゅうずを左に回し、分針と 24 時針に注目
しながら時刻を合わせます。合わせた
い時刻の手前から、分針をゆっくり進
めて合わせてください。

※これで 24 時針、分針、 秒針が現在時刻に合った状態にな
ります。

ねじロック式りゅうずについて
P.12参照

※りゅうずはどちらの方向へも回せますが、できる
だけ日付修正が少ない方向で合わせてください。
※りゅうずを回すときは、時針の１時間単位の動き
を確認しながら、ゆっくりと回してください。
※時針を合わせているときに、他の針が少し動くことがありますが故障ではありません。

⇒

ねじロック式りゅうずについて

P.12参照

右（上方向）に回す：
時針を２周させると日付が１日送
られます。
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左（下方向）に回す：
時針を２周させると日付が１日戻
ります。
※りゅうずはどちらの方向へも回せますが、できるだけ修正が少ない方向で合わせてくださ
い。
※りゅうずはゆっくりと回してください。
※時針を合わせているとき、他の針が少し動くことがありますが故障ではありません。

分針と24時
針を合わせ
る
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時報に合わせ
りゅうずを
押し込む

りゅうずを
１段引く

●カレンダーの合わせかた
カレンダーを合わせるには、時針を２周させて１日ぶんの日付修正を行いま
す。時針を、時計回りに２周（24 時間ぶん）回すと「日を送る」ことがで
きます。
逆に回すと「日を戻す」ことができます。
※小の月（2、4、6、9、11 月）が終わった翌日などにカレンダー合わせを行ってください。

1.ぜんまいが巻き上げられた状態で、時計が動いていることを確認します。
※日付・時刻を合わせるときは、必ず時計が動いている状態で行ってください。
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2.りゅうずのロックをはずしてください。


8.りゅうずを押し込むと操作は完了です。
りゅうずをロックしてください。

１段目（針回し）
・右回転→逆針回し
・左回転→正針回し

※時刻合わせは、電話の時報サービス 117 が便利です。

5.時報などに合わせてりゅうずを押し込みます。

2.りゅうずのロックをはずしてください。
⇒

３．時 報と同時にりゅうずを 0 段目まで押し
込むと動き出します。
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⇒

ねじロック式りゅうずについて

P.12参照

3.りゅうずを１段目まで引き出してください。
4.り ゅうずを回して、時針を２周させるごとに、日付
が「１日ぶん」修正されます。りゅうずを回したと
きにカレンダーの日付が変わるところが午前０時で
す。午前・午後を確認して合わせましょう。

りゅうずを
１段引く

5.操作が終わったら、時刻が合っているかどうかを確認してりゅうずを押し
込んでください。これで操作は完了です。
りゅうずをロックしてください。
⇒

ねじロック式りゅうずについて

P.12参照

※この操作では時針とカレンダーが連動して動きます。
そのため、時刻の午前・午後が合っていないと、カレンダーが半日ずれることがあります。
※りゅうずはどちらの方向へも回せますが、できるだけ日付修正が少ない方向で合わせてくだ
さい。
※りゅうずを回すときは、時針の 1 時間単位の動きを確認しながら、ゆっくりと回してくだ
さい。
※時針を合わせているときに、他の針が少し動くことがありますが故障ではありません。
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●24時針の使いかた

●時差修正機能について

24 時針には以下の２つの機能があります。
タイプ１：午前・午後を区別する
タイプ２：デュアルタイムとして使う
時分針が示す時刻を 24 時間制で表 時差修正機能を使って、時分針が示す
示する（通常の使いかた）
時刻とは異なる地域の時刻を表示する
（１時間以上の時差がある地域の時刻）
時分針、24 時針ともに日本時間（午 時分針：日本時間（午前 10 時）
前10時）
24 時針：ニューヨーク（午後 8 時）

時差のある地域へ移動するときなどに、簡単に目的地の時刻に合わせられま
す。操作のときに時計を止めることがありません。
時針は目的地の時刻を示し、24 時針は元の地域の時刻を示します。
時針はカレンダーと連動しているため、正しい操作が行なわれると目的地の
日付を表示します。

●時差修正機能の使いかた
1.ぜんまいが巻き上げられた状態で、時計が動いていることを確認します。

23

※操作は、必ず時計が動いている状態で行ってください。

2.りゅうずのロックをはずしてください。


⇒

ねじロック式りゅうずについて

P.12参照

3.りゅうずを１段目まで引き出して
ください。
りゅうずを
１段引く

4.りゅうずを回して目的地の時刻に合わせます。
午前・午後、日付を確認して合わせましょう。

5.操作が終わったら、時刻が合っているかどうかを確認してりゅうずを押し
込んでください。これで操作は完了です。りゅうずをロックしてください。

※この操作では時針とカレンダーが連動して動きます。
時刻の午前・午後が合っていないと、カレンダーが半日ずれることがあります。
⇒ 世界の主な地域の時差一覧 P.26

 ⇒ ねじロック式りゅうずについて P.12参照
※ＰＭ９：00 ～ＡＭ 1：00 の時間帯に時刻を合わせるときは、
時針をＰＭ８：00 まで戻してから合わせてください。

●目的別の使いかた
時差修正機能を使うと、２つの地域の時刻を表示させるデュアルタイムとしてお使い
いただけます。表示のしかたは２通りあり、目的によって使い分けることができます。
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右（上方向）
に回す：
プラス
1時間

25

左（下方向）
に回す：
マイナス
1時間

※りゅうずはどちらの方向へも回せますが、できるだけ修正が少ない方向で合わせてくださ
い。
※りゅうずを回すときは、時針の１時間単位の動きを確認しながらゆっくりと回してくださ
い。
※りゅうずを回したときにカレンダーの日付が変わるところが午前０時です。
※時針を合わせているとき、
他の針が少し動くことがありますが故障ではありません。

【例１】
時針・カレンダー：A
地域（日本）
２４時針：B地域
（ニューヨーク）

【例１】
時針・カレンダー：B
地域（ニューヨーク）
２４時針：A地域（日
本）

２４時針を合わせた後で、時針を合わせます。

■世界の主な地域の時差一覧
都市名
東京
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世界標準時（UTC） 日本標準時（JST）
+9:00

± 0:00

★ニューヨーク

-5:00

-14:00

★モントリオール

ソウル

その他の地域

★シカゴ

-6:00

-15:00

★メキシコシティ

北京

+8:00

-1:00

香港、マニラ、シンガポール

★デンバー

-7:00

-16:00

バンコク

+7:00

-2:00

ジャカルタ

★ロサンゼルス

-8:00

-17:00

ダッカ

+6:00

-3:00

★アンカレッジ

-9:00

-18:00

ホノルル

-10:00

-19:00

ミッドウェー島

-11:00

-20:00

ナイロビ、メッカ

★ウェリントン

+12:00

+3:00

カラチ

+5:00

-4:00

ドバイ

+4:00

-5:00

ジッダ

+3:00

-6:00

カイロ

+2:00

-7:00

★イスタンブル、★アテネ

ヌメア

+11:00

+2:00

★パリ

+1:00

-8:00

★ローマ、★ベルリン、★マドリード

★シドニー

+10:00

+1:00

± 0:00

-9:00

★カサブランカ

★アゾレス諸島

-1:00

-10:00

★リオデジャネイロ

-3:00

-12:00

サントドミンゴ

-4:00

-13:00

★ロンドン

タシケント

サンティアゴ

■ケース構造について
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剣先（けんさき）
上箱（うわばこ）
小穴（こあな）

縁（ふち）

柱

ピン

注意

※柱の固定や留めネジに異常を発見した場合は、お買い上げ店にご相談ください。

２．ケースは、厚く特殊な形状をしています。携帯時に他のものにぶつけるなどして、


グアム

■レザーバンド用ワンプッシュ三つ折れ方式中留の使いかた

１．この柱を固定しているネジ、および柱の先端にある留めネジは、絶対にゆるめな

いでください。故障や紛失の原因になります。
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★フィジー

※ ★印の地域ではサマータイムが導入されています。
※ 各地域の時差及びサマータイムの有無は、2015 年 12 月時点の情報に基づいております。
これらは、国または地域の都合により変更される場合があります。

特殊なケース構造になっています。
ご使用に際しては下記内容に注意し、
安全な使用を心がけてください。
４か所にケースの縁部分を固定するた
めの柱が立っています。

★サンフランシスコ

思わぬケガをする可能性もありますので、携帯中は十分な注意が必要です。

１．上箱を持ち上げて、バン

ドの剣先（12 時側先端）

を上箱の中に通します。

適当な長さのところで

ピンを小穴に入れて、

バンドを固定します。

定革（ていかく）
遊革（ゆうかく）

２．剣先を、定革と遊革に

通します。

３．上箱をカチッと音がする

まで押して、しっかりと

留めます。

※装着するときは、バンドの剣先（12 時側先端）を定革・遊革に入れた後で、
 中留を留めてください。
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■お手入れについて

30

防水性能
P.32 ～ P.33
を参照ください

型式番号

31

お客様の時計の
種類を示す番号

8- 0

耐磁性能

0C

0

●りゅうずは時々回してください
・りゅうずのさびつきを防止するために、時々りゅうずを回してください。
・ねじロック式りゅうずの場合も同様です。 →りゅうずについて P.12

時計の裏ぶたでも性能と型式の確認ができます

8L 3

●日ごろからこまめにお手入れしてください
・りゅうずを引き出して洗わないでください。
・水分や汗、汚れはこまめに柔らかい布でふき取るように心がけてくださ
い。
・海水につけた後は、必ず真水でよく洗ってからふき取ってください。
その際、直接蛇口から水をかけることは避け、容器に水をためるなどし
てから洗ってください。
※「非防水」、
「日常生活用防水」の場合は、おやめください。
→性能と型式について P.31 防水性能について P.32

P.34 ～ P.35
を参照ください

※上の図は例であり、お買い上げいただいた時計とは異なる場合があります。

■防水性能について
お買い上げいただいた時計の防水性能を
下記の表でご確認の上ご使用ください。
（「P.31」をご覧ください）

裏ぶた表示
32

防水性能

防水性能表示なし

非防水です。

お取扱方法
水滴がかかったり、汗を多くかく場合には、使用しないで下さい。
日常生活での「水がかかる」程度
の環境であれば使用できます。

警告 水泳には使用しないで下さい。

WATERRESISTANT

日常生活用防水です。

WATERRESISTANT
10BAR

日常生活用強化防水で 10 気圧防水です。

空気ボンベを使用しないスキンダイビングに使用できます。

WATERRESISTANT
20BAR

日常生活用強化防水で 20 気圧防水です。

空気ボンベを使用しないスキンダイビングに使用できます。

■耐磁性能について（磁気の影響）
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■時計に影響を及ぼす身の周りの磁気製品例

この時計は、身近にある磁気の影響を受け、時刻が狂ったり止まったりします。
裏ぶた表示

お取扱方法

耐磁性能表示なし

磁気製品より 5cm 以上遠ざける必要があります。
（JIS1種）
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携帯電話
（スピーカー部）

ACアダプター

電磁調理器

携帯ラジオ
（スピーカー部）

バッグ
（磁石の止め金）

交流電気かみそり

磁気ネックレス

磁気健康枕
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磁気製品より 1cm 以上遠ざける必要があります。
（JIS2種）
磁気を帯びたことが原因で、携帯使用時の精度めやす範囲を超えている場合、磁気の除去
および精度の再調整作業は、保証期間にかかわらず有料とさせていただきます。
この時計が磁気の影響を受ける理由
内蔵されているひげぜんまいが、外からの強い磁気の影響を受けます。

■ルミブライトについて
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■アフターサービスについて

お買い上げの時計がルミブライトつきの場合
ルミブライトは、太陽光や照明のあかりを短時間（約 10分間：500ルクス以上）で吸収
して蓄え、暗い中で長時間（約 3時間～5時間）発光します。光が当たらなくなってか
ら輝度（明るさ）は、時間の経過とともに弱まります。なお、光を蓄える際の光の強さや
光の吸収度合いとルミブライトの面積によって、発光する時間や見え方に差が生じます。

・お買い求めいただきましたガランテは、厳重な検査・調整を行った後、お手も
とにお届けしております。しかし、取扱説明書に沿った正常なご使用状態で、
万が一、保証期間内に不具合が生じた場合には、保証書を添えてお買い上げ

※一 般的には明るい所から暗い所へ入った場合、人の目はすぐには順応しません。初めはものが見にく
いですが、時間の経過と共に見やすくなってきます。
（目の暗順応）
※ルミブライトは、放射能などの有害物質をまったく含んでいない環境・人に安全な蓄光（蓄えた光を放出する）塗料です。

・保証期間は、お買い上げ日より 2 年間です。
 その他の保証内容の詳細については、保証書に記載してあります。

＜照度のめやすについて＞
環 境
太陽光
屋内（昼間窓際）
照明
（白色蛍光灯 40Wの下で）

明るさ（照度）のめやす
晴れ
くもり
晴れ
くもり
雨
1m
3m
4m

100,000 ルクス
10,000 ルクス
3,000 ルクス以上
1,000 ～ 3,000 ルクス
1,000 ルクス以下
1,000 ルクス
500 ルクス（通常室内レベル）
250 ルクス

店へお持ちください。メーカーにて無料で修理・調整させていただきます。

・保 証期間経過後の修理、およびガランテについてのご相談は、お買い上げ店
で承っております。その他わからない点がございましたら、下記の弊社お客様
相談室までお問い合わせください。
セイコーウオッチ（株）お客様相談室
ガランテ専用フリーダイヤル 0120 － 302 － 617
受付時間：月曜～金曜
9:30 ～ 21:00

土曜・日曜・祝日 9:30 ～ 17:30
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■補修用性能部品について

●分解掃除による点検調整（オーバーホール）について

・ガランテの補修用性能部品の保有期間は、通常 10 年を基準としています。
正常なご使用であれば、この期間中は原則として修理が可能です。
（補修用性

・この時計の点検、および分解掃除はメーカーにて行います。お買い上げ店には、
メーカーへ依頼するようお申しつけください。
・長くご愛用いただくために、２～３年に１回程度の分解掃除による点検調整
（オーバーホール）をおすすめします。

能部品とは、時計の機能を維持するのに必要な修理用部品です。）
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・修 理可能な期間は、ご使用条件により著しく異なります。精度が元通りにな
らない場合もありますので、修理ご依頼の際にお買い上げ店とよくご相談くだ
さい。
・修 理のとき、ケース・文字板・針・ガラス・バンドなどは一部代替部品を使用
させていただくことがありますのでご了承ください。
・その他わからない点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせ
ください。








※この時計のムーブメントは、機構の性質上、動力を伝達する歯車部分に常に力が加わって
 います。これらが正常に機能するためには、定期的な部品の洗浄、油の交換、精度の調整、
 機能チェック、消耗部品の交換などが大切です。
 特に、
お買い上げ後２～３年目の分解掃除による点検調整（オーバーホール）を行うことが、
 長く使用するために重要です。
 ご
 使用状況によっては、機械の保油状態が損なわれたり、油の汚れなどによって部品が磨
耗し、止まりにいたることがあります。また、パッキン等の部品の劣化が進み、汗や水分
の浸入などで防水性能が損なわれる場合があります。分解掃除による点検調整（オーバー
ホール）を、お買い上げ店にご指定ください。部品交換のときは、
「純正部品」とご指定
ください。分解掃除による点検調整（オーバーホール）の際には、パッキンやバネ棒の交
換もあわせてご依頼ください。
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・その他わからない点がございましたら、下記の弊社お客様相談室までお問い
合わせください。
セイコーウオッチ（株）お客様相談室
ガランテ専用フリーダイヤル 0120 － 302 － 617
受付時間：月曜～金曜

9:30 ～ 21:00

土曜・日曜・祝日

9:30 ～ 17:30

■メカニカルウオッチの精度について
◯メカニカルウオッチの精度は「日差」です。
◯メカニカルウオッチの精度は時計の姿勢（向き）によって、進み／遅れ具
合が変わり、またお客様のご使用になる条件（携帯時間・温度・腕の動き・
ぜんまいの巻き上げ量など）により、所定の精度の範囲を超える場合があ
ります。
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◯ 1 日のみの誤差で判断せず 1 週間程度の誤差で判断するようにしてくだ
さい。
◯精度の温度差
・メカニカルウオッチの精度を作る部分には金属が使われています。金属
の特性として、温度の変化によって伸び縮みすることは良く知られてい
ます。これが時計の精度に影響を与えます。メカニカルウオッチは高温
下では遅れがちになり低温下では進みがちになります。

■バンドについて
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◯ぜんまいの巻き具合と精度
精度を高めるためには、歯車の速度をコントロールするてんぷに規則正し
くエネルギーを補給する事が重要です。メカニカルウオッチの動力源であ
るぜんまいは、いっぱいに巻かれている状態とほどける直前の状態では
力が異なり、ほどけるにしたがって力が弱くなっていきます。
自動巻式は頻繁に携帯していただく事で、比較的安定した精度が得られ
ます。
◯磁気の影響
外部から強い磁気の影響を受けますと、一時的に精度がズレることがあり
ます。影響の度合いによっては、部品が磁化してしまう事があります。
その場合は磁気抜き等の修理が必要となりますので、お買い上げ店にご
依頼ください。

バンドは直接肌に触れ、汗やほこりで汚れます。そのため、手入れが悪いとバ
ンドが早く傷んだり、肌のかぶれ・そで口の汚れなどの原因になります。長くお
使いになるためには、こまめなお手入が必要です。

・色味の薄いバンドは、汚れが目立ちやすいので、ご使用の際はご注意ください。
・時計本体が日常生活強化防水（20 気圧防水）になっているものでも、アクア
フリーバンド以外の皮革バンドは、入浴中や水泳、水仕事などでのご使用は
お控えください。

●金属バンド

●ポリウレタンバンド

・ステンレスバンドも水・汗・汚れをそのままにしておくとさび易くなります。
・手入れが悪いとかぶれやワイシャツの袖口が黄色や金色に汚れる原因になり
ます。
・水や汗・汚れは、早めに柔らかな布で取り除いてください。
・バンドのすき間の汚れは、
水で洗い、
柔らかな歯ブラシ等で取り除いてください。
（時計本体は水にぬれないように台所用ラップなどで保護しておきましょう）
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・光で色が褪せたり、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。
・特に半透明や、白色、淡色のバンドは、他の色を吸着し易く、また変色をお
こします。
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・汚れたら水で洗い、乾いた布で良く拭き取ってください。
（時計本体は水にぬれないように台所用ラップなどで保護しておきましょう）

・弾力性がなくなり、ひび割れを生じたら取り替え時期です。
バンドによるかぶれは、金属や皮革が原因となるアレルギー反応や、

●皮革バンド
・水や汗、直射日光には弱く、色落ちや劣化の原因になります。
・水 がかかった時や汗をかいた後は、すぐに乾いた布などで吸い取るように軽
く拭いてください。
・直接日光にあたる場所に放置しないでください。

かぶれやアレルギー 汚れもしくはバンドとのすれなど不快感が原因となる場合など、
について
いろいろな発生原因があります。
バンドサイズの
目安について

バンドは多少余裕をもたせ通気性をよくしてご使用ください。
時計をつけた状態で、指一本入る程度が適当です。

■こんな時には
現象
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考えられる原因

このようにしてください

時 計 が 止 ま っ ぜんまいが巻かれていない。
た。

ぜんまいを手で巻くか、または数回振れば動き出します。
それでも、動かない場合は、お買い上げ店にご相談ください。

時 計 が 一 時 的 暑いところまたは寒いところに長く置いた。
に 進 む ／ 遅 れ 磁気を発生するもののそばに置いた。
る。

精度は、常温にもどれば元にもどります。

落としたり強くぶつけたり、または激しいスポーツをした。
強い振動が加えられた。
3 年を越える長期間、分解掃除による点検調整を行っていない。

精度は、元にもどりません。元の精度に戻すためには、脱磁（修理）をする必
要があります。
お買い上げ店にご相談ください。
精度は、元にもどりません。お買い上げ店にご相談ください。
お買い上げ店にご相談ください。

日 付 が 日 中 に 時刻合わせが 12 時間ずれている。
変わる。

12 時間、針を進めて時刻および日付を合わせ直してください。

ガ ラ ス の く も パッキンの劣化などにより時計内部に水分が入った。
りが消えない。

お買い上げ店にご相談ください。

※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。
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■製品仕様
機

種

8L38、8L36

基本機能（共通）

時間表示（時針、分針、秒針）

基本機能（8L36 のみ）

24 時針、日付連動式時差修正機能

振 動 数

28,800 振動／時間（8 振動／秒）

精

度

日差 ＋ 15 秒～－ 10 秒
（常温 5℃～ 35℃において）
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駆動方式

ぜんまい巻（自動巻〈手巻つき〉）

使用石数

8L38：26 石、8L36：27 石

持続時間

最大巻上時約 50 時間

※上記精度は工場出荷時に調整されたものです。
※メカニカルウオッチの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、
腕の動き、ぜんまいの巻き上げ量など）によっては上記精度の範囲
を超える場合があります。

YouarenowtheproudownerofaGALANTEwatch.GALANTE
watches are designed and manufactured to operate with extremely
high accuracy by taking advantage of SEIKO'S more than 100
years of experience in watch making and the advanced technology
thatSEIKOcanboasttotheworld.
To preserve the highest quality of your GALANTE watch, please
read the instructions in this booklet carefully for its proper use
andcare,andkeepthisbookletforreadyreference.
※ Length adjustment service for metallic bands is available at the retailer
fromwhomthewatchwaspurchasedorSEIKOCUSTOMERSERVICE
CENTER.
T he service may also be available on a chargeable basis at other
retailers,however,someretailersmaynotundertaketheservice.

CONTENTS
■ Handlingcautions ………………………………………………………… 5 0

■ Magneticresistance ……………………………………………………… 8 0

■ Characteristicsofmechanicalwatches
（automaticwindingmodel） ……………………………………………… 5 4

■ Examplesofcommonmagneticproductsthatmayaffectwatches…… 8 1

■ Namesoftheparts………………………………………………………… 5 6
■ Crown ……………………………………………………………………… 5 8
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■ Howtousetheautomaticmechanicalwatch…………………………… 5 9
■ Howtouse（forCal.8L38） ……………………………………………… 6 1
■ Howtouse（forCal.8L36） ……………………………………………… 6 2
■ Structureofthecase …………………………………………………… 74
■ Howtousethethree-piecefoldoverclaspforaleatherband…… 7 5
■ Dailycare ………………………………………………………………… 7 6

■ Lumibrite…………………………………………………………………… 8 2
■ Remarksonafter-salesservicing ……………………………………… 8 3
■ Remarksonreplacementparts ………………………………………… 8 4
Inspectionandadjustmentbydisassemblyandcleaning(overhaul) … 8 4
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■ AccuracyofMechanicalWatches ……………………………………… 8 6
■ Band………………………………………………………………………… 8 8
■ Troubleshooting…………………………………………………………… 9 0
■ Specifications……………………………………………………………… 9 2

■ Waterresistance ………………………………………………………… 7 8

■ Handling cautions
WARNING Toindicatetherisksofseriousconsequencessuchassevereinjuries

CAUTION

unlessthefollowingsafetyregulationsarestrictlyobserved.
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・Immediatelystopwearingthewatchinfollowingcases.
○ Ifthewatchbodyorbandbecomesedgedbycorrosionetc.
○ Ifthepinsprotrudefromtheband.
※ImmediatelyconsulttheretailerfromwhomthewatchwaspurchasedorSEIKO
CUSTOMERSERVICECENTER.
・Keepthewatchandaccessoriesoutofthereachofbabiesandchildren.
Careshouldbetakentopreventababyorachildaccidentallyswallowingtheaccessories.
Ifababyorchildswallowsthebatteryoraccessories,immediatelyconsultadoctor,
asitwillbeharmfultothehealthofthebabyorchild.

WARNING

Donotusethewatchinscubadivingorsaturationdiving.
The various tightened inspections under simulated harsh
environment, which are usually required for watches designed
forscubadivingorsaturationdiving,havenotbeenconducted
on the water-resistant watch with the BA R (barometric
pressure)display.Fordiving,usespecialwatchesfordiving.
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CAUTION

To indicate the risks of light injuries or material damages
unlessthefollowingsafetyregulationsarestrictlyobserved.

・Avoidthefollowingplacesforwearingorkeepingthewatch.
○ Placeswherevolatileagents（cosmeticssuchaspolishremover,bugrepellent,thinnersetc.）arevaporizing
○ Placeswherethetemperaturedropsbelow5℃orrisesabove35℃foralongtime ○ Placesofhighhumidity
○ Placesaffectedbystrongmagnetismorstaticelectricity
○ Dustyplaces
○ Placesaffectedbystrongvibrations
・Ifyouobserveanyallergicsymptomsorskinirritation
Stopwearingthewatchimmediatelyandconsultaspecialistsuchasadermatologistoranallergist
・Othercautions
○F
 oradjustingthelengthofthemetalbracelet,specializedknowledgeandexpertise
arenecessary.Therefore,insuchacase,contacttheretailerfromwhomthewatch
was purchased. If you attempt to adjust the metal bracelet, injury may occur to
yourhandorfingers,orpartsofthebraceletmaybelost.
○ Donotdisassembleortamperwiththewatch.
○ Keepthewatchoutofthereachofbabiesandchildren.
E
 xtracareshouldbetakentoavoidrisksofanyinjuryorallergicrashoritching
thatmaybecausedwhentheytouchthewatch.

CAUTION

Donotturnorpulloutthecrownwhenthewatchiswet.
Watermaygetinsideofthewatch.
※I ftheinnersurfaceoftheglassiscloudedwithcondensationorwater
dropletsappearinsideofthewatchforalongtime,thewaterresistant
performance of the watch is deteriorated. Immediately consult the
retailer from whom the watch was purchased or SEIKO CUSTMER
SERVICECENTER(listedontheendofabook).

Donotleavemoisture,sweatanddirtonthewatchforalongtime.
Donotpourrunningwaterdirectlyfromfaucet.
Thewaterpressureoftapwaterfromafaucetishighenough
todegradethewaterresistantperformanceofawaterresistant
watchforeverydaylife.
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 e aware of a risk that a water resistant watch may lessen
B
its water resistant performance because of deterioration of
the adhesive on the glass or gasket, or the development of
rustonstainlesssteel.

Donotwearthewatchwhiletakingabathorasauna.
S tea m, soap or some components of a hot spring may
accelerate the deterioration of water resistant performance
ofthewatch.
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■ Characteristics of mechanical watches（automatic winding model）
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・T his is a mechanical watch that uses the mainspring as its power
source.
・W hen starting to use a watch a fter it stops, turn the crow n
approximately20timesbyhandtowindthemainspring.
・Accuracyofmechanicalwatchisindicatedbyadailyrate（lossorgain
peroneday）,whilethatofquartzwatchisindicatedbyamonthlyor
annualrate.
・Accuracy of mechanical watch may slightly vary depending on the
variousconditionsofuse（suchasthelengthoftimeduringwhichthe
watchiswornonthewrist,temperatureenvironment,armmovement,
andwindingstateofthemainspring）.
・W hen affected by a strong magnetism from outside, the mechanical
watchmaytemporarilyloseorgaintime.Thepartsofthewatchmay
become magnetized depending on the extent of the effect. In such a
case, consult the retailer from whom the watch was purchased since
thewatchrequiresrepairincludingdemagnetizing.

■ Names of the parts
・8L38

■ CHECK THE CALIBER NUMBER
●About the caliber number
The caliber number is a four-digit number that indicates the model of a
movement (mechanical part of a watch). The mechanical caliber number
startswith“8L”
andthespringdrivecalibernumberstartswith“5R”.

●How to check the caliber number
Thefour-digitmodelnumberonthecasebackisthecalibernumber.
<Regular case back>

<See-through case back>

Model Number
(Ex.)
8L38-00C0
Caliber Number

※ The above ﬁgures are examples and may diﬀer from the ﬁgure on the case back of your watch.

・8L36
Minute hand
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Hour Hand

Minute hand
Hour Hand

Crown

second hand

Crown

57

24-hour
hand

second hand

※ T heorientationanddesignofthedisplaymayvarydependingonthemodel.

■ Crown

■ How to use the automatic mechanical watch

Therearetwotypesofcrowns,anormalcrownandascrew-lockcrown.
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While
pressingthe
crownin,
turnitin
thedirection
indicatedby
thearrow.

The
crown
turns.
Thecrown
doesnot
turn.
（Itcannotbe
turnedany
further.）

Normalcrown
Pulloutthecrownandoperateit.

Screw-locktypecrown
Unlockthecrownbefore
operatingit.
Unscrew

Afteroperating
thecrown,lockit.
Whilepressingthecrown

Screw
※I fyourwatchhasascrew-lockcrown,thecrownscrewsintothewatchtopreventmalfunction
andincreasewaterresistance.
※Becarefulnottoscrewthecrowninbyforceasitmaydamagetheslotsofthecrown.

１．T his is an automatic mechanical watch with manual winding
mechanism.
２．W hen the watch is worn on the wrist, the mainspring is wound
automaticallythroughnormalwristmovement.
T he watch can also be wound up by turning the crown. To do so,
unscrewthecrownbyturningitcounterclockwise.
３．To start the watch after it stops completely, wind it up either by
turningthecrownorswingingitfromsidetosideuntilthesecond 59
handstartsmoving.Then,setthetimeanddatebeforeputtingthe
watchonthewrist.
To w i n d u p t h e wat ch , u n s c r ew t h e c r ow n by t u r n i n g it
counterclockwise, and then, turn it clockwise slowly. The watch
cannotbewoundbyturningthecrowncounterclockwise.
４．T he watch is wound up fully. (Turning the crown further will not
breakthespring)Oncethewatchiswoundupfully,itoperatesfor
about50hours.

■ How to use（for cal.8L38）
● How to set the time

60

Normal Position
(Winding the Mainspring)
･Clockwise
→The mainspring is wound.
･Counterclockwise
→The mainspring is not wound.

※ I fthewatchisusedwithoutbeingwoundupfully,gainorlossofthewatchmayresult.
Toavoidthis,wearthewatchformorethan10hoursaday.Ifthewatchisusedwithoutwearingonthe
wrist;ifitisusedonthedesklikeaclock,forexample;besuretowinditupfullyeverydayatafixedtime.
※ I fyouuseawatchthathasstoppedwiththemainspringunwound,windingthemainspring
with the crown will not start the watch immediately. That is because the mainspring
torque (force) is low at the beginning of its winding due to the characteristics of
mechanical watches. The second hand starts to move when a certain degree of strong
torqueisreachedafterthemainspringhasbeenwoundup.
However,swingingthewatchfromsidetosidetoforciblyturnthebalancecanstartthewatchsooner.

１．Pulloutthecrowntothefirstclickwhen
the second hand is at the 12 0’clock
position.
(Thesecondhandstopsonthespot.)
２．Turnthecrowntosetthecurrenttime.
Due to its wheel train mechanism,
for setting the time of the mechanical
watchcorrectly,thehandsshouldbeset
backonceslightlyandthensetforward
tothecorrecttime.
３．Push the crown back in to the normal
position in accordance with a time
signal.
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First Click (Turning Hands)
・Clockwise
→Hands turn counterclockwise.
・Counterclockwise
→Hands turn clockwise.

■HOW TO USE（for cal. 8L36）
●How to set the time and calendar
・Tosetthetimeandcalendar,setthe24-hourhandandminutehandfirst,
andthensetthehourhandandcalendar.
・Whensettingthetime,makesurethatthemainspringissufficientlywound.

●How to set the time
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1.Makesurethatthemainspringissufficientlywoundandthewatchisworking.
※Whensettingthedateandtime,ensurethatthe
watchisworking.
"How to use the screw lock type crown"
page58.

3.Pull out the crown to the second click
whenthesmallsecondhandispointing
atthe"0"secondposition.Thesmall
secondhandwillstoponthespot.

※Thesettingofthe24-hour,minuteandsmallsecondhands
tothecurrenttimeisnowcompleted.

Pull out the
crown to the
second click.

7.Turn the crown to set the hour hand.
Whileturningthecrown,themomentthe
date changes is midnight. When setting
the hour hand, be sure that AM/PM is
set correctly. Adjust the calendar also
atthispointifnecessary.
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※The crown can be turned in either direction to
adjust the date, however, it is recommended to
turnthecrowninthedirectionwhichenablesyou
tosetthedatewithasmalleradjustment.
※Turnthecrownslowly,checkingthatthehourhandmovesinone-hourincrements.
※When adjusting the hour hand, the other hands may move slightly. However, this is not a
malfunction.

8.Pushthecrownbackintocompletethetimesetting.
Relockthecrown.
⇒

"Howtousethescrewlocktypecrown"page58.

Turningthecrownclockwise(upward):
Eachtimethehourhandmakestwo
fullrotations,thedateisadvanced
oneday.
Turningthecrowncounterclockwise
(downward):
Eachtimethehourhandmakestwo
fullrotations,thedateissetback
oneday.
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※Onlythe24-hourandminutehandsaretobeset
first. Even if the hour hand is indicating
incorrect time, or the date may be altered
depending on the position of the hour hand, it is
notnecessarytomakeanadjustmentatthisstage.

5.Pushthecrownbackinsimultaneouslywiththe
timesignal.

2.Unlockthecrown.
⇒

4.T
 urnthecrowntorotatethe24-hourhandandminutehandclockwiseand
setthemtothecurrenttime.Whiledoing
so, set the minute hand a few minutes
behindthecorrecttime,andthenslowly
advanceittothedesiredtime.

6.T o move on to the hour hand and calendar
setting,pullthecrownouttothefirstclick.

Set the
24-hour
hand and
m i n u t e
hand.
Push the
crown back in
simultaneously
with the time
signal.
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Pull the
crown out to
the first click.

●How to set the calendar
Twofullrotationsofthehourhandwillchangethedateforoneday.
The date advances one day by turning the hour hand two full rotations
clockwise(for24hours),whilethedateissetbackonedaybyturningthe
hourhandtwofullrotationscounterclockwise.
※Manual date adjustment is required on the first day after a month that has less than 31
days:February,April,June,SeptemberandNovember.

1.Makesurethatthemainspringissufficientlywoundandthewatchisworking.
※Whensettingthedateandtime,ensurethatthewatchisworking.
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2.Unlockthecrown.


⇒

"Howtousethescrewlocktypecrown"page58.

3.Pulloutthecrowntothefirstclick.
4.Eachtimethehourhandmakestwofullrotationsby
turning the crown, the date is adjusted one day.
While turning the crown, the moment the date
changes is midnight. When setting the hour hand, be
surethata.m./p.m.issetcorrectly.

Pull out the
crown to the
first click.

5.Uponcompletionofsetting,makesurethatthetimeindicatediscorrect,
andthenpushthecrownbackin.Thecalendarsettingisnowcompleted.
Relockthecrown.
⇒

"Howtousethescrewlocktypecrown"page58.

※The calendar is designed to work in conjunction with the movement of the hour hand,
therefore,incorrectsettingofa.m./p.m.willcausethedatetochangeatnoon.
※Thecrowncanbeturnedineitherdirectiontoadjustthedate,however,itisrecommended
to  turn the crown in the direction which enables you to set the date with a smaller
adjustment.
※Turnthecrownslowly,checkingthatthehourhandmovesinone-hourincrements.
※When adjusting the hour hand, the other hands may move slightly. However, this is not a
malfunction.
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※Thecrowncanbeturnedineitherdirectiontoadjustthedate,however,itisrecommended
to  turn the crown in the direction which enables you to set the date with a smaller
adjustment.
※Turnthecrownslowly.
※W hen adjusting the hour hand, the other hands, the other hands may move slightly.
However,thisisnotamalfunction.

●How to use the 24-hour hand

●Time difference adjustment function

Thiswatchhastwodifferenttypesof24-hourhandusage.
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<Type 1>  24-hour hand as an a.m./p.m.
indicator
Simply using the 24-hour hand to show
t h e 24- h o u r t i m e a s a n a . m . / p . m .
indicator. (This is the standard usage
typeforthe24-hourhand.)

<Type2>24-hourhandasadualtimeindicator
Usingthetimedifferenceadjustmentfunction,setthe
24-hour hand to indicate a time different from the
timethatthehourandminutehandindicate,whichis
ofaplaceinadifferenttimezoneareawithatleast
onehouroftimedifferencefromwhereyouare.

Boththehourhandandthe24-hourhand
areindicatingtheJapantime10:00a.m.

Hourhand:Japantime10:00a.m.
24-hourhand:NewYorktime8:00p.m.

Forexample,whiletravelingabroadandstayinginaplacewithadifferent
timefromwhereyoulive,youcanconvenientlysetthewatchtoindicatethe
localtimeinthedifferenttimezoneareawithoutstoppingthewatch.
Thehourhandindicatesthetimeoftheplacewhereyoucurrentlyare,while
the24-hourhandindicatesthetimeoftheplaceoforigin.
The calendar works in conjunction with the movement of the hour hand. If
thetimedifferenceiscorrectlyadjusted,thewatchdisplaysthecorrectdate
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oftheplacewhereyouarestaying.

●How to use the time difference adjustment function
1.Makesurethatthemainspringissufficientlywoundandthewatchisworking.
※Whensettingthehourhandtousethetimedifferenceadjustment
function,ensurethatthewatchisworking.

2.Unlockthecrown.


⇒

"Howtousethescrewlocktypecrown"page58.

3.Pulloutthecrowntothefirstclick.

Pull out the
crown to the
first click.

4.Turnthecrowntosetthehourhandtoindicatethetimeoftheplacewhere
youarestaying.Makesurethata.m./p.m.anddatearecorrectlyset.
※The calendar is designed to work in conjunction with the movement of the hour hand,
therefore,incorrectsettingofa.m./p.m.willcausethedatetochangeatnoon.
⇒ "Listoftimezonedifferencesinmajorregionsoftheworld"page72.

5.Uponcompletionofsetting,makesurethatthetimeindicatediscorrect,andthen
pushthecrownbackin.Thesettingprocedureisnowcompleted.Relockthecrown.
 ⇒ "Howtousethescrewlocktypecrown"page58.
※If you set the time during any time between 9:00 p.m. and 1:00 a.m., temporarily set the
hourhandbackto8:00p.m.,andthensetthetime.

●Selectable display mode

Withthetimedifferenceadjustmentfunction,thewatchfeaturesadualtime
display which shows time in two different time zones. It offers two display
modeswhichyoucanselecttosuityourneedsandpreference.
70

71

Turning the crown
counterclockwise
(downward): The
hour hand is set
back one hour.

Turning the crown
clockwise (upward):
The hour hand is
advanced one hour.

※Thecrowncanbeturnedineitherdirectiontoadjustthetime,however,itisrecommendedto
turnthecrowninthedirectionwhichenablesyoutosetthedatewithasmalleradjustment.
※Turnthecrownslowly,checkingthatthehourhandmovesinone-hourincrements.
※Whileturningthecrown,themomentthedatechangesismidnight.
※When adjusting the hour hand, the other hands may move slightly. However, this is not a
malfunction.

【Ex.1】
Hour hand and
calendar: Area A
(Japan) 24-hour hand:
Area B (New York)

【Ex.2】
Hour hand and
calendar: Area B (New
York) 24-hour hand:
Area A (Japan)

Setthe24-hourhandfirst,andthensetthehourhand.

■List of time zone differences in major regions of the world
Namesofthecities
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UTC±(Hours)

JST±(Hours)

Tokyo

＋ 9:00

± 0:00

Seoul

Beijin

＋ 8:00

− 1:00

HongKong,Manila,Singapore

★ Denver

− 7:00

− 16:00

Bangkok

＋ 7:00

− 2:00

Jakarta

★ LosAngels

− 8:00

− 17:00

Dacca

＋ 6:00

− 3:00

★ Anchorage

− 9:00

− 18:00

Karachi

＋ 5:00

− 4:00

Honolulu

− 10:00

− 19:00

Dubai

＋ 4:00

− 5:00

MidwayIsland

− 11:00

− 20:00

Jeddah

＋ 3:00

− 6:00

Nairobi,Mecca

★ Wellington

＋ 12:00

＋ 3:00

Cairo

＋ 2:00

− 7:00

★ Istanbul,★ Athens

Nouméa

＋ 11:00

＋ 2:00

★ Paris

＋ 1:00

− 8:00

★ Rome,★ Berlin,★ Madrid

★ Sydney

＋ 10:00

＋ 1:00

★ London

± 0:00

− 9:00

★ Casablanca

★ Azores

− 1:00

− 10:00

★ RiodeJaneiro

− 3:00

− 12:00

★ SantoDomingo

− 4:00

− 13:00

Othercitiesinthesameregion

Tashkent

Santiago

■ STRUCTURE OF THE CASE

★ NewYork

− 5:00

− 14:00

★ Montreal

★ Chicago

− 6:00

− 15:00

★ MexicoCity
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★ Fiji

Guam

■ HOW TO USE THE THREE-PIECE FOLDOVER CLASP FOR A LEATHER BAND
endoftheband
clasp
hole

pillar

pin

fixedloop
movableloop

CAUTION
１．Never loosen the screws that are used to fix the pillar screws or setscrews that
aretightenedatthetipofthepillarscrews.Doingsomaycausedamageorresult
inlooseningthem.

※ If the pillar screws become loose or the setscrews are not securely tightened,
consulttheretailerfromwhomthewatchwaspurchased.
２．Thecaseofthiswatchisthickandhasauniqueshape.Whilewearingthewatch,
becarefulnottohitthewatchagainstotherobjectsasthismaycauseyouinjuries.

■ Daily care
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※ UTC=CoordinatedUniversalTime/JST=JapanStandardTime
※ Regionsmarkedwith★usedaylightsavingtime
※ The time zone differences and use of daylight saving time in each city are based on data as of
December, 2015. These are subject to change according to the governments of the respective
countriesorregions.

Thecaseofthiswatchhasaspecial
structure.
Takeparticularnoteofthefollowing
forsafeuseofthewatch.
The four pillar case screws are
mounted in order to support the
frame
frameofthecase.

★ SanFrancisco

● Thewatchrequiresgooddailycare
・Donotwashthewatchwhenitscrownisattheextendedposition.
・Wipeawaymoisture,sweatordirtwithasoftcloth
・To clean the clearances (around the metallic band, crown or case
back),asofttoothbrushisconvenient.
・A ftersoakingthewatchinseawater,besuretowashthewatchin
cleanpurewaterandwipeitdrycarefully.
※I f your watch is rated as“non-water resistant”or“water
resistantfordailyuse,
”donotwashthewatch.
Performanceandtype → page77.
Waterresistance → page78.

２．I nsert the end of the
b a n d  i n t o  b o t h  t h e
movable loop and the
fixedloop.

３．P ush the clasp down
untilitclickstosecurely
fastentheband.

※ W henwearingthewatch,makesurethatyouinserttheendoftheband(atthe12o’clock
side)intoboththemovableloopandthefixedloop,andthensecurelyfastentheclasp.

Performance and type
Thecasebackshowsthecaliber
andperformanceofyourwatch
Waterresistantperformance
Refertopages78to79

77

Calibernumber
Thenumbertoidentifythetype
ofyourwatch
8L 3

0

Retertopages80to81

0C

Magneticresistantperformance

8- 0

● Turnthecrownfromtimetotime
・I n order to prevent corrosion of the crown, turn the crown from
timetotime.
・Thesamepracticeshouldbeappliedtoascrewlocktypecrown.
(Noneedtopulloutthescrewlocktypecrown.)
Crown → page58

１．Unfasten the clasp, and
slidetheendoftheband
(at the 12 o’clock side)
intoit.Fixthelengthof
the band by placing the
pin into an appropriate
hole.
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※ Thefigureaboveisoneexample.Performanceofyourwatchisdifferentfromabovesample.

■ Water resistance
Referthetablebelowforthedescriptionofeachdegreeof
waterresistantperformanceofyourwatchbeforeusing.
（Referto“page77”）

Indicationonthecaseback
78

Noindication

Waterresistantperformance

Conditionofuse

Non-waterresistance
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Avoiddropsofwaterorsweat
Thewatchwithstandsaccidental
contactwithwaterineverydaylife.

WARNING

Notsuitablefor
swimming

WATERRESISTANT

Waterresistanceforeverydaylife

WATERRESISTANT
10BAR

Waterresistanceforeverydaylifeat
10barometricpressures

Thewatchissuitablefordivingnotusinganaircylinder.

WATERRESISTANT
20BAR

Waterresistanceforeverydaylifeat
20barometricpressures.

Thewatchissuitablefordivingnotusinganaircylinder.

■ Magnetic resistance

■ Examples of common magnetic products that may affect watches

Affectedbynearbymagnetism,awatchmaytemporarilygainorlosetimeor
stopoperating.
Indicationonthecaseback

Conditionofuse

Noindication
Keepthewatchmorethan5cmawayfrommagneticproducts.
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Cellular phone
(speaker)

ACadapter

Magnetic
cookingdevice

Portable radio
(speaker)

Bag
(withmagnetbuckle)

AC-powered
shaver

Magneticnecklace

Magnetic
healthpillow
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Keepthewatchmorethan1cmawayfrommagneticproducts.
Ifthewatchbecomesmagnetizedanditsaccuracydeterioratestoanextentexceedingthespecified
rateundernormaluse,thewatchneedstobedemagnetized.Inthiscase,youwillbechargedfor
demagnetizationandaccuracyreadjustmentevenifithappenswithintheguaranteeperiod.
Thereasonwhywatchisaffectedbymagnetism
The built-in balance spring is provided with a magnet, which may be influenced by a strong
externalmagneticfield.

■ Lumibrite

82

■ REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

IfyourwatchhasLumibrite
Lumibriteisaluminouspaintthatiscompletelyharmlesstohumanbeingsandnaturalenvironment,containing
nonoxiousmaterialssuchasradioactivesubstance.
Lumibriteisanewly-developedluminouspaintthatabsorbsthelightenergyofthesunlightandlighting
apparatusinashorttimeandstoresittoemitlightinthedark.
Forexample,ifexposedtoalightofmorethan500luxforapproximately10minutes,Lumibritecanemitlight
for3to5hours.
Pleasenote,however,that,asLumibriteemitsthelightitstores,theluminancelevelofthelightdecreases
graduallyovertime.Thedurationoftheemittedlightmayalsodifferslightlydependingonsuchfactorsasthe
brightnessoftheplacewherethewatchisexposedtolightandthedistancefromthelightsourcetothewatch.
Condition
Sunlight
Indoor
(Window-sideduringdaytime)
Lightingapparatus(40-watt
daylightfluorescentlight)

Fineweather
Cloudyweather
Fineweather
Cloudyweather
Rainyweather
Distancetothewatch:1m
Distancetothewatch:3m
Distancetothewatch:4m

Illumination
100,000lux
10,000lux
morethan3,000lux
1,000to3,000lux
lessthan1,000lux
1,000lux
500lux(averageroomluminance)
250lux

・Your GALANTE watch was strictly checked and completely adjusted at
thefactorytoensureitshighaccuracy.However,ifyourwatchgetsoutof
orderwiththecorrectwayofuseasdescribedinthisinstructionbooklet
within the guarantee period, take your watch to the dealer from whom
yourwatchwaspurchasedtogetherwiththecertificateofguarantee.Repairandadjustmentwillbemadewithoutcharge.
・T he guarantee period is two year from the date of purchase. More detailedguaranteecoverageisprovidedinthecertificateofguarantee.
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For repair services after the guarantee period has expired or for any
other information regarding the GALANTE watch, please contact the
retailer from whom your watch was purchased or the“ CUSTOMER
SERVICEDEPARTMENT”ofSEIKOWATCHCORPORATION.

■ REMARKS ON REPLACEMENT PARTS
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・T he number of years that a watch is considered repairable may vary
greatlydependingontheconditionsunderwhichitwasused,andnormal
accuracy may not be achieved in some cases. We recommend, therefore,
that you consult the retailer from whom the watch was purchased when
havingthemrepairyourwatch.
・Thecase,dial,hands,glassandbracelet,orpartsmaybereplacedwith
substitutesiftheoriginalsarenotavailable.
・Foranyotherinformation,contacttheretailerfromwhomyourwatchwas
purchasedorthe“CUSTOMERSERVICEDEPARTMENT”ofSEIKO
WATCHCORPORATION.

● Inspection and adjustment by disassembly and cleaning (overhaul)
・I nspection and adjustment by disassembly and cleaning (overhaul) of this
watchwillbeperformedbySEIKO.Whenyoutakethewatchtotheretailer from whom it was purchased, request that the watch be inspected
andoverhauledbySEIKO.

・We suggest that you have your watch checked by SEIKO every 2 to 3
yearsforlong-timeuseofyourwatch.
※ Themovementofthiswatchhasastructurethatconsistentpressureisappliedonitspowertransmitting wheels. To ensure these parts work together properly, periodic inspection
includingcleaningofpartsandmovement,oiling,adjustmentofaccuracy,functionalcheckand
replacementofwornpartsisneeded.
Inspectionandadjustmentbydisassemblyandcleaning(overhaul)within2to3yearsfromthe
dateofpurchaseishighlyrecommendedforlong-timeuseofyourwatch.
Accordingtouseconditions,theoilretainingconditionofyourwatchmechanicalpartsmay
deteriorate,abrasionofthepartsmayoccurduetocontaminationofoil,whichmayultimately
lead the watch itself to stop. As the parts such as gasket may deteriorate, water-resistant
performancemaybeimpairedduetointrusionofperspirationandmoisture.Pleasecontact
theretailerfromwhomthewatchwaspurchasedforinspectionandadjustmentbydisassembly
and cleaning (overhaul).  For replacement of parts, please specify“SEIKO GENUINE
PARTS.”Whenaskingforinspectionandadjustmentbydisassemblyandcleaning(overhaul),
makesurethatthegasketandpushpinarealsoreplacedwithnewones.

・For any questions or concerns, contact the“ CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT”ofSEIKOWATCHCORPORATION.
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■ Accuracy of Mechanical Watches
◯ Theaccuracyofmechanicalwatchesisindicatedbythe"dailyrate."
◯ Theaccuracyofmechanicalwatchesmaynotfallwithinthespecified
rangeoftimeaccuracybecauseloss/gainchangesduetotheposition
of the watch, which is dependent on the conditions of use, such as
thelengthoftimeduringwhichthewatchiswornonthewrist,arm
movement,andwhetherthemainspringiswoundupfullyornot,etc.
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◯ Theloss/gainofmechanicalwatchesisnotmeasuredbyadailyrate,
butbydailyratesofoneweekorso.
◯ Accuracyvariationaccordingtotemperature
・T he parts that compose the accuracy of mechanical watches are
made of metals. It is well known that metals expand or contract
dependingontemperaturesduetometalproperties.Thisexertsan
effect on the accuracy of the watches. Mechanical watches tend to
losetimeathightemperatureswhiletheytendtogaintimeatlow
temperatures.

■ Band（maintenance procedure）
Thebandtouchestheskindirectlyandbecomesdirtywithsweatordust.
Therefore,lackofcaremayacceleratedeteriorationofthebandorcauseskinirritationorstainonthesleeveedge.Thewatchrequiresalotofattentionforlongusage.
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◯ Mainspringwoundconditionandaccuracy
I n order to improve accuracy, it is important to regularly supply
energy to the balance that controls the speed of the gears. The
driving force of the mainspring that powers mechanical watches
varies between when fully wound and immediately before it is
unwound.Asthemainspringunwinds,theforceweakens.
Relativelysteadyaccuracycanbeobtainedbywearingthewatchon
the wrist frequently for the self-winding type and winding up the
mainspringfullyeverydayatafixedtimetomoveitregularlyforthe
wind-upmechanicaltype.
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◯ Effectofmagnetism
W hen affected by a strong magnetism from outside, the mechanical
watch may lose/gain time temporarily. The parts of the watch may
become magnetized depending on the extent of the effect. In such a
case,consulttheretailerfromwhomthewatchwaspurchasedsince
thewatchrequiresrepairincludingdemagnetizing.

・Pleasetakecarewhenwearingawatchwithlight-coloredband,asdirtis
likelytoshowup.
・Refrain from wearing a leather band watch other than Aqua Free bands
while bathing, swimming, and when working with water even if the watch
itselfiswater-resistantenforcedfordailyuse（20-BARwaterresistant）.

● Metallic band

● Polyurethane band

・Moisture, sweat or soil will cause rust even on a stainless steel band if
theyareleftforalongtime.
・Lackofcaremaycauseayellowishorgoldstainonthelowersleeveedgeofshirts.
・Wipeoffmoisture,sweatorsoilwithasoftclothassoonaspossible
・Tocleanthesoilaroundthejointgapsoftheband,wipeitoutinwaterand
thenbrushitoffwithasofttoothbrush.
（Protectthewatchbodyfromwatersplashesbywrappingitupinplasticwrapetc.）

・Apolyurethanebandissusceptibletodiscolorationfromlight,andmaybe
deterioratedbysolventoratmospherichumidity.
・Especiallyatranslucent,white,orpalecoloredbandeasilyadsorbsother
colors,resultingincolorsmearsordiscoloration.
89
・Washoutdirtinwaterandcleanitoffwithadrycloth.
（Protectthewatchbodyfromwatersplashesbywrappingitupinplasticwrapetc.）
・Whenthebandbecomeslessflexibleorcracked,replacethebandwithanewone.

● Leather band
・Aleatherbandissusceptibletodiscolorationanddeteriorationfrommoisture,sweatanddirectsunlight.
・Wipeoffmoistureandsweatassoonaspossiblebygentlyblottingthemup
withadrycloth.
・Donotexposethewatchtodirectsunlightforalongtime.

Skin irritation caused by a band has various reasons such as
Notes on skin
allergy to metals or leathers, or skin reactions against friction on
irritation and allergy dust or the band itself.
Adjust the band to allow a little clearance with your wrist to
Notes on the
length of the band ensure proper airflow. When wearing the watch, leave enough
room to insert a finger between the band and your wrist.

■ Trouble shooting
Problem
Possiblecause
T h e  w a t c h  s t o p s Thewatchisnotwoundupsufficiently.
operating.
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T h e w a t c h g a i n s / The watch has been left in extremely high or low
losestemporarily.
temperaturesforalongtime.
The watch was brought into close contact with a
magneticobject.
Youdroppedthewatch,hititagainstahardsurfaceor
woreitwhileplayingactivesports.
Thewatchwasexposedtostrongvibrations.
Thewatchhasnotbeenoverhauledformorethan3years.
T h e d a t e c h a n g e s A.m./p.m.isnotcorrectlyset.
duringdaytime.
The glass is blurred Water got inside the watch due to the deterioration of
andtheblurpersists thegasket,etc.
foralongtime.
※ Forthesolutionoftroublesotherthanlistedabove,contacttheretailerfrom

Solution
Turn the crown or swing the watch to wind it up. The watch will start
operating. If the watch not, consult the retailer from whom the watch was
purchased.
The normal accuracy will resume when the watch returns to normal
temperature.
Thenormalaccuracywillnotresume.Consulttheretailerfromwhomthewatch
waspurchased.

Consulttheretailerfromwhomthewatchwaspurchased.
Advancethehourhandfor12hoursandresetthetimeanddate.
Consulttheretailerfromwhomthewatchwaspurchased.
whomthewatchwaspurchased.

■ Specifications
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Cal.

8L38、8L36

Commonfeatures

Timedisplay(Hour,minuteandsecondhands)

Extrafeatures
forCal.8L36only

24-hourhand,Timedifferenceadjustmentfunction
interrelatedwiththedaydisplay

Vibrationsperhour

28,800

Loss/gain
(dailyrate)

+15-10secondsatnormaltemperaturerange
(5℃and35℃)

Drivingsystem

Automaticwindingtypewithmanualwindingmechanism

Jewels

8L38:26jewels,8L36:27jewels

Duration

Approx.50hours

Note:Theaccuracyaboveisfactory-adjusted.
Note:Duetothecharacteristicsofmechanicalwatches,anyactualdailyratemaynotfall
withintherangeoftimeaccuracyspecifiedabovedependentontheconditionsofuse,
suchasthelengthoftimeduringwhichthewatchiswornonthewrist,temperature,
armmovement,andwhetherthemainspringiswoundupfullyornot,etc.

全国共通フリーダイヤル

0120-612-911

お客様相談室
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ビル
〒550-0013 大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ﾂ橋新町ビルディング

http://www.seiko-watch.co.jp/
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