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１．日付表示なし（9S51）の場合
〈時計の合わせ方〉

〈各部の名称〉

Maximum variation
G

1

分針

I

6
針が動いているのを確認した上で秒針
が12時を指した時に、リュウズを引き
出します。秒針が止まります。
ネジロックタイプのモデルはリュウズ
を左に回してネジをゆるめ、リュウズ
リュウズ を引き出します。

J

Greatest difference between This is the maximum of the differences between each of the daily
the mean daily rate and any rates measured over the first 12 days of tests and their mean value.
It indicates how the daily rate changes depending on the resting
individual rate
positions of the watch movement; expressed in seconds/day

■使用上のご注意とお手入れの方法 ･････････････12
お客様相談室
〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-1-10
〒 550-0013 大阪市西区新町 1-4-24（大阪四ﾂ橋第一生命ビル）
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〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-20-1
〒 810-0801 （札幌スカイビル セイコーサービスセンター内）
福岡市博多区中洲 5-1-22
（松月堂ビル セイコーサービスセンター内）

Second variation of rate per This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
K 1° centigrade (From 38℃ temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 23℃; expressed in seconds/day/℃
to 23℃)

■補修用性能部品について ･････････････････････29

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for
GRAND SEIKO watches for 10 years. In principle, your watch can be
reconditioned within this period if used normally. (Replacement parts
are those which are essential to maintaining the functional integrity of
the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may vary
greatly depending on the conditions under which it was used, and
normal accuracy may not be achieved in some cases. We recommend,
therefore, that you consult the retailer from whom the watch was
purchased when having them repair your watch.
・The case, dial, hands, glass and bracelet, or parts thereof may be
replaced with substitutes if the originals are not available.

・Your GRAND SEIKO watch was strictly checked and completely
adjusted at the factory to ensure its high accuracy. However, if your
watch gets out of order with the correct way of use as described in this
instruction booklet within the guarantee period, take your watch to the
dealer from whom your watch was purchased together with the
certificate of guarantee. Repair and adjustment will be made without
charge.
・For repair after the guarantee period or for any other information
regarding the watch, contact the retailer from whom your watch was
purchased or the "CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT" of SEIKO
WATCH CORPORATION.
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■GRAND SEIKO STANDARD

6

10
針が動いているのを確認した上で秒針が12時を指
した時に、
リュウズを二段目まで引き出します。秒針
が止まります。リュウズをまわして針が進む方向にま
わし、日付が今日の日付になるまでまわしてください。
日付が変わると「午前」です。さらに進めて現在の時
刻に合わせます。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりますので、時刻
を合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。
※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。

時報と同時にリュウズを押し込
むと動き始めます。
ネジロックタイプのモデルはリ
ュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでくだ
さい。

〈各部の名称〉

Terms

Terms

Unit

Mean daily rate in different positions.
Mean variation.
Maximum variation.
Difference between flat and hanging
position.
Greatest difference between the mean
daily rate and any individual rate.
First variation of rate per 1℃ (from 38℃
to 8℃).
Second variation of rate per 1℃ (from
38℃ to 8℃).
Rate-resumption.
Number of positions in inspection.
Condition of temperature in inspection.
Total days of inspection.

(s/d)
(s/d)
(s/d)

New GS standard
(enacted in 1998)
−3.0 〜 ＋5.0
less than 1.8
less than 4.0

(s/d)

−6.0 〜 ＋8.0

(s/d)

less than 8.0

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d)

−5.0 〜 ＋5.0
６ positions
８, 23, 38℃
17 days

⑤

２．日付表示つき（9S55）の場合

⑥

⑦

⑧

分針

1

日付表示
6

6

8

リュウズ

秒針

この時計には、日付表示機能が付いています。
24時間に１回日付を１日分送るようになって
います。
※日付は、午前０時ごろ送るようになっています。
よって、午前と午後を間違えて時刻合わせをし
てしまうと、昼の12時に日付が変わってしまい
ます。

リュウズを一段目に引き出します
ネジロックタイプのモデルはリュウ
ズを左に回してネジをゆるめ、リュ
ウズを１段引き出します。

Ａ Daily rates
Variation of the daily rates
Ｂ

51

54

・ゼンマイが充分に巻き上げられた状態での持続時間は約50時間です。（ゼ
ンマイの巻き上げが不足する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すすめします。
）なお、時計を腕に着けないでご使
用される場合は、毎日、一定の時刻にゼンマイを充分に巻いてご使用くだ
さい。

5

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

The rating certificate indicates the
accuracy of the
watch movement
at rest before
casing and shipment from the
factory. Please be
noticed that reissue of the rating
certificate cannot
be accepted by
any reason.

Mean variation

53

52

Definition in the rating certificate
Measured loss or gain per day; expressed in seconds/day

2

Fluctuation of the daily rate under certain fixed conditions (position,
temperature, the degree to which the mainspring is wound up) ;
expressed in seconds/day
This refers to resting positions which the watch movement is placed
Positions
during the certification tests on Grand Seiko. The following 6
positions are specified in ISO 3158.
①Horizontal, Dial Up : DU
②Horizontal, Dial Down : DD
Ｃ
③Vertical, 3 O'clock UP : 3U
④Vertical, 6 O'clock UP : 6U
⑤Vertical, 9 O'clock UP : 9U
⑥Vertical, 12 O'clock UP : 12U
This refers to the temperature environment in which the watch
Temperatures
movement is placed during the certification tests on Grand Seiko.
The test conditions are as follows;
D
①38℃
②23℃
③ 8℃
Mean daily rate in different This refers to the mean value of 12 daily rate measurements taken
over 12 days with the watch movement placed in the 6 different
E positions
positions specified above for 2 days each; expressed in seconds/day

F

⑨

〈時計の合わせ方〉

時針

・ゼンマイを巻く際にはリュウズを右方向（12時方向）にゆっくりまわして
ください。なお、リュウズを左方向（６時方向）に回してもゼンマイは巻
き上がりません。
ゼンマイは、リュウズを約40回転すれば充分に巻き上げることができます。
また、巻き上げが完了してもリュウズを回すことができますが、ゼンマイ
が切れる心配はありません。

(3)Terminology

(1)Explanation for terms of Grand Seiko standard.

6

■アフターサービスについて ･･･････････････････28

0120-612-911（上記の最寄地に着信いたします）

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS

4

■GRAND SEIKO級について ･･･････････････････23

全国共通フリーダイアル

This refers to the value obtained by subtracting the mean daily rate
measured over the first 2 days of the tests from the daily rate
measured on the last day of the tests. It provides a measure of the
stability of daily rate after a specified period of use; expressed in
seconds/day

Rate-resumption

3

■機械式時計の精度について ･･･････････････････20

(092)271-2538

※自動巻き式機械時計の取扱いかた（9S51・9S55）

3

■製品仕様 ･･･････････････････････････････････19

(011)231-0615

■ご使用方法
この時計は、自動巻き式機械時計（手巻き付き）です。
・ゼンマイ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、リュウズをまわしてゼンマイを巻くこともできます。
・止まっている時計をお使いになるときは、リュウズをまわすか、時計を振
って時計を始動させてください。秒針が動きだしたら時刻を合わせて腕に
おつけください。

■こんな時には ･･･････････････････････････････18

(03)3535-2211
(06)6538-6541

お客様相談係

58

First variation of rate per 1° This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
centigrade (From 38℃ to 8℃) temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 8℃; expressed in seconds/day/℃

L

4

■ご使用方法 ･････････････････････････････････４

Difference between flat and This refers to the difference in daily rate between the two most
typical positions while the watch is actually in use. Namely, this is
hanging positions
the difference between the mean daily rate measured over 2 days
H
with the watch movement in the 6U position and the corresponding
measurement in the DU position; expressed in seconds/day

時針

秒針

目次

This refers to the maximum value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured in each of the 6
positions; expressed in seconds/day

7
リュウズをまわして時刻を合わせてくだ
さい。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりま
すので、時刻を合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、そこ
から進めて合わせるようにしてください。
※時 刻 合 わ せ は 、 電 話 の 時 報 サ ー ビ ス
TEL.117が便利です。

This refers to the mean value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured with the watch
movement in each of the 6 positions; expressed in seconds/day

(2)Explanation for each term in the rating certificate
１＝Certificate No.
２＝Caliber No.
３＝Movement serial No.
４＝Case serial No.
５＝Order of days of inspection
６＝Daily rates: seconds/day
７＝Variation of the daily rates: sec-onds/day
８＝Positions
９＝Temperatures
10＝Mean daily rate in different posi-tions: seconds/day
11＝Mean variation: seconds/day
12＝Maximum variation: seconds/day
13＝Difference between flat and hanging position:
seconds/day
14＝Greatest difference between the mean daily rate and
any individual rate: seconds/day
15＝First variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 8℃) :
seconds/day/℃
16＝Second variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 23℃) :
sec-onds/day/℃
17＝Rate-resumption: seconds/day
18＝Date of inspection

3

時報と同時にリュウズを押し込むと動き
始めます。
ネジロックタイプのモデルはリュウズを
押しつけながら右に止まるところまでネ
ジ込んでください。

2

5

9

①
②
③

リュウズを右方向（12時方向）へまわすことで、日付の修正ができます。
まず、合わせたい日の前日の日付に合わせます。
例えば、今日が６日とすると５日に合わせます。

④

・時刻表示が午後10時から午前１時までの間、日付の修正はしないでください。こ
の時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付は変わらないことがありま
す。

１．日付表示なし（9S51）の場合
〈時計の合わせ方〉

〈各部の名称〉

Maximum variation
G

1

分針

I

6
針が動いているのを確認した上で秒針
が12時を指した時に、リュウズを引き
出します。秒針が止まります。
ネジロックタイプのモデルはリュウズ
を左に回してネジをゆるめ、リュウズ
リュウズ を引き出します。

J

Greatest difference between This is the maximum of the differences between each of the daily
the mean daily rate and any rates measured over the first 12 days of tests and their mean value.
It indicates how the daily rate changes depending on the resting
individual rate
positions of the watch movement; expressed in seconds/day

■使用上のご注意とお手入れの方法 ･････････････12
お客様相談室
〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-1-10
〒 550-0013 大阪市西区新町 1-4-24（大阪四ﾂ橋第一生命ビル）
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〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-20-1
〒 810-0801 （札幌スカイビル セイコーサービスセンター内）
福岡市博多区中洲 5-1-22
（松月堂ビル セイコーサービスセンター内）

Second variation of rate per This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
K 1° centigrade (From 38℃ temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 23℃; expressed in seconds/day/℃
to 23℃)

■補修用性能部品について ･････････････････････29

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for
GRAND SEIKO watches for 10 years. In principle, your watch can be
reconditioned within this period if used normally. (Replacement parts
are those which are essential to maintaining the functional integrity of
the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may vary
greatly depending on the conditions under which it was used, and
normal accuracy may not be achieved in some cases. We recommend,
therefore, that you consult the retailer from whom the watch was
purchased when having them repair your watch.
・The case, dial, hands, glass and bracelet, or parts thereof may be
replaced with substitutes if the originals are not available.

・Your GRAND SEIKO watch was strictly checked and completely
adjusted at the factory to ensure its high accuracy. However, if your
watch gets out of order with the correct way of use as described in this
instruction booklet within the guarantee period, take your watch to the
dealer from whom your watch was purchased together with the
certificate of guarantee. Repair and adjustment will be made without
charge.
・For repair after the guarantee period or for any other information
regarding the watch, contact the retailer from whom your watch was
purchased or the "CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT" of SEIKO
WATCH CORPORATION.
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56

■GRAND SEIKO STANDARD

6

10
針が動いているのを確認した上で秒針が12時を指
した時に、
リュウズを二段目まで引き出します。秒針
が止まります。リュウズをまわして針が進む方向にま
わし、日付が今日の日付になるまでまわしてください。
日付が変わると「午前」です。さらに進めて現在の時
刻に合わせます。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりますので、時刻
を合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。
※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。

時報と同時にリュウズを押し込
むと動き始めます。
ネジロックタイプのモデルはリ
ュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでくだ
さい。

〈各部の名称〉

Terms

Terms

Unit

Mean daily rate in different positions.
Mean variation.
Maximum variation.
Difference between flat and hanging
position.
Greatest difference between the mean
daily rate and any individual rate.
First variation of rate per 1℃ (from 38℃
to 8℃).
Second variation of rate per 1℃ (from
38℃ to 8℃).
Rate-resumption.
Number of positions in inspection.
Condition of temperature in inspection.
Total days of inspection.

(s/d)
(s/d)
(s/d)

New GS standard
(enacted in 1998)
−3.0 〜 ＋5.0
less than 1.8
less than 4.0

(s/d)

−6.0 〜 ＋8.0

(s/d)

less than 8.0

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d)

−5.0 〜 ＋5.0
６ positions
８, 23, 38℃
17 days

⑤

２．日付表示つき（9S55）の場合

⑥

⑦

⑧

分針

1

日付表示
6

6

8

リュウズ

秒針

この時計には、日付表示機能が付いています。
24時間に１回日付を１日分送るようになって
います。
※日付は、午前０時ごろ送るようになっています。
よって、午前と午後を間違えて時刻合わせをし
てしまうと、昼の12時に日付が変わってしまい
ます。

リュウズを一段目に引き出します
ネジロックタイプのモデルはリュウ
ズを左に回してネジをゆるめ、リュ
ウズを１段引き出します。

Ａ Daily rates
Variation of the daily rates
Ｂ

51

54

・ゼンマイが充分に巻き上げられた状態での持続時間は約50時間です。（ゼ
ンマイの巻き上げが不足する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すすめします。
）なお、時計を腕に着けないでご使
用される場合は、毎日、一定の時刻にゼンマイを充分に巻いてご使用くだ
さい。

5

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

The rating certificate indicates the
accuracy of the
watch movement
at rest before
casing and shipment from the
factory. Please be
noticed that reissue of the rating
certificate cannot
be accepted by
any reason.

Mean variation

53

52

Definition in the rating certificate
Measured loss or gain per day; expressed in seconds/day

2

Fluctuation of the daily rate under certain fixed conditions (position,
temperature, the degree to which the mainspring is wound up) ;
expressed in seconds/day
This refers to resting positions which the watch movement is placed
Positions
during the certification tests on Grand Seiko. The following 6
positions are specified in ISO 3158.
①Horizontal, Dial Up : DU
②Horizontal, Dial Down : DD
Ｃ
③Vertical, 3 O'clock UP : 3U
④Vertical, 6 O'clock UP : 6U
⑤Vertical, 9 O'clock UP : 9U
⑥Vertical, 12 O'clock UP : 12U
This refers to the temperature environment in which the watch
Temperatures
movement is placed during the certification tests on Grand Seiko.
The test conditions are as follows;
D
①38℃
②23℃
③ 8℃
Mean daily rate in different This refers to the mean value of 12 daily rate measurements taken
over 12 days with the watch movement placed in the 6 different
E positions
positions specified above for 2 days each; expressed in seconds/day

F

⑨

〈時計の合わせ方〉

時針

・ゼンマイを巻く際にはリュウズを右方向（12時方向）にゆっくりまわして
ください。なお、リュウズを左方向（６時方向）に回してもゼンマイは巻
き上がりません。
ゼンマイは、リュウズを約40回転すれば充分に巻き上げることができます。
また、巻き上げが完了してもリュウズを回すことができますが、ゼンマイ
が切れる心配はありません。

(3)Terminology

(1)Explanation for terms of Grand Seiko standard.

6

■アフターサービスについて ･･･････････････････28

0120-612-911（上記の最寄地に着信いたします）

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS

4

■GRAND SEIKO級について ･･･････････････････23

全国共通フリーダイアル

This refers to the value obtained by subtracting the mean daily rate
measured over the first 2 days of the tests from the daily rate
measured on the last day of the tests. It provides a measure of the
stability of daily rate after a specified period of use; expressed in
seconds/day

Rate-resumption

3

■機械式時計の精度について ･･･････････････････20

(092)271-2538

※自動巻き式機械時計の取扱いかた（9S51・9S55）

3

■製品仕様 ･･･････････････････････････････････19

(011)231-0615

■ご使用方法
この時計は、自動巻き式機械時計（手巻き付き）です。
・ゼンマイ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、リュウズをまわしてゼンマイを巻くこともできます。
・止まっている時計をお使いになるときは、リュウズをまわすか、時計を振
って時計を始動させてください。秒針が動きだしたら時刻を合わせて腕に
おつけください。

■こんな時には ･･･････････････････････････････18

(03)3535-2211
(06)6538-6541

お客様相談係

58

First variation of rate per 1° This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
centigrade (From 38℃ to 8℃) temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 8℃; expressed in seconds/day/℃

L

4

■ご使用方法 ･････････････････････････････････４

Difference between flat and This refers to the difference in daily rate between the two most
typical positions while the watch is actually in use. Namely, this is
hanging positions
the difference between the mean daily rate measured over 2 days
H
with the watch movement in the 6U position and the corresponding
measurement in the DU position; expressed in seconds/day

時針

秒針

目次

This refers to the maximum value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured in each of the 6
positions; expressed in seconds/day

7
リュウズをまわして時刻を合わせてくだ
さい。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりま
すので、時刻を合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、そこ
から進めて合わせるようにしてください。
※時 刻 合 わ せ は 、 電 話 の 時 報 サ ー ビ ス
TEL.117が便利です。

This refers to the mean value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured with the watch
movement in each of the 6 positions; expressed in seconds/day

(2)Explanation for each term in the rating certificate
１＝Certificate No.
２＝Caliber No.
３＝Movement serial No.
４＝Case serial No.
５＝Order of days of inspection
６＝Daily rates: seconds/day
７＝Variation of the daily rates: sec-onds/day
８＝Positions
９＝Temperatures
10＝Mean daily rate in different posi-tions: seconds/day
11＝Mean variation: seconds/day
12＝Maximum variation: seconds/day
13＝Difference between flat and hanging position:
seconds/day
14＝Greatest difference between the mean daily rate and
any individual rate: seconds/day
15＝First variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 8℃) :
seconds/day/℃
16＝Second variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 23℃) :
sec-onds/day/℃
17＝Rate-resumption: seconds/day
18＝Date of inspection

3

時報と同時にリュウズを押し込むと動き
始めます。
ネジロックタイプのモデルはリュウズを
押しつけながら右に止まるところまでネ
ジ込んでください。

2

5

9

①
②
③

リュウズを右方向（12時方向）へまわすことで、日付の修正ができます。
まず、合わせたい日の前日の日付に合わせます。
例えば、今日が６日とすると５日に合わせます。

④

・時刻表示が午後10時から午前１時までの間、日付の修正はしないでください。こ
の時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付は変わらないことがありま
す。

１．日付表示なし（9S51）の場合
〈時計の合わせ方〉

〈各部の名称〉

Maximum variation
G

1

分針

I

6
針が動いているのを確認した上で秒針
が12時を指した時に、リュウズを引き
出します。秒針が止まります。
ネジロックタイプのモデルはリュウズ
を左に回してネジをゆるめ、リュウズ
リュウズ を引き出します。

J

Greatest difference between This is the maximum of the differences between each of the daily
the mean daily rate and any rates measured over the first 12 days of tests and their mean value.
It indicates how the daily rate changes depending on the resting
individual rate
positions of the watch movement; expressed in seconds/day

■使用上のご注意とお手入れの方法 ･････････････12
お客様相談室
〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-1-10
〒 550-0013 大阪市西区新町 1-4-24（大阪四ﾂ橋第一生命ビル）

55

〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-20-1
〒 810-0801 （札幌スカイビル セイコーサービスセンター内）
福岡市博多区中洲 5-1-22
（松月堂ビル セイコーサービスセンター内）

Second variation of rate per This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
K 1° centigrade (From 38℃ temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 23℃; expressed in seconds/day/℃
to 23℃)

■補修用性能部品について ･････････････････････29

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for
GRAND SEIKO watches for 10 years. In principle, your watch can be
reconditioned within this period if used normally. (Replacement parts
are those which are essential to maintaining the functional integrity of
the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may vary
greatly depending on the conditions under which it was used, and
normal accuracy may not be achieved in some cases. We recommend,
therefore, that you consult the retailer from whom the watch was
purchased when having them repair your watch.
・The case, dial, hands, glass and bracelet, or parts thereof may be
replaced with substitutes if the originals are not available.

・Your GRAND SEIKO watch was strictly checked and completely
adjusted at the factory to ensure its high accuracy. However, if your
watch gets out of order with the correct way of use as described in this
instruction booklet within the guarantee period, take your watch to the
dealer from whom your watch was purchased together with the
certificate of guarantee. Repair and adjustment will be made without
charge.
・For repair after the guarantee period or for any other information
regarding the watch, contact the retailer from whom your watch was
purchased or the "CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT" of SEIKO
WATCH CORPORATION.

57
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■GRAND SEIKO STANDARD

6

10
針が動いているのを確認した上で秒針が12時を指
した時に、
リュウズを二段目まで引き出します。秒針
が止まります。リュウズをまわして針が進む方向にま
わし、日付が今日の日付になるまでまわしてください。
日付が変わると「午前」です。さらに進めて現在の時
刻に合わせます。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりますので、時刻
を合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。
※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。

時報と同時にリュウズを押し込
むと動き始めます。
ネジロックタイプのモデルはリ
ュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでくだ
さい。

〈各部の名称〉

Terms

Terms

Unit

Mean daily rate in different positions.
Mean variation.
Maximum variation.
Difference between flat and hanging
position.
Greatest difference between the mean
daily rate and any individual rate.
First variation of rate per 1℃ (from 38℃
to 8℃).
Second variation of rate per 1℃ (from
38℃ to 8℃).
Rate-resumption.
Number of positions in inspection.
Condition of temperature in inspection.
Total days of inspection.

(s/d)
(s/d)
(s/d)

New GS standard
(enacted in 1998)
−3.0 〜 ＋5.0
less than 1.8
less than 4.0

(s/d)

−6.0 〜 ＋8.0

(s/d)

less than 8.0

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d)

−5.0 〜 ＋5.0
６ positions
８, 23, 38℃
17 days

⑤

２．日付表示つき（9S55）の場合

⑥

⑦

⑧

分針

1

日付表示
6

6

8

リュウズ

秒針

この時計には、日付表示機能が付いています。
24時間に１回日付を１日分送るようになって
います。
※日付は、午前０時ごろ送るようになっています。
よって、午前と午後を間違えて時刻合わせをし
てしまうと、昼の12時に日付が変わってしまい
ます。

リュウズを一段目に引き出します
ネジロックタイプのモデルはリュウ
ズを左に回してネジをゆるめ、リュ
ウズを１段引き出します。

Ａ Daily rates
Variation of the daily rates
Ｂ

51

54

・ゼンマイが充分に巻き上げられた状態での持続時間は約50時間です。（ゼ
ンマイの巻き上げが不足する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すすめします。
）なお、時計を腕に着けないでご使
用される場合は、毎日、一定の時刻にゼンマイを充分に巻いてご使用くだ
さい。

5

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

The rating certificate indicates the
accuracy of the
watch movement
at rest before
casing and shipment from the
factory. Please be
noticed that reissue of the rating
certificate cannot
be accepted by
any reason.

Mean variation

53

52

Definition in the rating certificate
Measured loss or gain per day; expressed in seconds/day

2

Fluctuation of the daily rate under certain fixed conditions (position,
temperature, the degree to which the mainspring is wound up) ;
expressed in seconds/day
This refers to resting positions which the watch movement is placed
Positions
during the certification tests on Grand Seiko. The following 6
positions are specified in ISO 3158.
①Horizontal, Dial Up : DU
②Horizontal, Dial Down : DD
Ｃ
③Vertical, 3 O'clock UP : 3U
④Vertical, 6 O'clock UP : 6U
⑤Vertical, 9 O'clock UP : 9U
⑥Vertical, 12 O'clock UP : 12U
This refers to the temperature environment in which the watch
Temperatures
movement is placed during the certification tests on Grand Seiko.
The test conditions are as follows;
D
①38℃
②23℃
③ 8℃
Mean daily rate in different This refers to the mean value of 12 daily rate measurements taken
over 12 days with the watch movement placed in the 6 different
E positions
positions specified above for 2 days each; expressed in seconds/day

F

⑨

〈時計の合わせ方〉

時針

・ゼンマイを巻く際にはリュウズを右方向（12時方向）にゆっくりまわして
ください。なお、リュウズを左方向（６時方向）に回してもゼンマイは巻
き上がりません。
ゼンマイは、リュウズを約40回転すれば充分に巻き上げることができます。
また、巻き上げが完了してもリュウズを回すことができますが、ゼンマイ
が切れる心配はありません。

(3)Terminology

(1)Explanation for terms of Grand Seiko standard.

6

■アフターサービスについて ･･･････････････････28

0120-612-911（上記の最寄地に着信いたします）

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS

4

■GRAND SEIKO級について ･･･････････････････23

全国共通フリーダイアル

This refers to the value obtained by subtracting the mean daily rate
measured over the first 2 days of the tests from the daily rate
measured on the last day of the tests. It provides a measure of the
stability of daily rate after a specified period of use; expressed in
seconds/day

Rate-resumption

3

■機械式時計の精度について ･･･････････････････20

(092)271-2538

※自動巻き式機械時計の取扱いかた（9S51・9S55）

3

■製品仕様 ･･･････････････････････････････････19

(011)231-0615

■ご使用方法
この時計は、自動巻き式機械時計（手巻き付き）です。
・ゼンマイ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、リュウズをまわしてゼンマイを巻くこともできます。
・止まっている時計をお使いになるときは、リュウズをまわすか、時計を振
って時計を始動させてください。秒針が動きだしたら時刻を合わせて腕に
おつけください。

■こんな時には ･･･････････････････････････････18

(03)3535-2211
(06)6538-6541

お客様相談係

58

First variation of rate per 1° This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
centigrade (From 38℃ to 8℃) temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 8℃; expressed in seconds/day/℃

L

4

■ご使用方法 ･････････････････････････････････４

Difference between flat and This refers to the difference in daily rate between the two most
typical positions while the watch is actually in use. Namely, this is
hanging positions
the difference between the mean daily rate measured over 2 days
H
with the watch movement in the 6U position and the corresponding
measurement in the DU position; expressed in seconds/day

時針

秒針

目次

This refers to the maximum value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured in each of the 6
positions; expressed in seconds/day

7
リュウズをまわして時刻を合わせてくだ
さい。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりま
すので、時刻を合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、そこ
から進めて合わせるようにしてください。
※時 刻 合 わ せ は 、 電 話 の 時 報 サ ー ビ ス
TEL.117が便利です。

This refers to the mean value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured with the watch
movement in each of the 6 positions; expressed in seconds/day

(2)Explanation for each term in the rating certificate
１＝Certificate No.
２＝Caliber No.
３＝Movement serial No.
４＝Case serial No.
５＝Order of days of inspection
６＝Daily rates: seconds/day
７＝Variation of the daily rates: sec-onds/day
８＝Positions
９＝Temperatures
10＝Mean daily rate in different posi-tions: seconds/day
11＝Mean variation: seconds/day
12＝Maximum variation: seconds/day
13＝Difference between flat and hanging position:
seconds/day
14＝Greatest difference between the mean daily rate and
any individual rate: seconds/day
15＝First variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 8℃) :
seconds/day/℃
16＝Second variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 23℃) :
sec-onds/day/℃
17＝Rate-resumption: seconds/day
18＝Date of inspection

3

時報と同時にリュウズを押し込むと動き
始めます。
ネジロックタイプのモデルはリュウズを
押しつけながら右に止まるところまでネ
ジ込んでください。

2

5

9

①
②
③

リュウズを右方向（12時方向）へまわすことで、日付の修正ができます。
まず、合わせたい日の前日の日付に合わせます。
例えば、今日が６日とすると５日に合わせます。

④

・時刻表示が午後10時から午前１時までの間、日付の修正はしないでください。こ
の時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付は変わらないことがありま
す。

１．日付表示なし（9S51）の場合
〈時計の合わせ方〉

〈各部の名称〉

Maximum variation
G

1

分針

I

6
針が動いているのを確認した上で秒針
が12時を指した時に、リュウズを引き
出します。秒針が止まります。
ネジロックタイプのモデルはリュウズ
を左に回してネジをゆるめ、リュウズ
リュウズ を引き出します。

J

Greatest difference between This is the maximum of the differences between each of the daily
the mean daily rate and any rates measured over the first 12 days of tests and their mean value.
It indicates how the daily rate changes depending on the resting
individual rate
positions of the watch movement; expressed in seconds/day

■使用上のご注意とお手入れの方法 ･････････････12
お客様相談室
〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-1-10
〒 550-0013 大阪市西区新町 1-4-24（大阪四ﾂ橋第一生命ビル）

55

〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-20-1
〒 810-0801 （札幌スカイビル セイコーサービスセンター内）
福岡市博多区中洲 5-1-22
（松月堂ビル セイコーサービスセンター内）

Second variation of rate per This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
K 1° centigrade (From 38℃ temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 23℃; expressed in seconds/day/℃
to 23℃)

■補修用性能部品について ･････････････････････29

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for
GRAND SEIKO watches for 10 years. In principle, your watch can be
reconditioned within this period if used normally. (Replacement parts
are those which are essential to maintaining the functional integrity of
the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may vary
greatly depending on the conditions under which it was used, and
normal accuracy may not be achieved in some cases. We recommend,
therefore, that you consult the retailer from whom the watch was
purchased when having them repair your watch.
・The case, dial, hands, glass and bracelet, or parts thereof may be
replaced with substitutes if the originals are not available.

・Your GRAND SEIKO watch was strictly checked and completely
adjusted at the factory to ensure its high accuracy. However, if your
watch gets out of order with the correct way of use as described in this
instruction booklet within the guarantee period, take your watch to the
dealer from whom your watch was purchased together with the
certificate of guarantee. Repair and adjustment will be made without
charge.
・For repair after the guarantee period or for any other information
regarding the watch, contact the retailer from whom your watch was
purchased or the "CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT" of SEIKO
WATCH CORPORATION.

57
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■GRAND SEIKO STANDARD

6

10
針が動いているのを確認した上で秒針が12時を指
した時に、
リュウズを二段目まで引き出します。秒針
が止まります。リュウズをまわして針が進む方向にま
わし、日付が今日の日付になるまでまわしてください。
日付が変わると「午前」です。さらに進めて現在の時
刻に合わせます。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりますので、時刻
を合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。
※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。

時報と同時にリュウズを押し込
むと動き始めます。
ネジロックタイプのモデルはリ
ュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでくだ
さい。

〈各部の名称〉

Terms

Terms

Unit

Mean daily rate in different positions.
Mean variation.
Maximum variation.
Difference between flat and hanging
position.
Greatest difference between the mean
daily rate and any individual rate.
First variation of rate per 1℃ (from 38℃
to 8℃).
Second variation of rate per 1℃ (from
38℃ to 8℃).
Rate-resumption.
Number of positions in inspection.
Condition of temperature in inspection.
Total days of inspection.

(s/d)
(s/d)
(s/d)

New GS standard
(enacted in 1998)
−3.0 〜 ＋5.0
less than 1.8
less than 4.0

(s/d)

−6.0 〜 ＋8.0

(s/d)

less than 8.0

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d)

−5.0 〜 ＋5.0
６ positions
８, 23, 38℃
17 days

⑤

２．日付表示つき（9S55）の場合

⑥

⑦

⑧

分針

1

日付表示
6

6

8

リュウズ

秒針

この時計には、日付表示機能が付いています。
24時間に１回日付を１日分送るようになって
います。
※日付は、午前０時ごろ送るようになっています。
よって、午前と午後を間違えて時刻合わせをし
てしまうと、昼の12時に日付が変わってしまい
ます。

リュウズを一段目に引き出します
ネジロックタイプのモデルはリュウ
ズを左に回してネジをゆるめ、リュ
ウズを１段引き出します。

Ａ Daily rates
Variation of the daily rates
Ｂ

51

54

・ゼンマイが充分に巻き上げられた状態での持続時間は約50時間です。（ゼ
ンマイの巻き上げが不足する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すすめします。
）なお、時計を腕に着けないでご使
用される場合は、毎日、一定の時刻にゼンマイを充分に巻いてご使用くだ
さい。

5

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

The rating certificate indicates the
accuracy of the
watch movement
at rest before
casing and shipment from the
factory. Please be
noticed that reissue of the rating
certificate cannot
be accepted by
any reason.

Mean variation

53

52

Definition in the rating certificate
Measured loss or gain per day; expressed in seconds/day

2

Fluctuation of the daily rate under certain fixed conditions (position,
temperature, the degree to which the mainspring is wound up) ;
expressed in seconds/day
This refers to resting positions which the watch movement is placed
Positions
during the certification tests on Grand Seiko. The following 6
positions are specified in ISO 3158.
①Horizontal, Dial Up : DU
②Horizontal, Dial Down : DD
Ｃ
③Vertical, 3 O'clock UP : 3U
④Vertical, 6 O'clock UP : 6U
⑤Vertical, 9 O'clock UP : 9U
⑥Vertical, 12 O'clock UP : 12U
This refers to the temperature environment in which the watch
Temperatures
movement is placed during the certification tests on Grand Seiko.
The test conditions are as follows;
D
①38℃
②23℃
③ 8℃
Mean daily rate in different This refers to the mean value of 12 daily rate measurements taken
over 12 days with the watch movement placed in the 6 different
E positions
positions specified above for 2 days each; expressed in seconds/day

F

⑨

〈時計の合わせ方〉

時針

・ゼンマイを巻く際にはリュウズを右方向（12時方向）にゆっくりまわして
ください。なお、リュウズを左方向（６時方向）に回してもゼンマイは巻
き上がりません。
ゼンマイは、リュウズを約40回転すれば充分に巻き上げることができます。
また、巻き上げが完了してもリュウズを回すことができますが、ゼンマイ
が切れる心配はありません。

(3)Terminology

(1)Explanation for terms of Grand Seiko standard.

6

■アフターサービスについて ･･･････････････････28

0120-612-911（上記の最寄地に着信いたします）

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS

4

■GRAND SEIKO級について ･･･････････････････23

全国共通フリーダイアル

This refers to the value obtained by subtracting the mean daily rate
measured over the first 2 days of the tests from the daily rate
measured on the last day of the tests. It provides a measure of the
stability of daily rate after a specified period of use; expressed in
seconds/day

Rate-resumption

3

■機械式時計の精度について ･･･････････････････20

(092)271-2538

※自動巻き式機械時計の取扱いかた（9S51・9S55）

3

■製品仕様 ･･･････････････････････････････････19

(011)231-0615

■ご使用方法
この時計は、自動巻き式機械時計（手巻き付き）です。
・ゼンマイ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、リュウズをまわしてゼンマイを巻くこともできます。
・止まっている時計をお使いになるときは、リュウズをまわすか、時計を振
って時計を始動させてください。秒針が動きだしたら時刻を合わせて腕に
おつけください。

■こんな時には ･･･････････････････････････････18

(03)3535-2211
(06)6538-6541

お客様相談係

58

First variation of rate per 1° This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
centigrade (From 38℃ to 8℃) temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 8℃; expressed in seconds/day/℃

L

4

■ご使用方法 ･････････････････････････････････４

Difference between flat and This refers to the difference in daily rate between the two most
typical positions while the watch is actually in use. Namely, this is
hanging positions
the difference between the mean daily rate measured over 2 days
H
with the watch movement in the 6U position and the corresponding
measurement in the DU position; expressed in seconds/day

時針

秒針

目次

This refers to the maximum value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured in each of the 6
positions; expressed in seconds/day

7
リュウズをまわして時刻を合わせてくだ
さい。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりま
すので、時刻を合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、そこ
から進めて合わせるようにしてください。
※時 刻 合 わ せ は 、 電 話 の 時 報 サ ー ビ ス
TEL.117が便利です。

This refers to the mean value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured with the watch
movement in each of the 6 positions; expressed in seconds/day

(2)Explanation for each term in the rating certificate
１＝Certificate No.
２＝Caliber No.
３＝Movement serial No.
４＝Case serial No.
５＝Order of days of inspection
６＝Daily rates: seconds/day
７＝Variation of the daily rates: sec-onds/day
８＝Positions
９＝Temperatures
10＝Mean daily rate in different posi-tions: seconds/day
11＝Mean variation: seconds/day
12＝Maximum variation: seconds/day
13＝Difference between flat and hanging position:
seconds/day
14＝Greatest difference between the mean daily rate and
any individual rate: seconds/day
15＝First variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 8℃) :
seconds/day/℃
16＝Second variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 23℃) :
sec-onds/day/℃
17＝Rate-resumption: seconds/day
18＝Date of inspection

3

時報と同時にリュウズを押し込むと動き
始めます。
ネジロックタイプのモデルはリュウズを
押しつけながら右に止まるところまでネ
ジ込んでください。

2

5

9

①
②
③

リュウズを右方向（12時方向）へまわすことで、日付の修正ができます。
まず、合わせたい日の前日の日付に合わせます。
例えば、今日が６日とすると５日に合わせます。

④

・時刻表示が午後10時から午前１時までの間、日付の修正はしないでください。こ
の時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付は変わらないことがありま
す。

１．日付表示なし（9S51）の場合
〈時計の合わせ方〉

〈各部の名称〉

Maximum variation
G

1

分針

I

6
針が動いているのを確認した上で秒針
が12時を指した時に、リュウズを引き
出します。秒針が止まります。
ネジロックタイプのモデルはリュウズ
を左に回してネジをゆるめ、リュウズ
リュウズ を引き出します。

J

Greatest difference between This is the maximum of the differences between each of the daily
the mean daily rate and any rates measured over the first 12 days of tests and their mean value.
It indicates how the daily rate changes depending on the resting
individual rate
positions of the watch movement; expressed in seconds/day

■使用上のご注意とお手入れの方法 ･････････････12
お客様相談室
〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-1-10
〒 550-0013 大阪市西区新町 1-4-24（大阪四ﾂ橋第一生命ビル）

55

〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-20-1
〒 810-0801 （札幌スカイビル セイコーサービスセンター内）
福岡市博多区中洲 5-1-22
（松月堂ビル セイコーサービスセンター内）

Second variation of rate per This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
K 1° centigrade (From 38℃ temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 23℃; expressed in seconds/day/℃
to 23℃)

■補修用性能部品について ･････････････････････29

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for
GRAND SEIKO watches for 10 years. In principle, your watch can be
reconditioned within this period if used normally. (Replacement parts
are those which are essential to maintaining the functional integrity of
the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may vary
greatly depending on the conditions under which it was used, and
normal accuracy may not be achieved in some cases. We recommend,
therefore, that you consult the retailer from whom the watch was
purchased when having them repair your watch.
・The case, dial, hands, glass and bracelet, or parts thereof may be
replaced with substitutes if the originals are not available.

・Your GRAND SEIKO watch was strictly checked and completely
adjusted at the factory to ensure its high accuracy. However, if your
watch gets out of order with the correct way of use as described in this
instruction booklet within the guarantee period, take your watch to the
dealer from whom your watch was purchased together with the
certificate of guarantee. Repair and adjustment will be made without
charge.
・For repair after the guarantee period or for any other information
regarding the watch, contact the retailer from whom your watch was
purchased or the "CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT" of SEIKO
WATCH CORPORATION.

57

56

■GRAND SEIKO STANDARD

6

10
針が動いているのを確認した上で秒針が12時を指
した時に、
リュウズを二段目まで引き出します。秒針
が止まります。リュウズをまわして針が進む方向にま
わし、日付が今日の日付になるまでまわしてください。
日付が変わると「午前」です。さらに進めて現在の時
刻に合わせます。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりますので、時刻
を合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。
※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。

時報と同時にリュウズを押し込
むと動き始めます。
ネジロックタイプのモデルはリ
ュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでくだ
さい。

〈各部の名称〉

Terms

Terms

Unit

Mean daily rate in different positions.
Mean variation.
Maximum variation.
Difference between flat and hanging
position.
Greatest difference between the mean
daily rate and any individual rate.
First variation of rate per 1℃ (from 38℃
to 8℃).
Second variation of rate per 1℃ (from
38℃ to 8℃).
Rate-resumption.
Number of positions in inspection.
Condition of temperature in inspection.
Total days of inspection.

(s/d)
(s/d)
(s/d)

New GS standard
(enacted in 1998)
−3.0 〜 ＋5.0
less than 1.8
less than 4.0

(s/d)

−6.0 〜 ＋8.0

(s/d)

less than 8.0

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d)

−5.0 〜 ＋5.0
６ positions
８, 23, 38℃
17 days

⑤

２．日付表示つき（9S55）の場合

⑥

⑦

⑧

分針

1

日付表示
6

6

8

リュウズ

秒針

この時計には、日付表示機能が付いています。
24時間に１回日付を１日分送るようになって
います。
※日付は、午前０時ごろ送るようになっています。
よって、午前と午後を間違えて時刻合わせをし
てしまうと、昼の12時に日付が変わってしまい
ます。

リュウズを一段目に引き出します
ネジロックタイプのモデルはリュウ
ズを左に回してネジをゆるめ、リュ
ウズを１段引き出します。

Ａ Daily rates
Variation of the daily rates
Ｂ

51

54

・ゼンマイが充分に巻き上げられた状態での持続時間は約50時間です。（ゼ
ンマイの巻き上げが不足する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すすめします。
）なお、時計を腕に着けないでご使
用される場合は、毎日、一定の時刻にゼンマイを充分に巻いてご使用くだ
さい。

5

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

The rating certificate indicates the
accuracy of the
watch movement
at rest before
casing and shipment from the
factory. Please be
noticed that reissue of the rating
certificate cannot
be accepted by
any reason.

Mean variation

53

52

Definition in the rating certificate
Measured loss or gain per day; expressed in seconds/day

2

Fluctuation of the daily rate under certain fixed conditions (position,
temperature, the degree to which the mainspring is wound up) ;
expressed in seconds/day
This refers to resting positions which the watch movement is placed
Positions
during the certification tests on Grand Seiko. The following 6
positions are specified in ISO 3158.
①Horizontal, Dial Up : DU
②Horizontal, Dial Down : DD
Ｃ
③Vertical, 3 O'clock UP : 3U
④Vertical, 6 O'clock UP : 6U
⑤Vertical, 9 O'clock UP : 9U
⑥Vertical, 12 O'clock UP : 12U
This refers to the temperature environment in which the watch
Temperatures
movement is placed during the certification tests on Grand Seiko.
The test conditions are as follows;
D
①38℃
②23℃
③ 8℃
Mean daily rate in different This refers to the mean value of 12 daily rate measurements taken
over 12 days with the watch movement placed in the 6 different
E positions
positions specified above for 2 days each; expressed in seconds/day

F

⑨

〈時計の合わせ方〉

時針

・ゼンマイを巻く際にはリュウズを右方向（12時方向）にゆっくりまわして
ください。なお、リュウズを左方向（６時方向）に回してもゼンマイは巻
き上がりません。
ゼンマイは、リュウズを約40回転すれば充分に巻き上げることができます。
また、巻き上げが完了してもリュウズを回すことができますが、ゼンマイ
が切れる心配はありません。

(3)Terminology

(1)Explanation for terms of Grand Seiko standard.

6

■アフターサービスについて ･･･････････････････28

0120-612-911（上記の最寄地に着信いたします）

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS

4

■GRAND SEIKO級について ･･･････････････････23

全国共通フリーダイアル

This refers to the value obtained by subtracting the mean daily rate
measured over the first 2 days of the tests from the daily rate
measured on the last day of the tests. It provides a measure of the
stability of daily rate after a specified period of use; expressed in
seconds/day

Rate-resumption

3

■機械式時計の精度について ･･･････････････････20

(092)271-2538

※自動巻き式機械時計の取扱いかた（9S51・9S55）

3

■製品仕様 ･･･････････････････････････････････19

(011)231-0615

■ご使用方法
この時計は、自動巻き式機械時計（手巻き付き）です。
・ゼンマイ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、リュウズをまわしてゼンマイを巻くこともできます。
・止まっている時計をお使いになるときは、リュウズをまわすか、時計を振
って時計を始動させてください。秒針が動きだしたら時刻を合わせて腕に
おつけください。

■こんな時には ･･･････････････････････････････18

(03)3535-2211
(06)6538-6541

お客様相談係

58

First variation of rate per 1° This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
centigrade (From 38℃ to 8℃) temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 8℃; expressed in seconds/day/℃

L

4

■ご使用方法 ･････････････････････････････････４

Difference between flat and This refers to the difference in daily rate between the two most
typical positions while the watch is actually in use. Namely, this is
hanging positions
the difference between the mean daily rate measured over 2 days
H
with the watch movement in the 6U position and the corresponding
measurement in the DU position; expressed in seconds/day

時針

秒針

目次

This refers to the maximum value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured in each of the 6
positions; expressed in seconds/day

7
リュウズをまわして時刻を合わせてくだ
さい。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりま
すので、時刻を合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、そこ
から進めて合わせるようにしてください。
※時 刻 合 わ せ は 、 電 話 の 時 報 サ ー ビ ス
TEL.117が便利です。

This refers to the mean value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured with the watch
movement in each of the 6 positions; expressed in seconds/day

(2)Explanation for each term in the rating certificate
１＝Certificate No.
２＝Caliber No.
３＝Movement serial No.
４＝Case serial No.
５＝Order of days of inspection
６＝Daily rates: seconds/day
７＝Variation of the daily rates: sec-onds/day
８＝Positions
９＝Temperatures
10＝Mean daily rate in different posi-tions: seconds/day
11＝Mean variation: seconds/day
12＝Maximum variation: seconds/day
13＝Difference between flat and hanging position:
seconds/day
14＝Greatest difference between the mean daily rate and
any individual rate: seconds/day
15＝First variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 8℃) :
seconds/day/℃
16＝Second variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 23℃) :
sec-onds/day/℃
17＝Rate-resumption: seconds/day
18＝Date of inspection

3

時報と同時にリュウズを押し込むと動き
始めます。
ネジロックタイプのモデルはリュウズを
押しつけながら右に止まるところまでネ
ジ込んでください。

2

5

9

①
②
③

リュウズを右方向（12時方向）へまわすことで、日付の修正ができます。
まず、合わせたい日の前日の日付に合わせます。
例えば、今日が６日とすると５日に合わせます。

④

・時刻表示が午後10時から午前１時までの間、日付の修正はしないでください。こ
の時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付は変わらないことがありま
す。

１．日付表示なし（9S51）の場合
〈時計の合わせ方〉

〈各部の名称〉

Maximum variation
G

1

分針

I

6
針が動いているのを確認した上で秒針
が12時を指した時に、リュウズを引き
出します。秒針が止まります。
ネジロックタイプのモデルはリュウズ
を左に回してネジをゆるめ、リュウズ
リュウズ を引き出します。

J

Greatest difference between This is the maximum of the differences between each of the daily
the mean daily rate and any rates measured over the first 12 days of tests and their mean value.
It indicates how the daily rate changes depending on the resting
individual rate
positions of the watch movement; expressed in seconds/day

■使用上のご注意とお手入れの方法 ･････････････12
お客様相談室
〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-1-10
〒 550-0013 大阪市西区新町 1-4-24（大阪四ﾂ橋第一生命ビル）

55

〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-20-1
〒 810-0801 （札幌スカイビル セイコーサービスセンター内）
福岡市博多区中洲 5-1-22
（松月堂ビル セイコーサービスセンター内）

Second variation of rate per This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
K 1° centigrade (From 38℃ temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 23℃; expressed in seconds/day/℃
to 23℃)

■補修用性能部品について ･････････････････････29

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for
GRAND SEIKO watches for 10 years. In principle, your watch can be
reconditioned within this period if used normally. (Replacement parts
are those which are essential to maintaining the functional integrity of
the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may vary
greatly depending on the conditions under which it was used, and
normal accuracy may not be achieved in some cases. We recommend,
therefore, that you consult the retailer from whom the watch was
purchased when having them repair your watch.
・The case, dial, hands, glass and bracelet, or parts thereof may be
replaced with substitutes if the originals are not available.

・Your GRAND SEIKO watch was strictly checked and completely
adjusted at the factory to ensure its high accuracy. However, if your
watch gets out of order with the correct way of use as described in this
instruction booklet within the guarantee period, take your watch to the
dealer from whom your watch was purchased together with the
certificate of guarantee. Repair and adjustment will be made without
charge.
・For repair after the guarantee period or for any other information
regarding the watch, contact the retailer from whom your watch was
purchased or the "CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT" of SEIKO
WATCH CORPORATION.

57
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■GRAND SEIKO STANDARD

6

10
針が動いているのを確認した上で秒針が12時を指
した時に、
リュウズを二段目まで引き出します。秒針
が止まります。リュウズをまわして針が進む方向にま
わし、日付が今日の日付になるまでまわしてください。
日付が変わると「午前」です。さらに進めて現在の時
刻に合わせます。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりますので、時刻
を合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。
※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。

時報と同時にリュウズを押し込
むと動き始めます。
ネジロックタイプのモデルはリ
ュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでくだ
さい。

〈各部の名称〉

Terms

Terms

Unit

Mean daily rate in different positions.
Mean variation.
Maximum variation.
Difference between flat and hanging
position.
Greatest difference between the mean
daily rate and any individual rate.
First variation of rate per 1℃ (from 38℃
to 8℃).
Second variation of rate per 1℃ (from
38℃ to 8℃).
Rate-resumption.
Number of positions in inspection.
Condition of temperature in inspection.
Total days of inspection.

(s/d)
(s/d)
(s/d)

New GS standard
(enacted in 1998)
−3.0 〜 ＋5.0
less than 1.8
less than 4.0

(s/d)

−6.0 〜 ＋8.0

(s/d)

less than 8.0

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d)

−5.0 〜 ＋5.0
６ positions
８, 23, 38℃
17 days

⑤

２．日付表示つき（9S55）の場合

⑥

⑦

⑧

分針

1

日付表示
6

6

8

リュウズ

秒針

この時計には、日付表示機能が付いています。
24時間に１回日付を１日分送るようになって
います。
※日付は、午前０時ごろ送るようになっています。
よって、午前と午後を間違えて時刻合わせをし
てしまうと、昼の12時に日付が変わってしまい
ます。

リュウズを一段目に引き出します
ネジロックタイプのモデルはリュウ
ズを左に回してネジをゆるめ、リュ
ウズを１段引き出します。

Ａ Daily rates
Variation of the daily rates
Ｂ

51

54

・ゼンマイが充分に巻き上げられた状態での持続時間は約50時間です。（ゼ
ンマイの巻き上げが不足する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すすめします。
）なお、時計を腕に着けないでご使
用される場合は、毎日、一定の時刻にゼンマイを充分に巻いてご使用くだ
さい。

5

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

The rating certificate indicates the
accuracy of the
watch movement
at rest before
casing and shipment from the
factory. Please be
noticed that reissue of the rating
certificate cannot
be accepted by
any reason.

Mean variation

53

52

Definition in the rating certificate
Measured loss or gain per day; expressed in seconds/day

2

Fluctuation of the daily rate under certain fixed conditions (position,
temperature, the degree to which the mainspring is wound up) ;
expressed in seconds/day
This refers to resting positions which the watch movement is placed
Positions
during the certification tests on Grand Seiko. The following 6
positions are specified in ISO 3158.
①Horizontal, Dial Up : DU
②Horizontal, Dial Down : DD
Ｃ
③Vertical, 3 O'clock UP : 3U
④Vertical, 6 O'clock UP : 6U
⑤Vertical, 9 O'clock UP : 9U
⑥Vertical, 12 O'clock UP : 12U
This refers to the temperature environment in which the watch
Temperatures
movement is placed during the certification tests on Grand Seiko.
The test conditions are as follows;
D
①38℃
②23℃
③ 8℃
Mean daily rate in different This refers to the mean value of 12 daily rate measurements taken
over 12 days with the watch movement placed in the 6 different
E positions
positions specified above for 2 days each; expressed in seconds/day

F

⑨

〈時計の合わせ方〉

時針

・ゼンマイを巻く際にはリュウズを右方向（12時方向）にゆっくりまわして
ください。なお、リュウズを左方向（６時方向）に回してもゼンマイは巻
き上がりません。
ゼンマイは、リュウズを約40回転すれば充分に巻き上げることができます。
また、巻き上げが完了してもリュウズを回すことができますが、ゼンマイ
が切れる心配はありません。

(3)Terminology

(1)Explanation for terms of Grand Seiko standard.

6

■アフターサービスについて ･･･････････････････28

0120-612-911（上記の最寄地に着信いたします）

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS

4

■GRAND SEIKO級について ･･･････････････････23

全国共通フリーダイアル

This refers to the value obtained by subtracting the mean daily rate
measured over the first 2 days of the tests from the daily rate
measured on the last day of the tests. It provides a measure of the
stability of daily rate after a specified period of use; expressed in
seconds/day

Rate-resumption

3

■機械式時計の精度について ･･･････････････････20

(092)271-2538

※自動巻き式機械時計の取扱いかた（9S51・9S55）

3

■製品仕様 ･･･････････････････････････････････19

(011)231-0615

■ご使用方法
この時計は、自動巻き式機械時計（手巻き付き）です。
・ゼンマイ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、リュウズをまわしてゼンマイを巻くこともできます。
・止まっている時計をお使いになるときは、リュウズをまわすか、時計を振
って時計を始動させてください。秒針が動きだしたら時刻を合わせて腕に
おつけください。

■こんな時には ･･･････････････････････････････18

(03)3535-2211
(06)6538-6541

お客様相談係

58

First variation of rate per 1° This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
centigrade (From 38℃ to 8℃) temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 8℃; expressed in seconds/day/℃

L

4

■ご使用方法 ･････････････････････････････････４

Difference between flat and This refers to the difference in daily rate between the two most
typical positions while the watch is actually in use. Namely, this is
hanging positions
the difference between the mean daily rate measured over 2 days
H
with the watch movement in the 6U position and the corresponding
measurement in the DU position; expressed in seconds/day

時針

秒針

目次

This refers to the maximum value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured in each of the 6
positions; expressed in seconds/day

7
リュウズをまわして時刻を合わせてくだ
さい。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりま
すので、時刻を合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、そこ
から進めて合わせるようにしてください。
※時 刻 合 わ せ は 、 電 話 の 時 報 サ ー ビ ス
TEL.117が便利です。

This refers to the mean value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured with the watch
movement in each of the 6 positions; expressed in seconds/day

(2)Explanation for each term in the rating certificate
１＝Certificate No.
２＝Caliber No.
３＝Movement serial No.
４＝Case serial No.
５＝Order of days of inspection
６＝Daily rates: seconds/day
７＝Variation of the daily rates: sec-onds/day
８＝Positions
９＝Temperatures
10＝Mean daily rate in different posi-tions: seconds/day
11＝Mean variation: seconds/day
12＝Maximum variation: seconds/day
13＝Difference between flat and hanging position:
seconds/day
14＝Greatest difference between the mean daily rate and
any individual rate: seconds/day
15＝First variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 8℃) :
seconds/day/℃
16＝Second variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 23℃) :
sec-onds/day/℃
17＝Rate-resumption: seconds/day
18＝Date of inspection

3

時報と同時にリュウズを押し込むと動き
始めます。
ネジロックタイプのモデルはリュウズを
押しつけながら右に止まるところまでネ
ジ込んでください。

2

5

9

①
②
③

リュウズを右方向（12時方向）へまわすことで、日付の修正ができます。
まず、合わせたい日の前日の日付に合わせます。
例えば、今日が６日とすると５日に合わせます。

④

・時刻表示が午後10時から午前１時までの間、日付の修正はしないでください。こ
の時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付は変わらないことがありま
す。

１．日付表示なし（9S51）の場合
〈時計の合わせ方〉

〈各部の名称〉

Maximum variation
G

1

分針

I

6
針が動いているのを確認した上で秒針
が12時を指した時に、リュウズを引き
出します。秒針が止まります。
ネジロックタイプのモデルはリュウズ
を左に回してネジをゆるめ、リュウズ
リュウズ を引き出します。

J

Greatest difference between This is the maximum of the differences between each of the daily
the mean daily rate and any rates measured over the first 12 days of tests and their mean value.
It indicates how the daily rate changes depending on the resting
individual rate
positions of the watch movement; expressed in seconds/day

■使用上のご注意とお手入れの方法 ･････････････12
お客様相談室
〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-1-10
〒 550-0013 大阪市西区新町 1-4-24（大阪四ﾂ橋第一生命ビル）

55

〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-20-1
〒 810-0801 （札幌スカイビル セイコーサービスセンター内）
福岡市博多区中洲 5-1-22
（松月堂ビル セイコーサービスセンター内）

Second variation of rate per This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
K 1° centigrade (From 38℃ temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 23℃; expressed in seconds/day/℃
to 23℃)

■補修用性能部品について ･････････････････････29

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for
GRAND SEIKO watches for 10 years. In principle, your watch can be
reconditioned within this period if used normally. (Replacement parts
are those which are essential to maintaining the functional integrity of
the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may vary
greatly depending on the conditions under which it was used, and
normal accuracy may not be achieved in some cases. We recommend,
therefore, that you consult the retailer from whom the watch was
purchased when having them repair your watch.
・The case, dial, hands, glass and bracelet, or parts thereof may be
replaced with substitutes if the originals are not available.

・Your GRAND SEIKO watch was strictly checked and completely
adjusted at the factory to ensure its high accuracy. However, if your
watch gets out of order with the correct way of use as described in this
instruction booklet within the guarantee period, take your watch to the
dealer from whom your watch was purchased together with the
certificate of guarantee. Repair and adjustment will be made without
charge.
・For repair after the guarantee period or for any other information
regarding the watch, contact the retailer from whom your watch was
purchased or the "CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT" of SEIKO
WATCH CORPORATION.

57

56

■GRAND SEIKO STANDARD

6

10
針が動いているのを確認した上で秒針が12時を指
した時に、
リュウズを二段目まで引き出します。秒針
が止まります。リュウズをまわして針が進む方向にま
わし、日付が今日の日付になるまでまわしてください。
日付が変わると「午前」です。さらに進めて現在の時
刻に合わせます。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりますので、時刻
を合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。
※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。

時報と同時にリュウズを押し込
むと動き始めます。
ネジロックタイプのモデルはリ
ュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでくだ
さい。

〈各部の名称〉

Terms

Terms

Unit

Mean daily rate in different positions.
Mean variation.
Maximum variation.
Difference between flat and hanging
position.
Greatest difference between the mean
daily rate and any individual rate.
First variation of rate per 1℃ (from 38℃
to 8℃).
Second variation of rate per 1℃ (from
38℃ to 8℃).
Rate-resumption.
Number of positions in inspection.
Condition of temperature in inspection.
Total days of inspection.

(s/d)
(s/d)
(s/d)

New GS standard
(enacted in 1998)
−3.0 〜 ＋5.0
less than 1.8
less than 4.0

(s/d)

−6.0 〜 ＋8.0

(s/d)

less than 8.0

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d)

−5.0 〜 ＋5.0
６ positions
８, 23, 38℃
17 days

⑤

２．日付表示つき（9S55）の場合

⑥

⑦

⑧

分針

1

日付表示
6

6

8

リュウズ

秒針

この時計には、日付表示機能が付いています。
24時間に１回日付を１日分送るようになって
います。
※日付は、午前０時ごろ送るようになっています。
よって、午前と午後を間違えて時刻合わせをし
てしまうと、昼の12時に日付が変わってしまい
ます。

リュウズを一段目に引き出します
ネジロックタイプのモデルはリュウ
ズを左に回してネジをゆるめ、リュ
ウズを１段引き出します。

Ａ Daily rates
Variation of the daily rates
Ｂ

51

54

・ゼンマイが充分に巻き上げられた状態での持続時間は約50時間です。（ゼ
ンマイの巻き上げが不足する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すすめします。
）なお、時計を腕に着けないでご使
用される場合は、毎日、一定の時刻にゼンマイを充分に巻いてご使用くだ
さい。

5

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

The rating certificate indicates the
accuracy of the
watch movement
at rest before
casing and shipment from the
factory. Please be
noticed that reissue of the rating
certificate cannot
be accepted by
any reason.

Mean variation

53

52

Definition in the rating certificate
Measured loss or gain per day; expressed in seconds/day

2

Fluctuation of the daily rate under certain fixed conditions (position,
temperature, the degree to which the mainspring is wound up) ;
expressed in seconds/day
This refers to resting positions which the watch movement is placed
Positions
during the certification tests on Grand Seiko. The following 6
positions are specified in ISO 3158.
①Horizontal, Dial Up : DU
②Horizontal, Dial Down : DD
Ｃ
③Vertical, 3 O'clock UP : 3U
④Vertical, 6 O'clock UP : 6U
⑤Vertical, 9 O'clock UP : 9U
⑥Vertical, 12 O'clock UP : 12U
This refers to the temperature environment in which the watch
Temperatures
movement is placed during the certification tests on Grand Seiko.
The test conditions are as follows;
D
①38℃
②23℃
③ 8℃
Mean daily rate in different This refers to the mean value of 12 daily rate measurements taken
over 12 days with the watch movement placed in the 6 different
E positions
positions specified above for 2 days each; expressed in seconds/day

F

⑨

〈時計の合わせ方〉

時針

・ゼンマイを巻く際にはリュウズを右方向（12時方向）にゆっくりまわして
ください。なお、リュウズを左方向（６時方向）に回してもゼンマイは巻
き上がりません。
ゼンマイは、リュウズを約40回転すれば充分に巻き上げることができます。
また、巻き上げが完了してもリュウズを回すことができますが、ゼンマイ
が切れる心配はありません。

(3)Terminology

(1)Explanation for terms of Grand Seiko standard.

6

■アフターサービスについて ･･･････････････････28

0120-612-911（上記の最寄地に着信いたします）

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS

4

■GRAND SEIKO級について ･･･････････････････23

全国共通フリーダイアル

This refers to the value obtained by subtracting the mean daily rate
measured over the first 2 days of the tests from the daily rate
measured on the last day of the tests. It provides a measure of the
stability of daily rate after a specified period of use; expressed in
seconds/day

Rate-resumption

3

■機械式時計の精度について ･･･････････････････20

(092)271-2538

※自動巻き式機械時計の取扱いかた（9S51・9S55）

3

■製品仕様 ･･･････････････････････････････････19

(011)231-0615

■ご使用方法
この時計は、自動巻き式機械時計（手巻き付き）です。
・ゼンマイ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、リュウズをまわしてゼンマイを巻くこともできます。
・止まっている時計をお使いになるときは、リュウズをまわすか、時計を振
って時計を始動させてください。秒針が動きだしたら時刻を合わせて腕に
おつけください。

■こんな時には ･･･････････････････････････････18

(03)3535-2211
(06)6538-6541

お客様相談係

58

First variation of rate per 1° This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
centigrade (From 38℃ to 8℃) temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 8℃; expressed in seconds/day/℃

L

4

■ご使用方法 ･････････････････････････････････４

Difference between flat and This refers to the difference in daily rate between the two most
typical positions while the watch is actually in use. Namely, this is
hanging positions
the difference between the mean daily rate measured over 2 days
H
with the watch movement in the 6U position and the corresponding
measurement in the DU position; expressed in seconds/day

時針

秒針

目次

This refers to the maximum value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured in each of the 6
positions; expressed in seconds/day

7
リュウズをまわして時刻を合わせてくだ
さい。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりま
すので、時刻を合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、そこ
から進めて合わせるようにしてください。
※時 刻 合 わ せ は 、 電 話 の 時 報 サ ー ビ ス
TEL.117が便利です。

This refers to the mean value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured with the watch
movement in each of the 6 positions; expressed in seconds/day

(2)Explanation for each term in the rating certificate
１＝Certificate No.
２＝Caliber No.
３＝Movement serial No.
４＝Case serial No.
５＝Order of days of inspection
６＝Daily rates: seconds/day
７＝Variation of the daily rates: sec-onds/day
８＝Positions
９＝Temperatures
10＝Mean daily rate in different posi-tions: seconds/day
11＝Mean variation: seconds/day
12＝Maximum variation: seconds/day
13＝Difference between flat and hanging position:
seconds/day
14＝Greatest difference between the mean daily rate and
any individual rate: seconds/day
15＝First variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 8℃) :
seconds/day/℃
16＝Second variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 23℃) :
sec-onds/day/℃
17＝Rate-resumption: seconds/day
18＝Date of inspection

3

時報と同時にリュウズを押し込むと動き
始めます。
ネジロックタイプのモデルはリュウズを
押しつけながら右に止まるところまでネ
ジ込んでください。

2

5

9

①
②
③

リュウズを右方向（12時方向）へまわすことで、日付の修正ができます。
まず、合わせたい日の前日の日付に合わせます。
例えば、今日が６日とすると５日に合わせます。

④

・時刻表示が午後10時から午前１時までの間、日付の修正はしないでください。こ
の時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付は変わらないことがありま
す。

１．日付表示なし（9S51）の場合
〈時計の合わせ方〉

〈各部の名称〉

Maximum variation
G

1

分針

I

6
針が動いているのを確認した上で秒針
が12時を指した時に、リュウズを引き
出します。秒針が止まります。
ネジロックタイプのモデルはリュウズ
を左に回してネジをゆるめ、リュウズ
リュウズ を引き出します。

J

Greatest difference between This is the maximum of the differences between each of the daily
the mean daily rate and any rates measured over the first 12 days of tests and their mean value.
It indicates how the daily rate changes depending on the resting
individual rate
positions of the watch movement; expressed in seconds/day

■使用上のご注意とお手入れの方法 ･････････････12
お客様相談室
〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-1-10
〒 550-0013 大阪市西区新町 1-4-24（大阪四ﾂ橋第一生命ビル）

55

〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-20-1
〒 810-0801 （札幌スカイビル セイコーサービスセンター内）
福岡市博多区中洲 5-1-22
（松月堂ビル セイコーサービスセンター内）

Second variation of rate per This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
K 1° centigrade (From 38℃ temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 23℃; expressed in seconds/day/℃
to 23℃)

■補修用性能部品について ･････････････････････29

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for
GRAND SEIKO watches for 10 years. In principle, your watch can be
reconditioned within this period if used normally. (Replacement parts
are those which are essential to maintaining the functional integrity of
the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may vary
greatly depending on the conditions under which it was used, and
normal accuracy may not be achieved in some cases. We recommend,
therefore, that you consult the retailer from whom the watch was
purchased when having them repair your watch.
・The case, dial, hands, glass and bracelet, or parts thereof may be
replaced with substitutes if the originals are not available.

・Your GRAND SEIKO watch was strictly checked and completely
adjusted at the factory to ensure its high accuracy. However, if your
watch gets out of order with the correct way of use as described in this
instruction booklet within the guarantee period, take your watch to the
dealer from whom your watch was purchased together with the
certificate of guarantee. Repair and adjustment will be made without
charge.
・For repair after the guarantee period or for any other information
regarding the watch, contact the retailer from whom your watch was
purchased or the "CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT" of SEIKO
WATCH CORPORATION.
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■GRAND SEIKO STANDARD

6

10
針が動いているのを確認した上で秒針が12時を指
した時に、
リュウズを二段目まで引き出します。秒針
が止まります。リュウズをまわして針が進む方向にま
わし、日付が今日の日付になるまでまわしてください。
日付が変わると「午前」です。さらに進めて現在の時
刻に合わせます。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりますので、時刻
を合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。
※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。

時報と同時にリュウズを押し込
むと動き始めます。
ネジロックタイプのモデルはリ
ュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでくだ
さい。

〈各部の名称〉

Terms

Terms

Unit

Mean daily rate in different positions.
Mean variation.
Maximum variation.
Difference between flat and hanging
position.
Greatest difference between the mean
daily rate and any individual rate.
First variation of rate per 1℃ (from 38℃
to 8℃).
Second variation of rate per 1℃ (from
38℃ to 8℃).
Rate-resumption.
Number of positions in inspection.
Condition of temperature in inspection.
Total days of inspection.

(s/d)
(s/d)
(s/d)

New GS standard
(enacted in 1998)
−3.0 〜 ＋5.0
less than 1.8
less than 4.0

(s/d)

−6.0 〜 ＋8.0

(s/d)

less than 8.0

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d/℃)

−0.5 〜 ＋0.5

(s/d)

−5.0 〜 ＋5.0
６ positions
８, 23, 38℃
17 days

⑤

２．日付表示つき（9S55）の場合

⑥

⑦

⑧

分針

1

日付表示
6

6

8

リュウズ

秒針

この時計には、日付表示機能が付いています。
24時間に１回日付を１日分送るようになって
います。
※日付は、午前０時ごろ送るようになっています。
よって、午前と午後を間違えて時刻合わせをし
てしまうと、昼の12時に日付が変わってしまい
ます。

リュウズを一段目に引き出します
ネジロックタイプのモデルはリュウ
ズを左に回してネジをゆるめ、リュ
ウズを１段引き出します。

Ａ Daily rates
Variation of the daily rates
Ｂ

51

54

・ゼンマイが充分に巻き上げられた状態での持続時間は約50時間です。（ゼ
ンマイの巻き上げが不足する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すすめします。
）なお、時計を腕に着けないでご使
用される場合は、毎日、一定の時刻にゼンマイを充分に巻いてご使用くだ
さい。

5

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

The rating certificate indicates the
accuracy of the
watch movement
at rest before
casing and shipment from the
factory. Please be
noticed that reissue of the rating
certificate cannot
be accepted by
any reason.

Mean variation

53

52

Definition in the rating certificate
Measured loss or gain per day; expressed in seconds/day

2

Fluctuation of the daily rate under certain fixed conditions (position,
temperature, the degree to which the mainspring is wound up) ;
expressed in seconds/day
This refers to resting positions which the watch movement is placed
Positions
during the certification tests on Grand Seiko. The following 6
positions are specified in ISO 3158.
①Horizontal, Dial Up : DU
②Horizontal, Dial Down : DD
Ｃ
③Vertical, 3 O'clock UP : 3U
④Vertical, 6 O'clock UP : 6U
⑤Vertical, 9 O'clock UP : 9U
⑥Vertical, 12 O'clock UP : 12U
This refers to the temperature environment in which the watch
Temperatures
movement is placed during the certification tests on Grand Seiko.
The test conditions are as follows;
D
①38℃
②23℃
③ 8℃
Mean daily rate in different This refers to the mean value of 12 daily rate measurements taken
over 12 days with the watch movement placed in the 6 different
E positions
positions specified above for 2 days each; expressed in seconds/day

F

⑨

〈時計の合わせ方〉

時針

・ゼンマイを巻く際にはリュウズを右方向（12時方向）にゆっくりまわして
ください。なお、リュウズを左方向（６時方向）に回してもゼンマイは巻
き上がりません。
ゼンマイは、リュウズを約40回転すれば充分に巻き上げることができます。
また、巻き上げが完了してもリュウズを回すことができますが、ゼンマイ
が切れる心配はありません。

(3)Terminology

(1)Explanation for terms of Grand Seiko standard.

6

■アフターサービスについて ･･･････････････････28

0120-612-911（上記の最寄地に着信いたします）

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS

4

■GRAND SEIKO級について ･･･････････････････23

全国共通フリーダイアル

This refers to the value obtained by subtracting the mean daily rate
measured over the first 2 days of the tests from the daily rate
measured on the last day of the tests. It provides a measure of the
stability of daily rate after a specified period of use; expressed in
seconds/day

Rate-resumption

3

■機械式時計の精度について ･･･････････････････20

(092)271-2538

※自動巻き式機械時計の取扱いかた（9S51・9S55）

3

■製品仕様 ･･･････････････････････････････････19

(011)231-0615

■ご使用方法
この時計は、自動巻き式機械時計（手巻き付き）です。
・ゼンマイ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、リュウズをまわしてゼンマイを巻くこともできます。
・止まっている時計をお使いになるときは、リュウズをまわすか、時計を振
って時計を始動させてください。秒針が動きだしたら時刻を合わせて腕に
おつけください。

■こんな時には ･･･････････････････････････････18

(03)3535-2211
(06)6538-6541

お客様相談係

58

First variation of rate per 1° This indicates the change in daily rate per degree Centigrade of
centigrade (From 38℃ to 8℃) temperature in the same resting position (DU) when the temperature is changed from 38℃ to 8℃; expressed in seconds/day/℃

L

4

■ご使用方法 ･････････････････････････････････４

Difference between flat and This refers to the difference in daily rate between the two most
typical positions while the watch is actually in use. Namely, this is
hanging positions
the difference between the mean daily rate measured over 2 days
H
with the watch movement in the 6U position and the corresponding
measurement in the DU position; expressed in seconds/day

時針

秒針

目次

This refers to the maximum value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured in each of the 6
positions; expressed in seconds/day

7
リュウズをまわして時刻を合わせてくだ
さい。
※機械時計はクオーツ時計と機構が異なりま
すので、時刻を合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、そこ
から進めて合わせるようにしてください。
※時 刻 合 わ せ は 、 電 話 の 時 報 サ ー ビ ス
TEL.117が便利です。

This refers to the mean value of the 6 differences in daily rate
between the first and second day measured with the watch
movement in each of the 6 positions; expressed in seconds/day

(2)Explanation for each term in the rating certificate
１＝Certificate No.
２＝Caliber No.
３＝Movement serial No.
４＝Case serial No.
５＝Order of days of inspection
６＝Daily rates: seconds/day
７＝Variation of the daily rates: sec-onds/day
８＝Positions
９＝Temperatures
10＝Mean daily rate in different posi-tions: seconds/day
11＝Mean variation: seconds/day
12＝Maximum variation: seconds/day
13＝Difference between flat and hanging position:
seconds/day
14＝Greatest difference between the mean daily rate and
any individual rate: seconds/day
15＝First variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 8℃) :
seconds/day/℃
16＝Second variation of rate per 1℃ (from 38℃ to 23℃) :
sec-onds/day/℃
17＝Rate-resumption: seconds/day
18＝Date of inspection

3

時報と同時にリュウズを押し込むと動き
始めます。
ネジロックタイプのモデルはリュウズを
押しつけながら右に止まるところまでネ
ジ込んでください。

2

5

9

①
②
③

リュウズを右方向（12時方向）へまわすことで、日付の修正ができます。
まず、合わせたい日の前日の日付に合わせます。
例えば、今日が６日とすると５日に合わせます。

④

・時刻表示が午後10時から午前１時までの間、日付の修正はしないでください。こ
の時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付は変わらないことがありま
す。

■SPECIFICATIONS

注意

Cal. number

防水性能
・時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示をご確認の上、ご使用ください。
・水分のついたままリュウズを回したり、引き出したりしないでください。時計
内部に水分が入ることがあります。

1. Time indication

14

表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし

3. Loss/gain (daily rate)
防水の
基準
非防水
日常生活用防水
（3気圧防水）

日常生活用強化防水
WATER RESIST
（5気圧防水）
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
日常生活用強化防水
のいずれか
（10気圧防水）
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR 日常生活用強化防水
（20気圧防水）
のいずれか

雨や洗顔など日常生活 水に関係の深い仕事（農水産･園 空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する ヘリウムガスを使用す
（スキューバ潜水）る潜水方式
（飽和潜水）
で予想される「水がか 芸･食堂など）やスポーツ（水泳 潜水（スキンダイビング）潜水
に使用できる
に使用できる
やヨット）で使用できる程度 で使用できる程度
かる」程度

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

◯

◯

×

×

×

◯

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST 20 BAR

■使用上の注意とお手入れの方法
注意
日常のお手入れ

12

・ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにし
ておくとサビて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因になることがありま
すので常に清潔にしてご使用ください。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分をふき取るだけで汚れや、
ケース・バンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈革バンド〉
・革バンドは、柔らかい布などで吸い取るように軽くふいてください。こす
るようにふくと色が落ちたり、ツヤがなくなったりする場合があります。
〈金属バンド〉
・金属バンドは、ときどき柔らかい歯ブラシなどを使い、部分洗いなどのお
手入れをお願いします。

■こんな時には
現象

考えられる原因

4. Driving system
5. Jewels

28,800／h
Mean daily rate in different positions※ within ＋5 and −3 seconds

Self-winding type with manual winding mechanism
24 jewels

26 jewels

47

50

Mean daily rate in different positions ※: this indicates the mean value of daily rate
measurements taken for a total of 12 days with the movement placed in 6 different
positions.
※Due to the mechanism of mechanical watches, actual loss/gain may not fall within the range of
time accuracy specified above, depending on the conditions of use, such as the length of time
during which the watch is worn on the wrist, life style (whether much arm movement is
involved or not), whether the watch is wound up fully or not, etc.
※The specifications are subject to change without prior notice, for product improvement.

③ The accuracy of mechanical watches in use / the accuracy of mechanical watch movement
at rest
The accuracy of mechanical watches varies delicately depending on the condition in
which the watch is used. In order to evaluate and show the accuracy as evenly as
possible, in the Official Swiss Chronometer Inspectorate or Grand Seiko standard,
loss/gain of mechanical watches is measured before the inside movements of the
watch are put in the case. And the measurement is done in the factory, under
various conditions that temperatures or positions of the movements are artificially
controlled. The result of this measurement is called "the accuracy of mechanical
watch movement at rest."（See P. 51 for further details of Grand Seiko standard）.
Thus the figures showing the loss/gain of the watch written in Grand Seiko Rating
Certificate will be different from the rate of loss/gain when it is actually worn ("the
accuracy in use"). The accuracy of Grand Seiko mechanical watch should be from -1
seconds/day to +10 seconds/day while it is in use. If the average of the daily rates
exceeds this level when the watch is kept used in usual conditions for one week to
ten days, we would like to adjust it on our responsibility.
*Valid only in Japan. The cost of adjusting the watch is free for two years from the day
of purchase. After that, the cost should be charged. If the watch has been used for a
long time and the movements are deteriorated, please note that the accuracy may
not be adjusted as correct as you request. Please note that it takes more time for
adjusting the accuracy than usual repair because time for checking loss/gain after
adjustment is included. When you ask for adjusting, please make sure of the
expected date of return.

・ゼンマイを巻いて、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。
時計が一時的に進 ・磁気を発生するもののそばに置 ・精度は、磁気の発生するも
のから離せば元にもどりま
む／遅れる。
いた。
す。
・元にもどらない場合は、お
買い上げ店にご相談くださ
い。

49

48

・落としたり強くぶつけたり、ま ・精度は、元にもどりません。
たは激しいスポーツをした。
お買い上げ店にご相談くだ
・強い振動が加えられた。
さい。
・３年を越える長期間、分解掃除 ・お買い上げ店にご相談くだ
による点検調整を行っていない。 さい。

Trouble

Cause

２月（１カ月が28日、うるう年は29日）と小の月（１カ月が30日）では日付
の修正が必要になります。
例：小の月の翌月１日の朝、日付を修正する場合
①「１日」ではなく「31日」が表示されています。リュウズを一段目に引き
出してください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを左に回してネジ
をゆるめ、リュウズを１段引き出します。
②リュウズを右回転させ、日付を「１日」に合わせ、リュウズを押し込んで
ください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでください。

・The watch gains/
loses time.

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・Turn the crown to wind up the
watch or swing the watch. The
watch will start. If the watch does not
start, contact the retailer from whom
the watch was purchased.
・The watch was brought into close ・This condition will be corrected when
the watch is kept away from close
contact with a magnetic object.
contact with the magnetic source.
・If this condition is not corrected by
following the above procedure,
contact the retailer from whom the
watch was purchased.
・You dropped the watch, hit it against a ・This condition will not be correcthard surface or wore it while playing
ed. Contact the retailer from whom
active sports.
the watch was purchased.
・The watch was exposed to strong
vibrations.
・The watch has not been checked for a ・Contact the retailer from whom the
long period.
watch was purchased.
ex.) more than 3 years
・Advance the hands by 12 hours
・The time has been set improperly.
and adjust the calendar.
・The moisture has got inside the ・Contact the retailer from whom the
watch.
watch was purchased.

43
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ガラスのくもりが ・パッキンの劣化などにより時計 ・お買い上げ店にご相談くだ
内部に水分が入った。
さい。
消えない。

・The date changes
at 12 o'clock noon.
・The glass is blurred
and the blur persists
for a long time.

その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。

For the solution of troubles other than above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

・時計の針が午後10時から午前１時までの間は、日修正は避けてください。
この時間帯に日付を合わせますと、翌日になっても日付が変わらないこ
とがあります。

注意
かぶれやアレルギーについて
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。
・かぶれやすい体質の人や、体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきた
すことがあります。
・かぶれの原因として考えられるのは、
１．金属・皮革に対するアレルギー
２．時計本体及びバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。
・万一肌などに異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談
ください。

その他、携帯上ご注意いただきたいこと

●PERIODIC CHECK

●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

定期点検について

・Checking and overhaul of the watch (cal. 9S51/9S55) will be performed by
SEIKO. When you take the watch to the retailer from whom it was purchased,
request that the watch will be checked and overhauled by SEIKO.

・If the watch is left in a temperature below −10℃ or above ＋60℃ for a
long time it may function improperly or stop operating.

・機種9S51／9S55の点検及び分解掃除はメーカーにて行ないま
すので、販売店にはメーカーへ依頼するようお申しつけくださ
い。
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に一度程度の分解掃除
による点検調整をおすすめします。
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、時計の進み、遅れが大きくな
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
や水分の侵入などを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を、お買い上げ店にご依頼ください。
・部品交換の時は、
「純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際には、パッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼
ください。

・Do not leave the watch in a place where it is subjected to strong magnetism
or static electricity.

・Be sure to have the gasket and push-pin replaced with new ones when
checking the watch.

・Do not leave the watch where there is strong vibration.
45
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・Do not leave the watch in a dusty place.
・Do not expose the watch to gases or chemicals.
(Ex.: Organic solvents such as benzine and thinner, gasoline, nail polish,
cosmetic spray, detergent, adhesives, mercury, and iodine antiseptic
solution.)
・Do not leave the watch in a hot spring, or do not keep it in a drawer having
insecticides inside.

15

・転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負
う場合がありますのでご注意ください｡
・特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることでケガを負ったり、
アレルギーによるかぶれをおこしたりする場合もありますので、十分にご
注意ください。
・落としたりぶつけたりはもちろんのこと、激しいスポーツなどによるショ
ックもお避けください。時計が一時的に遅れたり進んだりします。

・「−10℃〜＋60℃からはずれた温度」下では機能が劣化したり、
停止したりする場合があります。
・磁気の影響（テレビ、スピーカ、磁気ネックレス等）があると
ころに放置しないでください。
・強い振動のあるところに放置しないでください。
・極端にホコリの多いところに放置しないでください。
・薬品の蒸気が発散しているところや薬品にふれるところに放置
しないでください。
（薬品の例：ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、およびそれ
らを含有するもの＝ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプ
レー液、、クリーナー剤、トイレ用洗剤、接着剤など＝水銀、
ヨウ素系消毒液など）
・温泉や、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しない
でください。

・We suggest that you have your watch checked by SEIKO every 2 or 3 years
for oil condition or damage due to water or sweat. After checking the watch,
adjustment and repair may be required.

13

・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の中に入れてしまうような環
境での使用はできません。
・日常生活用強化防水（５気圧）の時計は、スキンダイビングを含め
て全ての潜水に使用できません。
・日常生活用強化防水（10、20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水
には使用できません。

保管について

・When replacing the parts, please specify "SEIKO GENUINE PARTS."

11

警告
Solution

・The watch stops ・The watch is not wound up.
operating.

日付が日中に変わ ・時刻合わせが12時間ずれている。 ・12時間針を進めて時刻を合
わせてください。
る。

16

Mechanical watches have totally different characteristics from quartz watches,
which have been popularly used recently. Please read and understand the following
points to wear your mechanical watch everyday, in better conditions.
① The mechanism of mechanical watches
In case of a quartz watch, power obtained from a battery is transformed to very
accurate signals by crystal and IC in order to control the accuracy of watches
electronically. On the other hand, a mechanical watch runs by a mainspring. Small
metal parts of the watch work together physically, and the accuracy of the watch is
controlled by adjusting very small parts such as hairsprings. These parts are easily
affected by outside environments such as temperatures, gravity, and shock, or by
conditions in which the watch is used, such as how long it is worn, or how many
times the mainspring is wound up. These influences appear as loss/gain of the
watch, which is shown by the rate such as "some seconds /day"
② The accuracy of mechanical watches is shown by " the mean daily rate."
The loss/gain of quartz watches is shown by the yearly or monthly rate, such as ±10
seconds/year or ±15 seconds/month. This means the total loss/gain when the
watch is kept used for one month or one year. On the other hand, the accuracy of
mechanical watches is generally shown by " the mean daily rate." Usually, the
accuracy of mechanical watches changes delicately day by day, depending on various
conditions, and is not fixed. Thus the loss/gain of mechanical watches is not
measured by a daily rate, but by an average of daily rates in one week to ten days.

■TROUBLE SHOOTING

・If your watch is 3 bar water resistant, do not use it in water.
・If your watch is 5 bar water resistant, do not use it in any type of diving
including skin diving.
・If your watch is 10 or 20 bar water resistant, do not use it in saturation diving
or scuba diving.

・In case you tumble and fall or bump into others with the watch worn on your wrist,
you may be injured by the reason of the fact that you wear the watch.
・When you make contact with children, especially with infants, they may get injured or
develop a rush caused by allergy.
・Do not drop the watch or hit it against a hard surface and not wear the watch while
playing active sports. The watch may gains/loses time.

〈月末の日付修正について〉

■ The accuracy of mechanical watches

WARNING
このようにしてください

時計が止まった。 ・ゼンマイが巻かれていない。
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9S55
3 hands
(hour, minute and second) with date

2. Vibrations

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた

9S51
3 hands
(hour, minute and second)

④ The elements which affect accuracy-1 Amount the mainspring is wound up
To make mechanical watches work more accurately, it is important that the
mainspring of the watch constantly supplies strong energy to every parts of the
movement. When the mainspring is fully wound up, the accuracy is stabilized.
However, if the spring gets unwound and supplied energy becomes less, the parts
controlling the accuracy get easily affected by outside environments, and the
accuracy also becomes unstable. To stabilize the accuracy, it is recommended to
wind up the mainspring everyday at a fixed time.
⑤ The elements which affect accuracy-2 Temperatures
The parts that consist a mechanical watch movement are made of metals, which
expand or contract depending on temperatures. The parts that control the accuracy
of the watch expand and move slightly slower in high temperature, and the watch
generally tends to lose time. It tends to gain time in low temperature for the reverse
reason. Please understand such conditions before seeing the accuracy when
temperature is extremely high or low, such as midsummer or midwinter
⑥ The elements which affects accuracy-3 The difference by positions（The position of the
watch）
The parts of mechanical watch movement, which control the accuracy, are affected
by the gravity of the earth. Thus the rates of loss/gain of the watch vary delicately
depending on any position it is put in, such as being placed horizontally, or being laid
at a 12:00 side or with the crown turned up. Use this character and be careful of the
position of the watch while it is not worn in order to reduce loss/gain to some extent
by yourself, which is caused while the watch is worn.
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■SPECIFICATIONS

注意

Cal. number

防水性能
・時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示をご確認の上、ご使用ください。
・水分のついたままリュウズを回したり、引き出したりしないでください。時計
内部に水分が入ることがあります。

1. Time indication

14

表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし

3. Loss/gain (daily rate)
防水の
基準
非防水
日常生活用防水
（3気圧防水）

日常生活用強化防水
WATER RESIST
（5気圧防水）
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
日常生活用強化防水
のいずれか
（10気圧防水）
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR 日常生活用強化防水
（20気圧防水）
のいずれか

雨や洗顔など日常生活 水に関係の深い仕事（農水産･園 空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する ヘリウムガスを使用す
（スキューバ潜水）る潜水方式
（飽和潜水）
で予想される「水がか 芸･食堂など）やスポーツ（水泳 潜水（スキンダイビング）潜水
に使用できる
に使用できる
やヨット）で使用できる程度 で使用できる程度
かる」程度

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

◯

◯

×

×

×

◯

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST 20 BAR

■使用上の注意とお手入れの方法
注意
日常のお手入れ

12

・ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにし
ておくとサビて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因になることがありま
すので常に清潔にしてご使用ください。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分をふき取るだけで汚れや、
ケース・バンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈革バンド〉
・革バンドは、柔らかい布などで吸い取るように軽くふいてください。こす
るようにふくと色が落ちたり、ツヤがなくなったりする場合があります。
〈金属バンド〉
・金属バンドは、ときどき柔らかい歯ブラシなどを使い、部分洗いなどのお
手入れをお願いします。

■こんな時には
現象

考えられる原因

4. Driving system
5. Jewels

28,800／h
Mean daily rate in different positions※ within ＋5 and −3 seconds

Self-winding type with manual winding mechanism
24 jewels

26 jewels

47

50

Mean daily rate in different positions ※: this indicates the mean value of daily rate
measurements taken for a total of 12 days with the movement placed in 6 different
positions.
※Due to the mechanism of mechanical watches, actual loss/gain may not fall within the range of
time accuracy specified above, depending on the conditions of use, such as the length of time
during which the watch is worn on the wrist, life style (whether much arm movement is
involved or not), whether the watch is wound up fully or not, etc.
※The specifications are subject to change without prior notice, for product improvement.

③ The accuracy of mechanical watches in use / the accuracy of mechanical watch movement
at rest
The accuracy of mechanical watches varies delicately depending on the condition in
which the watch is used. In order to evaluate and show the accuracy as evenly as
possible, in the Official Swiss Chronometer Inspectorate or Grand Seiko standard,
loss/gain of mechanical watches is measured before the inside movements of the
watch are put in the case. And the measurement is done in the factory, under
various conditions that temperatures or positions of the movements are artificially
controlled. The result of this measurement is called "the accuracy of mechanical
watch movement at rest."（See P. 51 for further details of Grand Seiko standard）.
Thus the figures showing the loss/gain of the watch written in Grand Seiko Rating
Certificate will be different from the rate of loss/gain when it is actually worn ("the
accuracy in use"). The accuracy of Grand Seiko mechanical watch should be from -1
seconds/day to +10 seconds/day while it is in use. If the average of the daily rates
exceeds this level when the watch is kept used in usual conditions for one week to
ten days, we would like to adjust it on our responsibility.
*Valid only in Japan. The cost of adjusting the watch is free for two years from the day
of purchase. After that, the cost should be charged. If the watch has been used for a
long time and the movements are deteriorated, please note that the accuracy may
not be adjusted as correct as you request. Please note that it takes more time for
adjusting the accuracy than usual repair because time for checking loss/gain after
adjustment is included. When you ask for adjusting, please make sure of the
expected date of return.

・ゼンマイを巻いて、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。
時計が一時的に進 ・磁気を発生するもののそばに置 ・精度は、磁気の発生するも
のから離せば元にもどりま
む／遅れる。
いた。
す。
・元にもどらない場合は、お
買い上げ店にご相談くださ
い。

49

48

・落としたり強くぶつけたり、ま ・精度は、元にもどりません。
たは激しいスポーツをした。
お買い上げ店にご相談くだ
・強い振動が加えられた。
さい。
・３年を越える長期間、分解掃除 ・お買い上げ店にご相談くだ
による点検調整を行っていない。 さい。

Trouble

Cause

２月（１カ月が28日、うるう年は29日）と小の月（１カ月が30日）では日付
の修正が必要になります。
例：小の月の翌月１日の朝、日付を修正する場合
①「１日」ではなく「31日」が表示されています。リュウズを一段目に引き
出してください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを左に回してネジ
をゆるめ、リュウズを１段引き出します。
②リュウズを右回転させ、日付を「１日」に合わせ、リュウズを押し込んで
ください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでください。

・The watch gains/
loses time.

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・Turn the crown to wind up the
watch or swing the watch. The
watch will start. If the watch does not
start, contact the retailer from whom
the watch was purchased.
・The watch was brought into close ・This condition will be corrected when
the watch is kept away from close
contact with a magnetic object.
contact with the magnetic source.
・If this condition is not corrected by
following the above procedure,
contact the retailer from whom the
watch was purchased.
・You dropped the watch, hit it against a ・This condition will not be correcthard surface or wore it while playing
ed. Contact the retailer from whom
active sports.
the watch was purchased.
・The watch was exposed to strong
vibrations.
・The watch has not been checked for a ・Contact the retailer from whom the
long period.
watch was purchased.
ex.) more than 3 years
・Advance the hands by 12 hours
・The time has been set improperly.
and adjust the calendar.
・The moisture has got inside the ・Contact the retailer from whom the
watch.
watch was purchased.

43
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ガラスのくもりが ・パッキンの劣化などにより時計 ・お買い上げ店にご相談くだ
内部に水分が入った。
さい。
消えない。

・The date changes
at 12 o'clock noon.
・The glass is blurred
and the blur persists
for a long time.

その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。

For the solution of troubles other than above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

・時計の針が午後10時から午前１時までの間は、日修正は避けてください。
この時間帯に日付を合わせますと、翌日になっても日付が変わらないこ
とがあります。

注意
かぶれやアレルギーについて
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。
・かぶれやすい体質の人や、体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきた
すことがあります。
・かぶれの原因として考えられるのは、
１．金属・皮革に対するアレルギー
２．時計本体及びバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。
・万一肌などに異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談
ください。

その他、携帯上ご注意いただきたいこと

●PERIODIC CHECK

●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

定期点検について

・Checking and overhaul of the watch (cal. 9S51/9S55) will be performed by
SEIKO. When you take the watch to the retailer from whom it was purchased,
request that the watch will be checked and overhauled by SEIKO.

・If the watch is left in a temperature below −10℃ or above ＋60℃ for a
long time it may function improperly or stop operating.

・機種9S51／9S55の点検及び分解掃除はメーカーにて行ないま
すので、販売店にはメーカーへ依頼するようお申しつけくださ
い。
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に一度程度の分解掃除
による点検調整をおすすめします。
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、時計の進み、遅れが大きくな
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
や水分の侵入などを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を、お買い上げ店にご依頼ください。
・部品交換の時は、
「純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際には、パッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼
ください。

・Do not leave the watch in a place where it is subjected to strong magnetism
or static electricity.

・Be sure to have the gasket and push-pin replaced with new ones when
checking the watch.

・Do not leave the watch where there is strong vibration.
45

44

・Do not leave the watch in a dusty place.
・Do not expose the watch to gases or chemicals.
(Ex.: Organic solvents such as benzine and thinner, gasoline, nail polish,
cosmetic spray, detergent, adhesives, mercury, and iodine antiseptic
solution.)
・Do not leave the watch in a hot spring, or do not keep it in a drawer having
insecticides inside.

15

・転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負
う場合がありますのでご注意ください｡
・特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることでケガを負ったり、
アレルギーによるかぶれをおこしたりする場合もありますので、十分にご
注意ください。
・落としたりぶつけたりはもちろんのこと、激しいスポーツなどによるショ
ックもお避けください。時計が一時的に遅れたり進んだりします。

・「−10℃〜＋60℃からはずれた温度」下では機能が劣化したり、
停止したりする場合があります。
・磁気の影響（テレビ、スピーカ、磁気ネックレス等）があると
ころに放置しないでください。
・強い振動のあるところに放置しないでください。
・極端にホコリの多いところに放置しないでください。
・薬品の蒸気が発散しているところや薬品にふれるところに放置
しないでください。
（薬品の例：ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、およびそれ
らを含有するもの＝ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプ
レー液、、クリーナー剤、トイレ用洗剤、接着剤など＝水銀、
ヨウ素系消毒液など）
・温泉や、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しない
でください。

・We suggest that you have your watch checked by SEIKO every 2 or 3 years
for oil condition or damage due to water or sweat. After checking the watch,
adjustment and repair may be required.

13

・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の中に入れてしまうような環
境での使用はできません。
・日常生活用強化防水（５気圧）の時計は、スキンダイビングを含め
て全ての潜水に使用できません。
・日常生活用強化防水（10、20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水
には使用できません。

保管について

・When replacing the parts, please specify "SEIKO GENUINE PARTS."

11

警告
Solution

・The watch stops ・The watch is not wound up.
operating.

日付が日中に変わ ・時刻合わせが12時間ずれている。 ・12時間針を進めて時刻を合
わせてください。
る。
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Mechanical watches have totally different characteristics from quartz watches,
which have been popularly used recently. Please read and understand the following
points to wear your mechanical watch everyday, in better conditions.
① The mechanism of mechanical watches
In case of a quartz watch, power obtained from a battery is transformed to very
accurate signals by crystal and IC in order to control the accuracy of watches
electronically. On the other hand, a mechanical watch runs by a mainspring. Small
metal parts of the watch work together physically, and the accuracy of the watch is
controlled by adjusting very small parts such as hairsprings. These parts are easily
affected by outside environments such as temperatures, gravity, and shock, or by
conditions in which the watch is used, such as how long it is worn, or how many
times the mainspring is wound up. These influences appear as loss/gain of the
watch, which is shown by the rate such as "some seconds /day"
② The accuracy of mechanical watches is shown by " the mean daily rate."
The loss/gain of quartz watches is shown by the yearly or monthly rate, such as ±10
seconds/year or ±15 seconds/month. This means the total loss/gain when the
watch is kept used for one month or one year. On the other hand, the accuracy of
mechanical watches is generally shown by " the mean daily rate." Usually, the
accuracy of mechanical watches changes delicately day by day, depending on various
conditions, and is not fixed. Thus the loss/gain of mechanical watches is not
measured by a daily rate, but by an average of daily rates in one week to ten days.

■TROUBLE SHOOTING

・If your watch is 3 bar water resistant, do not use it in water.
・If your watch is 5 bar water resistant, do not use it in any type of diving
including skin diving.
・If your watch is 10 or 20 bar water resistant, do not use it in saturation diving
or scuba diving.

・In case you tumble and fall or bump into others with the watch worn on your wrist,
you may be injured by the reason of the fact that you wear the watch.
・When you make contact with children, especially with infants, they may get injured or
develop a rush caused by allergy.
・Do not drop the watch or hit it against a hard surface and not wear the watch while
playing active sports. The watch may gains/loses time.

〈月末の日付修正について〉

■ The accuracy of mechanical watches

WARNING
このようにしてください

時計が止まった。 ・ゼンマイが巻かれていない。
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9S55
3 hands
(hour, minute and second) with date

2. Vibrations

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた

9S51
3 hands
(hour, minute and second)

④ The elements which affect accuracy-1 Amount the mainspring is wound up
To make mechanical watches work more accurately, it is important that the
mainspring of the watch constantly supplies strong energy to every parts of the
movement. When the mainspring is fully wound up, the accuracy is stabilized.
However, if the spring gets unwound and supplied energy becomes less, the parts
controlling the accuracy get easily affected by outside environments, and the
accuracy also becomes unstable. To stabilize the accuracy, it is recommended to
wind up the mainspring everyday at a fixed time.
⑤ The elements which affect accuracy-2 Temperatures
The parts that consist a mechanical watch movement are made of metals, which
expand or contract depending on temperatures. The parts that control the accuracy
of the watch expand and move slightly slower in high temperature, and the watch
generally tends to lose time. It tends to gain time in low temperature for the reverse
reason. Please understand such conditions before seeing the accuracy when
temperature is extremely high or low, such as midsummer or midwinter
⑥ The elements which affects accuracy-3 The difference by positions（The position of the
watch）
The parts of mechanical watch movement, which control the accuracy, are affected
by the gravity of the earth. Thus the rates of loss/gain of the watch vary delicately
depending on any position it is put in, such as being placed horizontally, or being laid
at a 12:00 side or with the crown turned up. Use this character and be careful of the
position of the watch while it is not worn in order to reduce loss/gain to some extent
by yourself, which is caused while the watch is worn.
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■SPECIFICATIONS

注意

Cal. number

防水性能
・時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示をご確認の上、ご使用ください。
・水分のついたままリュウズを回したり、引き出したりしないでください。時計
内部に水分が入ることがあります。

1. Time indication

14

表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし

3. Loss/gain (daily rate)
防水の
基準
非防水
日常生活用防水
（3気圧防水）

日常生活用強化防水
WATER RESIST
（5気圧防水）
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
日常生活用強化防水
のいずれか
（10気圧防水）
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR 日常生活用強化防水
（20気圧防水）
のいずれか

雨や洗顔など日常生活 水に関係の深い仕事（農水産･園 空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する ヘリウムガスを使用す
（スキューバ潜水）る潜水方式
（飽和潜水）
で予想される「水がか 芸･食堂など）やスポーツ（水泳 潜水（スキンダイビング）潜水
に使用できる
に使用できる
やヨット）で使用できる程度 で使用できる程度
かる」程度

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

◯

◯

×

×

×

◯

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST 20 BAR

■使用上の注意とお手入れの方法
注意
日常のお手入れ

12

・ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにし
ておくとサビて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因になることがありま
すので常に清潔にしてご使用ください。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分をふき取るだけで汚れや、
ケース・バンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈革バンド〉
・革バンドは、柔らかい布などで吸い取るように軽くふいてください。こす
るようにふくと色が落ちたり、ツヤがなくなったりする場合があります。
〈金属バンド〉
・金属バンドは、ときどき柔らかい歯ブラシなどを使い、部分洗いなどのお
手入れをお願いします。

■こんな時には
現象

考えられる原因

4. Driving system
5. Jewels

28,800／h
Mean daily rate in different positions※ within ＋5 and −3 seconds

Self-winding type with manual winding mechanism
24 jewels

26 jewels

47

50

Mean daily rate in different positions ※: this indicates the mean value of daily rate
measurements taken for a total of 12 days with the movement placed in 6 different
positions.
※Due to the mechanism of mechanical watches, actual loss/gain may not fall within the range of
time accuracy specified above, depending on the conditions of use, such as the length of time
during which the watch is worn on the wrist, life style (whether much arm movement is
involved or not), whether the watch is wound up fully or not, etc.
※The specifications are subject to change without prior notice, for product improvement.

③ The accuracy of mechanical watches in use / the accuracy of mechanical watch movement
at rest
The accuracy of mechanical watches varies delicately depending on the condition in
which the watch is used. In order to evaluate and show the accuracy as evenly as
possible, in the Official Swiss Chronometer Inspectorate or Grand Seiko standard,
loss/gain of mechanical watches is measured before the inside movements of the
watch are put in the case. And the measurement is done in the factory, under
various conditions that temperatures or positions of the movements are artificially
controlled. The result of this measurement is called "the accuracy of mechanical
watch movement at rest."（See P. 51 for further details of Grand Seiko standard）.
Thus the figures showing the loss/gain of the watch written in Grand Seiko Rating
Certificate will be different from the rate of loss/gain when it is actually worn ("the
accuracy in use"). The accuracy of Grand Seiko mechanical watch should be from -1
seconds/day to +10 seconds/day while it is in use. If the average of the daily rates
exceeds this level when the watch is kept used in usual conditions for one week to
ten days, we would like to adjust it on our responsibility.
*Valid only in Japan. The cost of adjusting the watch is free for two years from the day
of purchase. After that, the cost should be charged. If the watch has been used for a
long time and the movements are deteriorated, please note that the accuracy may
not be adjusted as correct as you request. Please note that it takes more time for
adjusting the accuracy than usual repair because time for checking loss/gain after
adjustment is included. When you ask for adjusting, please make sure of the
expected date of return.

・ゼンマイを巻いて、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。
時計が一時的に進 ・磁気を発生するもののそばに置 ・精度は、磁気の発生するも
のから離せば元にもどりま
む／遅れる。
いた。
す。
・元にもどらない場合は、お
買い上げ店にご相談くださ
い。
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・落としたり強くぶつけたり、ま ・精度は、元にもどりません。
たは激しいスポーツをした。
お買い上げ店にご相談くだ
・強い振動が加えられた。
さい。
・３年を越える長期間、分解掃除 ・お買い上げ店にご相談くだ
による点検調整を行っていない。 さい。

Trouble

Cause

２月（１カ月が28日、うるう年は29日）と小の月（１カ月が30日）では日付
の修正が必要になります。
例：小の月の翌月１日の朝、日付を修正する場合
①「１日」ではなく「31日」が表示されています。リュウズを一段目に引き
出してください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを左に回してネジ
をゆるめ、リュウズを１段引き出します。
②リュウズを右回転させ、日付を「１日」に合わせ、リュウズを押し込んで
ください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでください。

・The watch gains/
loses time.

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・Turn the crown to wind up the
watch or swing the watch. The
watch will start. If the watch does not
start, contact the retailer from whom
the watch was purchased.
・The watch was brought into close ・This condition will be corrected when
the watch is kept away from close
contact with a magnetic object.
contact with the magnetic source.
・If this condition is not corrected by
following the above procedure,
contact the retailer from whom the
watch was purchased.
・You dropped the watch, hit it against a ・This condition will not be correcthard surface or wore it while playing
ed. Contact the retailer from whom
active sports.
the watch was purchased.
・The watch was exposed to strong
vibrations.
・The watch has not been checked for a ・Contact the retailer from whom the
long period.
watch was purchased.
ex.) more than 3 years
・Advance the hands by 12 hours
・The time has been set improperly.
and adjust the calendar.
・The moisture has got inside the ・Contact the retailer from whom the
watch.
watch was purchased.
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ガラスのくもりが ・パッキンの劣化などにより時計 ・お買い上げ店にご相談くだ
内部に水分が入った。
さい。
消えない。

・The date changes
at 12 o'clock noon.
・The glass is blurred
and the blur persists
for a long time.

その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。

For the solution of troubles other than above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

・時計の針が午後10時から午前１時までの間は、日修正は避けてください。
この時間帯に日付を合わせますと、翌日になっても日付が変わらないこ
とがあります。

注意
かぶれやアレルギーについて
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。
・かぶれやすい体質の人や、体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきた
すことがあります。
・かぶれの原因として考えられるのは、
１．金属・皮革に対するアレルギー
２．時計本体及びバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。
・万一肌などに異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談
ください。

その他、携帯上ご注意いただきたいこと

●PERIODIC CHECK

●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

定期点検について

・Checking and overhaul of the watch (cal. 9S51/9S55) will be performed by
SEIKO. When you take the watch to the retailer from whom it was purchased,
request that the watch will be checked and overhauled by SEIKO.

・If the watch is left in a temperature below −10℃ or above ＋60℃ for a
long time it may function improperly or stop operating.

・機種9S51／9S55の点検及び分解掃除はメーカーにて行ないま
すので、販売店にはメーカーへ依頼するようお申しつけくださ
い。
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に一度程度の分解掃除
による点検調整をおすすめします。
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、時計の進み、遅れが大きくな
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
や水分の侵入などを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を、お買い上げ店にご依頼ください。
・部品交換の時は、
「純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際には、パッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼
ください。

・Do not leave the watch in a place where it is subjected to strong magnetism
or static electricity.

・Be sure to have the gasket and push-pin replaced with new ones when
checking the watch.

・Do not leave the watch where there is strong vibration.
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・Do not leave the watch in a dusty place.
・Do not expose the watch to gases or chemicals.
(Ex.: Organic solvents such as benzine and thinner, gasoline, nail polish,
cosmetic spray, detergent, adhesives, mercury, and iodine antiseptic
solution.)
・Do not leave the watch in a hot spring, or do not keep it in a drawer having
insecticides inside.

15

・転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負
う場合がありますのでご注意ください｡
・特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることでケガを負ったり、
アレルギーによるかぶれをおこしたりする場合もありますので、十分にご
注意ください。
・落としたりぶつけたりはもちろんのこと、激しいスポーツなどによるショ
ックもお避けください。時計が一時的に遅れたり進んだりします。

・「−10℃〜＋60℃からはずれた温度」下では機能が劣化したり、
停止したりする場合があります。
・磁気の影響（テレビ、スピーカ、磁気ネックレス等）があると
ころに放置しないでください。
・強い振動のあるところに放置しないでください。
・極端にホコリの多いところに放置しないでください。
・薬品の蒸気が発散しているところや薬品にふれるところに放置
しないでください。
（薬品の例：ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、およびそれ
らを含有するもの＝ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプ
レー液、、クリーナー剤、トイレ用洗剤、接着剤など＝水銀、
ヨウ素系消毒液など）
・温泉や、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しない
でください。

・We suggest that you have your watch checked by SEIKO every 2 or 3 years
for oil condition or damage due to water or sweat. After checking the watch,
adjustment and repair may be required.

13

・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の中に入れてしまうような環
境での使用はできません。
・日常生活用強化防水（５気圧）の時計は、スキンダイビングを含め
て全ての潜水に使用できません。
・日常生活用強化防水（10、20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水
には使用できません。

保管について

・When replacing the parts, please specify "SEIKO GENUINE PARTS."

11

警告
Solution

・The watch stops ・The watch is not wound up.
operating.

日付が日中に変わ ・時刻合わせが12時間ずれている。 ・12時間針を進めて時刻を合
わせてください。
る。
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Mechanical watches have totally different characteristics from quartz watches,
which have been popularly used recently. Please read and understand the following
points to wear your mechanical watch everyday, in better conditions.
① The mechanism of mechanical watches
In case of a quartz watch, power obtained from a battery is transformed to very
accurate signals by crystal and IC in order to control the accuracy of watches
electronically. On the other hand, a mechanical watch runs by a mainspring. Small
metal parts of the watch work together physically, and the accuracy of the watch is
controlled by adjusting very small parts such as hairsprings. These parts are easily
affected by outside environments such as temperatures, gravity, and shock, or by
conditions in which the watch is used, such as how long it is worn, or how many
times the mainspring is wound up. These influences appear as loss/gain of the
watch, which is shown by the rate such as "some seconds /day"
② The accuracy of mechanical watches is shown by " the mean daily rate."
The loss/gain of quartz watches is shown by the yearly or monthly rate, such as ±10
seconds/year or ±15 seconds/month. This means the total loss/gain when the
watch is kept used for one month or one year. On the other hand, the accuracy of
mechanical watches is generally shown by " the mean daily rate." Usually, the
accuracy of mechanical watches changes delicately day by day, depending on various
conditions, and is not fixed. Thus the loss/gain of mechanical watches is not
measured by a daily rate, but by an average of daily rates in one week to ten days.

■TROUBLE SHOOTING

・If your watch is 3 bar water resistant, do not use it in water.
・If your watch is 5 bar water resistant, do not use it in any type of diving
including skin diving.
・If your watch is 10 or 20 bar water resistant, do not use it in saturation diving
or scuba diving.

・In case you tumble and fall or bump into others with the watch worn on your wrist,
you may be injured by the reason of the fact that you wear the watch.
・When you make contact with children, especially with infants, they may get injured or
develop a rush caused by allergy.
・Do not drop the watch or hit it against a hard surface and not wear the watch while
playing active sports. The watch may gains/loses time.

〈月末の日付修正について〉

■ The accuracy of mechanical watches

WARNING
このようにしてください

時計が止まった。 ・ゼンマイが巻かれていない。
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9S55
3 hands
(hour, minute and second) with date

2. Vibrations

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた

9S51
3 hands
(hour, minute and second)

④ The elements which affect accuracy-1 Amount the mainspring is wound up
To make mechanical watches work more accurately, it is important that the
mainspring of the watch constantly supplies strong energy to every parts of the
movement. When the mainspring is fully wound up, the accuracy is stabilized.
However, if the spring gets unwound and supplied energy becomes less, the parts
controlling the accuracy get easily affected by outside environments, and the
accuracy also becomes unstable. To stabilize the accuracy, it is recommended to
wind up the mainspring everyday at a fixed time.
⑤ The elements which affect accuracy-2 Temperatures
The parts that consist a mechanical watch movement are made of metals, which
expand or contract depending on temperatures. The parts that control the accuracy
of the watch expand and move slightly slower in high temperature, and the watch
generally tends to lose time. It tends to gain time in low temperature for the reverse
reason. Please understand such conditions before seeing the accuracy when
temperature is extremely high or low, such as midsummer or midwinter
⑥ The elements which affects accuracy-3 The difference by positions（The position of the
watch）
The parts of mechanical watch movement, which control the accuracy, are affected
by the gravity of the earth. Thus the rates of loss/gain of the watch vary delicately
depending on any position it is put in, such as being placed horizontally, or being laid
at a 12:00 side or with the crown turned up. Use this character and be careful of the
position of the watch while it is not worn in order to reduce loss/gain to some extent
by yourself, which is caused while the watch is worn.
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■SPECIFICATIONS

注意

Cal. number

防水性能
・時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示をご確認の上、ご使用ください。
・水分のついたままリュウズを回したり、引き出したりしないでください。時計
内部に水分が入ることがあります。

1. Time indication

14

表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし

3. Loss/gain (daily rate)
防水の
基準
非防水
日常生活用防水
（3気圧防水）

日常生活用強化防水
WATER RESIST
（5気圧防水）
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
日常生活用強化防水
のいずれか
（10気圧防水）
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR 日常生活用強化防水
（20気圧防水）
のいずれか

雨や洗顔など日常生活 水に関係の深い仕事（農水産･園 空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する ヘリウムガスを使用す
（スキューバ潜水）る潜水方式
（飽和潜水）
で予想される「水がか 芸･食堂など）やスポーツ（水泳 潜水（スキンダイビング）潜水
に使用できる
に使用できる
やヨット）で使用できる程度 で使用できる程度
かる」程度

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

◯

◯

×

×

×

◯

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST 20 BAR

■使用上の注意とお手入れの方法
注意
日常のお手入れ

12

・ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにし
ておくとサビて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因になることがありま
すので常に清潔にしてご使用ください。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分をふき取るだけで汚れや、
ケース・バンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈革バンド〉
・革バンドは、柔らかい布などで吸い取るように軽くふいてください。こす
るようにふくと色が落ちたり、ツヤがなくなったりする場合があります。
〈金属バンド〉
・金属バンドは、ときどき柔らかい歯ブラシなどを使い、部分洗いなどのお
手入れをお願いします。

■こんな時には
現象

考えられる原因

4. Driving system
5. Jewels

28,800／h
Mean daily rate in different positions※ within ＋5 and −3 seconds

Self-winding type with manual winding mechanism
24 jewels

26 jewels
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Mean daily rate in different positions ※: this indicates the mean value of daily rate
measurements taken for a total of 12 days with the movement placed in 6 different
positions.
※Due to the mechanism of mechanical watches, actual loss/gain may not fall within the range of
time accuracy specified above, depending on the conditions of use, such as the length of time
during which the watch is worn on the wrist, life style (whether much arm movement is
involved or not), whether the watch is wound up fully or not, etc.
※The specifications are subject to change without prior notice, for product improvement.

③ The accuracy of mechanical watches in use / the accuracy of mechanical watch movement
at rest
The accuracy of mechanical watches varies delicately depending on the condition in
which the watch is used. In order to evaluate and show the accuracy as evenly as
possible, in the Official Swiss Chronometer Inspectorate or Grand Seiko standard,
loss/gain of mechanical watches is measured before the inside movements of the
watch are put in the case. And the measurement is done in the factory, under
various conditions that temperatures or positions of the movements are artificially
controlled. The result of this measurement is called "the accuracy of mechanical
watch movement at rest."（See P. 51 for further details of Grand Seiko standard）.
Thus the figures showing the loss/gain of the watch written in Grand Seiko Rating
Certificate will be different from the rate of loss/gain when it is actually worn ("the
accuracy in use"). The accuracy of Grand Seiko mechanical watch should be from -1
seconds/day to +10 seconds/day while it is in use. If the average of the daily rates
exceeds this level when the watch is kept used in usual conditions for one week to
ten days, we would like to adjust it on our responsibility.
*Valid only in Japan. The cost of adjusting the watch is free for two years from the day
of purchase. After that, the cost should be charged. If the watch has been used for a
long time and the movements are deteriorated, please note that the accuracy may
not be adjusted as correct as you request. Please note that it takes more time for
adjusting the accuracy than usual repair because time for checking loss/gain after
adjustment is included. When you ask for adjusting, please make sure of the
expected date of return.

・ゼンマイを巻いて、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。
時計が一時的に進 ・磁気を発生するもののそばに置 ・精度は、磁気の発生するも
のから離せば元にもどりま
む／遅れる。
いた。
す。
・元にもどらない場合は、お
買い上げ店にご相談くださ
い。
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・落としたり強くぶつけたり、ま ・精度は、元にもどりません。
たは激しいスポーツをした。
お買い上げ店にご相談くだ
・強い振動が加えられた。
さい。
・３年を越える長期間、分解掃除 ・お買い上げ店にご相談くだ
による点検調整を行っていない。 さい。

Trouble

Cause

２月（１カ月が28日、うるう年は29日）と小の月（１カ月が30日）では日付
の修正が必要になります。
例：小の月の翌月１日の朝、日付を修正する場合
①「１日」ではなく「31日」が表示されています。リュウズを一段目に引き
出してください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを左に回してネジ
をゆるめ、リュウズを１段引き出します。
②リュウズを右回転させ、日付を「１日」に合わせ、リュウズを押し込んで
ください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでください。

・The watch gains/
loses time.

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・Turn the crown to wind up the
watch or swing the watch. The
watch will start. If the watch does not
start, contact the retailer from whom
the watch was purchased.
・The watch was brought into close ・This condition will be corrected when
the watch is kept away from close
contact with a magnetic object.
contact with the magnetic source.
・If this condition is not corrected by
following the above procedure,
contact the retailer from whom the
watch was purchased.
・You dropped the watch, hit it against a ・This condition will not be correcthard surface or wore it while playing
ed. Contact the retailer from whom
active sports.
the watch was purchased.
・The watch was exposed to strong
vibrations.
・The watch has not been checked for a ・Contact the retailer from whom the
long period.
watch was purchased.
ex.) more than 3 years
・Advance the hands by 12 hours
・The time has been set improperly.
and adjust the calendar.
・The moisture has got inside the ・Contact the retailer from whom the
watch.
watch was purchased.
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ガラスのくもりが ・パッキンの劣化などにより時計 ・お買い上げ店にご相談くだ
内部に水分が入った。
さい。
消えない。

・The date changes
at 12 o'clock noon.
・The glass is blurred
and the blur persists
for a long time.

その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。

For the solution of troubles other than above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

・時計の針が午後10時から午前１時までの間は、日修正は避けてください。
この時間帯に日付を合わせますと、翌日になっても日付が変わらないこ
とがあります。

注意
かぶれやアレルギーについて
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。
・かぶれやすい体質の人や、体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきた
すことがあります。
・かぶれの原因として考えられるのは、
１．金属・皮革に対するアレルギー
２．時計本体及びバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。
・万一肌などに異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談
ください。

その他、携帯上ご注意いただきたいこと

●PERIODIC CHECK

●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

定期点検について

・Checking and overhaul of the watch (cal. 9S51/9S55) will be performed by
SEIKO. When you take the watch to the retailer from whom it was purchased,
request that the watch will be checked and overhauled by SEIKO.

・If the watch is left in a temperature below −10℃ or above ＋60℃ for a
long time it may function improperly or stop operating.

・機種9S51／9S55の点検及び分解掃除はメーカーにて行ないま
すので、販売店にはメーカーへ依頼するようお申しつけくださ
い。
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に一度程度の分解掃除
による点検調整をおすすめします。
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、時計の進み、遅れが大きくな
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
や水分の侵入などを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を、お買い上げ店にご依頼ください。
・部品交換の時は、
「純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際には、パッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼
ください。

・Do not leave the watch in a place where it is subjected to strong magnetism
or static electricity.

・Be sure to have the gasket and push-pin replaced with new ones when
checking the watch.

・Do not leave the watch where there is strong vibration.
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・Do not leave the watch in a dusty place.
・Do not expose the watch to gases or chemicals.
(Ex.: Organic solvents such as benzine and thinner, gasoline, nail polish,
cosmetic spray, detergent, adhesives, mercury, and iodine antiseptic
solution.)
・Do not leave the watch in a hot spring, or do not keep it in a drawer having
insecticides inside.
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・転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負
う場合がありますのでご注意ください｡
・特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることでケガを負ったり、
アレルギーによるかぶれをおこしたりする場合もありますので、十分にご
注意ください。
・落としたりぶつけたりはもちろんのこと、激しいスポーツなどによるショ
ックもお避けください。時計が一時的に遅れたり進んだりします。

・「−10℃〜＋60℃からはずれた温度」下では機能が劣化したり、
停止したりする場合があります。
・磁気の影響（テレビ、スピーカ、磁気ネックレス等）があると
ころに放置しないでください。
・強い振動のあるところに放置しないでください。
・極端にホコリの多いところに放置しないでください。
・薬品の蒸気が発散しているところや薬品にふれるところに放置
しないでください。
（薬品の例：ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、およびそれ
らを含有するもの＝ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプ
レー液、、クリーナー剤、トイレ用洗剤、接着剤など＝水銀、
ヨウ素系消毒液など）
・温泉や、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しない
でください。

・We suggest that you have your watch checked by SEIKO every 2 or 3 years
for oil condition or damage due to water or sweat. After checking the watch,
adjustment and repair may be required.
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・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の中に入れてしまうような環
境での使用はできません。
・日常生活用強化防水（５気圧）の時計は、スキンダイビングを含め
て全ての潜水に使用できません。
・日常生活用強化防水（10、20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水
には使用できません。

保管について

・When replacing the parts, please specify "SEIKO GENUINE PARTS."

11

警告
Solution

・The watch stops ・The watch is not wound up.
operating.

日付が日中に変わ ・時刻合わせが12時間ずれている。 ・12時間針を進めて時刻を合
わせてください。
る。
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Mechanical watches have totally different characteristics from quartz watches,
which have been popularly used recently. Please read and understand the following
points to wear your mechanical watch everyday, in better conditions.
① The mechanism of mechanical watches
In case of a quartz watch, power obtained from a battery is transformed to very
accurate signals by crystal and IC in order to control the accuracy of watches
electronically. On the other hand, a mechanical watch runs by a mainspring. Small
metal parts of the watch work together physically, and the accuracy of the watch is
controlled by adjusting very small parts such as hairsprings. These parts are easily
affected by outside environments such as temperatures, gravity, and shock, or by
conditions in which the watch is used, such as how long it is worn, or how many
times the mainspring is wound up. These influences appear as loss/gain of the
watch, which is shown by the rate such as "some seconds /day"
② The accuracy of mechanical watches is shown by " the mean daily rate."
The loss/gain of quartz watches is shown by the yearly or monthly rate, such as ±10
seconds/year or ±15 seconds/month. This means the total loss/gain when the
watch is kept used for one month or one year. On the other hand, the accuracy of
mechanical watches is generally shown by " the mean daily rate." Usually, the
accuracy of mechanical watches changes delicately day by day, depending on various
conditions, and is not fixed. Thus the loss/gain of mechanical watches is not
measured by a daily rate, but by an average of daily rates in one week to ten days.

■TROUBLE SHOOTING

・If your watch is 3 bar water resistant, do not use it in water.
・If your watch is 5 bar water resistant, do not use it in any type of diving
including skin diving.
・If your watch is 10 or 20 bar water resistant, do not use it in saturation diving
or scuba diving.

・In case you tumble and fall or bump into others with the watch worn on your wrist,
you may be injured by the reason of the fact that you wear the watch.
・When you make contact with children, especially with infants, they may get injured or
develop a rush caused by allergy.
・Do not drop the watch or hit it against a hard surface and not wear the watch while
playing active sports. The watch may gains/loses time.

〈月末の日付修正について〉

■ The accuracy of mechanical watches

WARNING
このようにしてください

時計が止まった。 ・ゼンマイが巻かれていない。
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9S55
3 hands
(hour, minute and second) with date

2. Vibrations

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた

9S51
3 hands
(hour, minute and second)

④ The elements which affect accuracy-1 Amount the mainspring is wound up
To make mechanical watches work more accurately, it is important that the
mainspring of the watch constantly supplies strong energy to every parts of the
movement. When the mainspring is fully wound up, the accuracy is stabilized.
However, if the spring gets unwound and supplied energy becomes less, the parts
controlling the accuracy get easily affected by outside environments, and the
accuracy also becomes unstable. To stabilize the accuracy, it is recommended to
wind up the mainspring everyday at a fixed time.
⑤ The elements which affect accuracy-2 Temperatures
The parts that consist a mechanical watch movement are made of metals, which
expand or contract depending on temperatures. The parts that control the accuracy
of the watch expand and move slightly slower in high temperature, and the watch
generally tends to lose time. It tends to gain time in low temperature for the reverse
reason. Please understand such conditions before seeing the accuracy when
temperature is extremely high or low, such as midsummer or midwinter
⑥ The elements which affects accuracy-3 The difference by positions（The position of the
watch）
The parts of mechanical watch movement, which control the accuracy, are affected
by the gravity of the earth. Thus the rates of loss/gain of the watch vary delicately
depending on any position it is put in, such as being placed horizontally, or being laid
at a 12:00 side or with the crown turned up. Use this character and be careful of the
position of the watch while it is not worn in order to reduce loss/gain to some extent
by yourself, which is caused while the watch is worn.
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■SPECIFICATIONS

注意

Cal. number

防水性能
・時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示をご確認の上、ご使用ください。
・水分のついたままリュウズを回したり、引き出したりしないでください。時計
内部に水分が入ることがあります。

1. Time indication

14

表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし

3. Loss/gain (daily rate)
防水の
基準
非防水
日常生活用防水
（3気圧防水）

日常生活用強化防水
WATER RESIST
（5気圧防水）
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
日常生活用強化防水
のいずれか
（10気圧防水）
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR 日常生活用強化防水
（20気圧防水）
のいずれか

雨や洗顔など日常生活 水に関係の深い仕事（農水産･園 空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する ヘリウムガスを使用す
（スキューバ潜水）る潜水方式
（飽和潜水）
で予想される「水がか 芸･食堂など）やスポーツ（水泳 潜水（スキンダイビング）潜水
に使用できる
に使用できる
やヨット）で使用できる程度 で使用できる程度
かる」程度

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

◯

◯

×

×

×

◯

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST 20 BAR

■使用上の注意とお手入れの方法
注意
日常のお手入れ

12

・ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにし
ておくとサビて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因になることがありま
すので常に清潔にしてご使用ください。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分をふき取るだけで汚れや、
ケース・バンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈革バンド〉
・革バンドは、柔らかい布などで吸い取るように軽くふいてください。こす
るようにふくと色が落ちたり、ツヤがなくなったりする場合があります。
〈金属バンド〉
・金属バンドは、ときどき柔らかい歯ブラシなどを使い、部分洗いなどのお
手入れをお願いします。

■こんな時には
現象

考えられる原因

4. Driving system
5. Jewels

28,800／h
Mean daily rate in different positions※ within ＋5 and −3 seconds

Self-winding type with manual winding mechanism
24 jewels

26 jewels

47

50

Mean daily rate in different positions ※: this indicates the mean value of daily rate
measurements taken for a total of 12 days with the movement placed in 6 different
positions.
※Due to the mechanism of mechanical watches, actual loss/gain may not fall within the range of
time accuracy specified above, depending on the conditions of use, such as the length of time
during which the watch is worn on the wrist, life style (whether much arm movement is
involved or not), whether the watch is wound up fully or not, etc.
※The specifications are subject to change without prior notice, for product improvement.

③ The accuracy of mechanical watches in use / the accuracy of mechanical watch movement
at rest
The accuracy of mechanical watches varies delicately depending on the condition in
which the watch is used. In order to evaluate and show the accuracy as evenly as
possible, in the Official Swiss Chronometer Inspectorate or Grand Seiko standard,
loss/gain of mechanical watches is measured before the inside movements of the
watch are put in the case. And the measurement is done in the factory, under
various conditions that temperatures or positions of the movements are artificially
controlled. The result of this measurement is called "the accuracy of mechanical
watch movement at rest."（See P. 51 for further details of Grand Seiko standard）.
Thus the figures showing the loss/gain of the watch written in Grand Seiko Rating
Certificate will be different from the rate of loss/gain when it is actually worn ("the
accuracy in use"). The accuracy of Grand Seiko mechanical watch should be from -1
seconds/day to +10 seconds/day while it is in use. If the average of the daily rates
exceeds this level when the watch is kept used in usual conditions for one week to
ten days, we would like to adjust it on our responsibility.
*Valid only in Japan. The cost of adjusting the watch is free for two years from the day
of purchase. After that, the cost should be charged. If the watch has been used for a
long time and the movements are deteriorated, please note that the accuracy may
not be adjusted as correct as you request. Please note that it takes more time for
adjusting the accuracy than usual repair because time for checking loss/gain after
adjustment is included. When you ask for adjusting, please make sure of the
expected date of return.

・ゼンマイを巻いて、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。
時計が一時的に進 ・磁気を発生するもののそばに置 ・精度は、磁気の発生するも
のから離せば元にもどりま
む／遅れる。
いた。
す。
・元にもどらない場合は、お
買い上げ店にご相談くださ
い。
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・落としたり強くぶつけたり、ま ・精度は、元にもどりません。
たは激しいスポーツをした。
お買い上げ店にご相談くだ
・強い振動が加えられた。
さい。
・３年を越える長期間、分解掃除 ・お買い上げ店にご相談くだ
による点検調整を行っていない。 さい。

Trouble

Cause

２月（１カ月が28日、うるう年は29日）と小の月（１カ月が30日）では日付
の修正が必要になります。
例：小の月の翌月１日の朝、日付を修正する場合
①「１日」ではなく「31日」が表示されています。リュウズを一段目に引き
出してください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを左に回してネジ
をゆるめ、リュウズを１段引き出します。
②リュウズを右回転させ、日付を「１日」に合わせ、リュウズを押し込んで
ください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでください。

・The watch gains/
loses time.

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・Turn the crown to wind up the
watch or swing the watch. The
watch will start. If the watch does not
start, contact the retailer from whom
the watch was purchased.
・The watch was brought into close ・This condition will be corrected when
the watch is kept away from close
contact with a magnetic object.
contact with the magnetic source.
・If this condition is not corrected by
following the above procedure,
contact the retailer from whom the
watch was purchased.
・You dropped the watch, hit it against a ・This condition will not be correcthard surface or wore it while playing
ed. Contact the retailer from whom
active sports.
the watch was purchased.
・The watch was exposed to strong
vibrations.
・The watch has not been checked for a ・Contact the retailer from whom the
long period.
watch was purchased.
ex.) more than 3 years
・Advance the hands by 12 hours
・The time has been set improperly.
and adjust the calendar.
・The moisture has got inside the ・Contact the retailer from whom the
watch.
watch was purchased.

43
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ガラスのくもりが ・パッキンの劣化などにより時計 ・お買い上げ店にご相談くだ
内部に水分が入った。
さい。
消えない。

・The date changes
at 12 o'clock noon.
・The glass is blurred
and the blur persists
for a long time.

その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。

For the solution of troubles other than above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

・時計の針が午後10時から午前１時までの間は、日修正は避けてください。
この時間帯に日付を合わせますと、翌日になっても日付が変わらないこ
とがあります。

注意
かぶれやアレルギーについて
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。
・かぶれやすい体質の人や、体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきた
すことがあります。
・かぶれの原因として考えられるのは、
１．金属・皮革に対するアレルギー
２．時計本体及びバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。
・万一肌などに異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談
ください。

その他、携帯上ご注意いただきたいこと

●PERIODIC CHECK

●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

定期点検について

・Checking and overhaul of the watch (cal. 9S51/9S55) will be performed by
SEIKO. When you take the watch to the retailer from whom it was purchased,
request that the watch will be checked and overhauled by SEIKO.

・If the watch is left in a temperature below −10℃ or above ＋60℃ for a
long time it may function improperly or stop operating.

・機種9S51／9S55の点検及び分解掃除はメーカーにて行ないま
すので、販売店にはメーカーへ依頼するようお申しつけくださ
い。
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に一度程度の分解掃除
による点検調整をおすすめします。
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、時計の進み、遅れが大きくな
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
や水分の侵入などを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を、お買い上げ店にご依頼ください。
・部品交換の時は、
「純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際には、パッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼
ください。

・Do not leave the watch in a place where it is subjected to strong magnetism
or static electricity.

・Be sure to have the gasket and push-pin replaced with new ones when
checking the watch.

・Do not leave the watch where there is strong vibration.
45
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・Do not leave the watch in a dusty place.
・Do not expose the watch to gases or chemicals.
(Ex.: Organic solvents such as benzine and thinner, gasoline, nail polish,
cosmetic spray, detergent, adhesives, mercury, and iodine antiseptic
solution.)
・Do not leave the watch in a hot spring, or do not keep it in a drawer having
insecticides inside.

15

・転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負
う場合がありますのでご注意ください｡
・特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることでケガを負ったり、
アレルギーによるかぶれをおこしたりする場合もありますので、十分にご
注意ください。
・落としたりぶつけたりはもちろんのこと、激しいスポーツなどによるショ
ックもお避けください。時計が一時的に遅れたり進んだりします。

・「−10℃〜＋60℃からはずれた温度」下では機能が劣化したり、
停止したりする場合があります。
・磁気の影響（テレビ、スピーカ、磁気ネックレス等）があると
ころに放置しないでください。
・強い振動のあるところに放置しないでください。
・極端にホコリの多いところに放置しないでください。
・薬品の蒸気が発散しているところや薬品にふれるところに放置
しないでください。
（薬品の例：ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、およびそれ
らを含有するもの＝ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプ
レー液、、クリーナー剤、トイレ用洗剤、接着剤など＝水銀、
ヨウ素系消毒液など）
・温泉や、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しない
でください。

・We suggest that you have your watch checked by SEIKO every 2 or 3 years
for oil condition or damage due to water or sweat. After checking the watch,
adjustment and repair may be required.

13

・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の中に入れてしまうような環
境での使用はできません。
・日常生活用強化防水（５気圧）の時計は、スキンダイビングを含め
て全ての潜水に使用できません。
・日常生活用強化防水（10、20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水
には使用できません。

保管について

・When replacing the parts, please specify "SEIKO GENUINE PARTS."

11

警告
Solution

・The watch stops ・The watch is not wound up.
operating.

日付が日中に変わ ・時刻合わせが12時間ずれている。 ・12時間針を進めて時刻を合
わせてください。
る。
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Mechanical watches have totally different characteristics from quartz watches,
which have been popularly used recently. Please read and understand the following
points to wear your mechanical watch everyday, in better conditions.
① The mechanism of mechanical watches
In case of a quartz watch, power obtained from a battery is transformed to very
accurate signals by crystal and IC in order to control the accuracy of watches
electronically. On the other hand, a mechanical watch runs by a mainspring. Small
metal parts of the watch work together physically, and the accuracy of the watch is
controlled by adjusting very small parts such as hairsprings. These parts are easily
affected by outside environments such as temperatures, gravity, and shock, or by
conditions in which the watch is used, such as how long it is worn, or how many
times the mainspring is wound up. These influences appear as loss/gain of the
watch, which is shown by the rate such as "some seconds /day"
② The accuracy of mechanical watches is shown by " the mean daily rate."
The loss/gain of quartz watches is shown by the yearly or monthly rate, such as ±10
seconds/year or ±15 seconds/month. This means the total loss/gain when the
watch is kept used for one month or one year. On the other hand, the accuracy of
mechanical watches is generally shown by " the mean daily rate." Usually, the
accuracy of mechanical watches changes delicately day by day, depending on various
conditions, and is not fixed. Thus the loss/gain of mechanical watches is not
measured by a daily rate, but by an average of daily rates in one week to ten days.

■TROUBLE SHOOTING

・If your watch is 3 bar water resistant, do not use it in water.
・If your watch is 5 bar water resistant, do not use it in any type of diving
including skin diving.
・If your watch is 10 or 20 bar water resistant, do not use it in saturation diving
or scuba diving.

・In case you tumble and fall or bump into others with the watch worn on your wrist,
you may be injured by the reason of the fact that you wear the watch.
・When you make contact with children, especially with infants, they may get injured or
develop a rush caused by allergy.
・Do not drop the watch or hit it against a hard surface and not wear the watch while
playing active sports. The watch may gains/loses time.

〈月末の日付修正について〉

■ The accuracy of mechanical watches

WARNING
このようにしてください

時計が止まった。 ・ゼンマイが巻かれていない。
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9S55
3 hands
(hour, minute and second) with date

2. Vibrations

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた

9S51
3 hands
(hour, minute and second)

④ The elements which affect accuracy-1 Amount the mainspring is wound up
To make mechanical watches work more accurately, it is important that the
mainspring of the watch constantly supplies strong energy to every parts of the
movement. When the mainspring is fully wound up, the accuracy is stabilized.
However, if the spring gets unwound and supplied energy becomes less, the parts
controlling the accuracy get easily affected by outside environments, and the
accuracy also becomes unstable. To stabilize the accuracy, it is recommended to
wind up the mainspring everyday at a fixed time.
⑤ The elements which affect accuracy-2 Temperatures
The parts that consist a mechanical watch movement are made of metals, which
expand or contract depending on temperatures. The parts that control the accuracy
of the watch expand and move slightly slower in high temperature, and the watch
generally tends to lose time. It tends to gain time in low temperature for the reverse
reason. Please understand such conditions before seeing the accuracy when
temperature is extremely high or low, such as midsummer or midwinter
⑥ The elements which affects accuracy-3 The difference by positions（The position of the
watch）
The parts of mechanical watch movement, which control the accuracy, are affected
by the gravity of the earth. Thus the rates of loss/gain of the watch vary delicately
depending on any position it is put in, such as being placed horizontally, or being laid
at a 12:00 side or with the crown turned up. Use this character and be careful of the
position of the watch while it is not worn in order to reduce loss/gain to some extent
by yourself, which is caused while the watch is worn.
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■SPECIFICATIONS

注意

Cal. number

防水性能
・時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示をご確認の上、ご使用ください。
・水分のついたままリュウズを回したり、引き出したりしないでください。時計
内部に水分が入ることがあります。

1. Time indication

14

表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし

3. Loss/gain (daily rate)
防水の
基準
非防水
日常生活用防水
（3気圧防水）

日常生活用強化防水
WATER RESIST
（5気圧防水）
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
日常生活用強化防水
のいずれか
（10気圧防水）
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR 日常生活用強化防水
（20気圧防水）
のいずれか

雨や洗顔など日常生活 水に関係の深い仕事（農水産･園 空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する ヘリウムガスを使用す
（スキューバ潜水）る潜水方式
（飽和潜水）
で予想される「水がか 芸･食堂など）やスポーツ（水泳 潜水（スキンダイビング）潜水
に使用できる
に使用できる
やヨット）で使用できる程度 で使用できる程度
かる」程度

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

◯

◯

×

×

×

◯

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST 20 BAR

■使用上の注意とお手入れの方法
注意
日常のお手入れ

12

・ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにし
ておくとサビて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因になることがありま
すので常に清潔にしてご使用ください。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分をふき取るだけで汚れや、
ケース・バンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈革バンド〉
・革バンドは、柔らかい布などで吸い取るように軽くふいてください。こす
るようにふくと色が落ちたり、ツヤがなくなったりする場合があります。
〈金属バンド〉
・金属バンドは、ときどき柔らかい歯ブラシなどを使い、部分洗いなどのお
手入れをお願いします。

■こんな時には
現象

考えられる原因

4. Driving system
5. Jewels

28,800／h
Mean daily rate in different positions※ within ＋5 and −3 seconds

Self-winding type with manual winding mechanism
24 jewels

26 jewels

47

50

Mean daily rate in different positions ※: this indicates the mean value of daily rate
measurements taken for a total of 12 days with the movement placed in 6 different
positions.
※Due to the mechanism of mechanical watches, actual loss/gain may not fall within the range of
time accuracy specified above, depending on the conditions of use, such as the length of time
during which the watch is worn on the wrist, life style (whether much arm movement is
involved or not), whether the watch is wound up fully or not, etc.
※The specifications are subject to change without prior notice, for product improvement.

③ The accuracy of mechanical watches in use / the accuracy of mechanical watch movement
at rest
The accuracy of mechanical watches varies delicately depending on the condition in
which the watch is used. In order to evaluate and show the accuracy as evenly as
possible, in the Official Swiss Chronometer Inspectorate or Grand Seiko standard,
loss/gain of mechanical watches is measured before the inside movements of the
watch are put in the case. And the measurement is done in the factory, under
various conditions that temperatures or positions of the movements are artificially
controlled. The result of this measurement is called "the accuracy of mechanical
watch movement at rest."（See P. 51 for further details of Grand Seiko standard）.
Thus the figures showing the loss/gain of the watch written in Grand Seiko Rating
Certificate will be different from the rate of loss/gain when it is actually worn ("the
accuracy in use"). The accuracy of Grand Seiko mechanical watch should be from -1
seconds/day to +10 seconds/day while it is in use. If the average of the daily rates
exceeds this level when the watch is kept used in usual conditions for one week to
ten days, we would like to adjust it on our responsibility.
*Valid only in Japan. The cost of adjusting the watch is free for two years from the day
of purchase. After that, the cost should be charged. If the watch has been used for a
long time and the movements are deteriorated, please note that the accuracy may
not be adjusted as correct as you request. Please note that it takes more time for
adjusting the accuracy than usual repair because time for checking loss/gain after
adjustment is included. When you ask for adjusting, please make sure of the
expected date of return.

・ゼンマイを巻いて、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。
時計が一時的に進 ・磁気を発生するもののそばに置 ・精度は、磁気の発生するも
のから離せば元にもどりま
む／遅れる。
いた。
す。
・元にもどらない場合は、お
買い上げ店にご相談くださ
い。
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・落としたり強くぶつけたり、ま ・精度は、元にもどりません。
たは激しいスポーツをした。
お買い上げ店にご相談くだ
・強い振動が加えられた。
さい。
・３年を越える長期間、分解掃除 ・お買い上げ店にご相談くだ
による点検調整を行っていない。 さい。

Trouble

Cause

２月（１カ月が28日、うるう年は29日）と小の月（１カ月が30日）では日付
の修正が必要になります。
例：小の月の翌月１日の朝、日付を修正する場合
①「１日」ではなく「31日」が表示されています。リュウズを一段目に引き
出してください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを左に回してネジ
をゆるめ、リュウズを１段引き出します。
②リュウズを右回転させ、日付を「１日」に合わせ、リュウズを押し込んで
ください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでください。

・The watch gains/
loses time.

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・Turn the crown to wind up the
watch or swing the watch. The
watch will start. If the watch does not
start, contact the retailer from whom
the watch was purchased.
・The watch was brought into close ・This condition will be corrected when
the watch is kept away from close
contact with a magnetic object.
contact with the magnetic source.
・If this condition is not corrected by
following the above procedure,
contact the retailer from whom the
watch was purchased.
・You dropped the watch, hit it against a ・This condition will not be correcthard surface or wore it while playing
ed. Contact the retailer from whom
active sports.
the watch was purchased.
・The watch was exposed to strong
vibrations.
・The watch has not been checked for a ・Contact the retailer from whom the
long period.
watch was purchased.
ex.) more than 3 years
・Advance the hands by 12 hours
・The time has been set improperly.
and adjust the calendar.
・The moisture has got inside the ・Contact the retailer from whom the
watch.
watch was purchased.
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ガラスのくもりが ・パッキンの劣化などにより時計 ・お買い上げ店にご相談くだ
内部に水分が入った。
さい。
消えない。

・The date changes
at 12 o'clock noon.
・The glass is blurred
and the blur persists
for a long time.

その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。

For the solution of troubles other than above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

・時計の針が午後10時から午前１時までの間は、日修正は避けてください。
この時間帯に日付を合わせますと、翌日になっても日付が変わらないこ
とがあります。

注意
かぶれやアレルギーについて
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。
・かぶれやすい体質の人や、体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきた
すことがあります。
・かぶれの原因として考えられるのは、
１．金属・皮革に対するアレルギー
２．時計本体及びバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。
・万一肌などに異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談
ください。

その他、携帯上ご注意いただきたいこと

●PERIODIC CHECK

●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

定期点検について

・Checking and overhaul of the watch (cal. 9S51/9S55) will be performed by
SEIKO. When you take the watch to the retailer from whom it was purchased,
request that the watch will be checked and overhauled by SEIKO.

・If the watch is left in a temperature below −10℃ or above ＋60℃ for a
long time it may function improperly or stop operating.

・機種9S51／9S55の点検及び分解掃除はメーカーにて行ないま
すので、販売店にはメーカーへ依頼するようお申しつけくださ
い。
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に一度程度の分解掃除
による点検調整をおすすめします。
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、時計の進み、遅れが大きくな
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
や水分の侵入などを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を、お買い上げ店にご依頼ください。
・部品交換の時は、
「純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際には、パッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼
ください。

・Do not leave the watch in a place where it is subjected to strong magnetism
or static electricity.

・Be sure to have the gasket and push-pin replaced with new ones when
checking the watch.

・Do not leave the watch where there is strong vibration.
45
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・Do not leave the watch in a dusty place.
・Do not expose the watch to gases or chemicals.
(Ex.: Organic solvents such as benzine and thinner, gasoline, nail polish,
cosmetic spray, detergent, adhesives, mercury, and iodine antiseptic
solution.)
・Do not leave the watch in a hot spring, or do not keep it in a drawer having
insecticides inside.

15

・転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負
う場合がありますのでご注意ください｡
・特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることでケガを負ったり、
アレルギーによるかぶれをおこしたりする場合もありますので、十分にご
注意ください。
・落としたりぶつけたりはもちろんのこと、激しいスポーツなどによるショ
ックもお避けください。時計が一時的に遅れたり進んだりします。

・「−10℃〜＋60℃からはずれた温度」下では機能が劣化したり、
停止したりする場合があります。
・磁気の影響（テレビ、スピーカ、磁気ネックレス等）があると
ころに放置しないでください。
・強い振動のあるところに放置しないでください。
・極端にホコリの多いところに放置しないでください。
・薬品の蒸気が発散しているところや薬品にふれるところに放置
しないでください。
（薬品の例：ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、およびそれ
らを含有するもの＝ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプ
レー液、、クリーナー剤、トイレ用洗剤、接着剤など＝水銀、
ヨウ素系消毒液など）
・温泉や、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しない
でください。

・We suggest that you have your watch checked by SEIKO every 2 or 3 years
for oil condition or damage due to water or sweat. After checking the watch,
adjustment and repair may be required.

13

・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の中に入れてしまうような環
境での使用はできません。
・日常生活用強化防水（５気圧）の時計は、スキンダイビングを含め
て全ての潜水に使用できません。
・日常生活用強化防水（10、20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水
には使用できません。

保管について

・When replacing the parts, please specify "SEIKO GENUINE PARTS."

11

警告
Solution

・The watch stops ・The watch is not wound up.
operating.

日付が日中に変わ ・時刻合わせが12時間ずれている。 ・12時間針を進めて時刻を合
わせてください。
る。
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Mechanical watches have totally different characteristics from quartz watches,
which have been popularly used recently. Please read and understand the following
points to wear your mechanical watch everyday, in better conditions.
① The mechanism of mechanical watches
In case of a quartz watch, power obtained from a battery is transformed to very
accurate signals by crystal and IC in order to control the accuracy of watches
electronically. On the other hand, a mechanical watch runs by a mainspring. Small
metal parts of the watch work together physically, and the accuracy of the watch is
controlled by adjusting very small parts such as hairsprings. These parts are easily
affected by outside environments such as temperatures, gravity, and shock, or by
conditions in which the watch is used, such as how long it is worn, or how many
times the mainspring is wound up. These influences appear as loss/gain of the
watch, which is shown by the rate such as "some seconds /day"
② The accuracy of mechanical watches is shown by " the mean daily rate."
The loss/gain of quartz watches is shown by the yearly or monthly rate, such as ±10
seconds/year or ±15 seconds/month. This means the total loss/gain when the
watch is kept used for one month or one year. On the other hand, the accuracy of
mechanical watches is generally shown by " the mean daily rate." Usually, the
accuracy of mechanical watches changes delicately day by day, depending on various
conditions, and is not fixed. Thus the loss/gain of mechanical watches is not
measured by a daily rate, but by an average of daily rates in one week to ten days.

■TROUBLE SHOOTING

・If your watch is 3 bar water resistant, do not use it in water.
・If your watch is 5 bar water resistant, do not use it in any type of diving
including skin diving.
・If your watch is 10 or 20 bar water resistant, do not use it in saturation diving
or scuba diving.

・In case you tumble and fall or bump into others with the watch worn on your wrist,
you may be injured by the reason of the fact that you wear the watch.
・When you make contact with children, especially with infants, they may get injured or
develop a rush caused by allergy.
・Do not drop the watch or hit it against a hard surface and not wear the watch while
playing active sports. The watch may gains/loses time.

〈月末の日付修正について〉

■ The accuracy of mechanical watches

WARNING
このようにしてください

時計が止まった。 ・ゼンマイが巻かれていない。
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9S55
3 hands
(hour, minute and second) with date

2. Vibrations

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた

9S51
3 hands
(hour, minute and second)

④ The elements which affect accuracy-1 Amount the mainspring is wound up
To make mechanical watches work more accurately, it is important that the
mainspring of the watch constantly supplies strong energy to every parts of the
movement. When the mainspring is fully wound up, the accuracy is stabilized.
However, if the spring gets unwound and supplied energy becomes less, the parts
controlling the accuracy get easily affected by outside environments, and the
accuracy also becomes unstable. To stabilize the accuracy, it is recommended to
wind up the mainspring everyday at a fixed time.
⑤ The elements which affect accuracy-2 Temperatures
The parts that consist a mechanical watch movement are made of metals, which
expand or contract depending on temperatures. The parts that control the accuracy
of the watch expand and move slightly slower in high temperature, and the watch
generally tends to lose time. It tends to gain time in low temperature for the reverse
reason. Please understand such conditions before seeing the accuracy when
temperature is extremely high or low, such as midsummer or midwinter
⑥ The elements which affects accuracy-3 The difference by positions（The position of the
watch）
The parts of mechanical watch movement, which control the accuracy, are affected
by the gravity of the earth. Thus the rates of loss/gain of the watch vary delicately
depending on any position it is put in, such as being placed horizontally, or being laid
at a 12:00 side or with the crown turned up. Use this character and be careful of the
position of the watch while it is not worn in order to reduce loss/gain to some extent
by yourself, which is caused while the watch is worn.
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■SPECIFICATIONS

注意

Cal. number

防水性能
・時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示をご確認の上、ご使用ください。
・水分のついたままリュウズを回したり、引き出したりしないでください。時計
内部に水分が入ることがあります。

1. Time indication

14

表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし

3. Loss/gain (daily rate)
防水の
基準
非防水
日常生活用防水
（3気圧防水）

日常生活用強化防水
WATER RESIST
（5気圧防水）
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
日常生活用強化防水
のいずれか
（10気圧防水）
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR 日常生活用強化防水
（20気圧防水）
のいずれか

雨や洗顔など日常生活 水に関係の深い仕事（農水産･園 空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する ヘリウムガスを使用す
（スキューバ潜水）る潜水方式
（飽和潜水）
で予想される「水がか 芸･食堂など）やスポーツ（水泳 潜水（スキンダイビング）潜水
に使用できる
に使用できる
やヨット）で使用できる程度 で使用できる程度
かる」程度

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

◯

◯

×

×

×

◯

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST 20 BAR

■使用上の注意とお手入れの方法
注意
日常のお手入れ

12

・ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにし
ておくとサビて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因になることがありま
すので常に清潔にしてご使用ください。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分をふき取るだけで汚れや、
ケース・バンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈革バンド〉
・革バンドは、柔らかい布などで吸い取るように軽くふいてください。こす
るようにふくと色が落ちたり、ツヤがなくなったりする場合があります。
〈金属バンド〉
・金属バンドは、ときどき柔らかい歯ブラシなどを使い、部分洗いなどのお
手入れをお願いします。

■こんな時には
現象

考えられる原因

4. Driving system
5. Jewels

28,800／h
Mean daily rate in different positions※ within ＋5 and −3 seconds

Self-winding type with manual winding mechanism
24 jewels

26 jewels
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Mean daily rate in different positions ※: this indicates the mean value of daily rate
measurements taken for a total of 12 days with the movement placed in 6 different
positions.
※Due to the mechanism of mechanical watches, actual loss/gain may not fall within the range of
time accuracy specified above, depending on the conditions of use, such as the length of time
during which the watch is worn on the wrist, life style (whether much arm movement is
involved or not), whether the watch is wound up fully or not, etc.
※The specifications are subject to change without prior notice, for product improvement.

③ The accuracy of mechanical watches in use / the accuracy of mechanical watch movement
at rest
The accuracy of mechanical watches varies delicately depending on the condition in
which the watch is used. In order to evaluate and show the accuracy as evenly as
possible, in the Official Swiss Chronometer Inspectorate or Grand Seiko standard,
loss/gain of mechanical watches is measured before the inside movements of the
watch are put in the case. And the measurement is done in the factory, under
various conditions that temperatures or positions of the movements are artificially
controlled. The result of this measurement is called "the accuracy of mechanical
watch movement at rest."（See P. 51 for further details of Grand Seiko standard）.
Thus the figures showing the loss/gain of the watch written in Grand Seiko Rating
Certificate will be different from the rate of loss/gain when it is actually worn ("the
accuracy in use"). The accuracy of Grand Seiko mechanical watch should be from -1
seconds/day to +10 seconds/day while it is in use. If the average of the daily rates
exceeds this level when the watch is kept used in usual conditions for one week to
ten days, we would like to adjust it on our responsibility.
*Valid only in Japan. The cost of adjusting the watch is free for two years from the day
of purchase. After that, the cost should be charged. If the watch has been used for a
long time and the movements are deteriorated, please note that the accuracy may
not be adjusted as correct as you request. Please note that it takes more time for
adjusting the accuracy than usual repair because time for checking loss/gain after
adjustment is included. When you ask for adjusting, please make sure of the
expected date of return.

・ゼンマイを巻いて、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。
時計が一時的に進 ・磁気を発生するもののそばに置 ・精度は、磁気の発生するも
のから離せば元にもどりま
む／遅れる。
いた。
す。
・元にもどらない場合は、お
買い上げ店にご相談くださ
い。
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・落としたり強くぶつけたり、ま ・精度は、元にもどりません。
たは激しいスポーツをした。
お買い上げ店にご相談くだ
・強い振動が加えられた。
さい。
・３年を越える長期間、分解掃除 ・お買い上げ店にご相談くだ
による点検調整を行っていない。 さい。

Trouble

Cause

２月（１カ月が28日、うるう年は29日）と小の月（１カ月が30日）では日付
の修正が必要になります。
例：小の月の翌月１日の朝、日付を修正する場合
①「１日」ではなく「31日」が表示されています。リュウズを一段目に引き
出してください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを左に回してネジ
をゆるめ、リュウズを１段引き出します。
②リュウズを右回転させ、日付を「１日」に合わせ、リュウズを押し込んで
ください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでください。

・The watch gains/
loses time.

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・Turn the crown to wind up the
watch or swing the watch. The
watch will start. If the watch does not
start, contact the retailer from whom
the watch was purchased.
・The watch was brought into close ・This condition will be corrected when
the watch is kept away from close
contact with a magnetic object.
contact with the magnetic source.
・If this condition is not corrected by
following the above procedure,
contact the retailer from whom the
watch was purchased.
・You dropped the watch, hit it against a ・This condition will not be correcthard surface or wore it while playing
ed. Contact the retailer from whom
active sports.
the watch was purchased.
・The watch was exposed to strong
vibrations.
・The watch has not been checked for a ・Contact the retailer from whom the
long period.
watch was purchased.
ex.) more than 3 years
・Advance the hands by 12 hours
・The time has been set improperly.
and adjust the calendar.
・The moisture has got inside the ・Contact the retailer from whom the
watch.
watch was purchased.
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ガラスのくもりが ・パッキンの劣化などにより時計 ・お買い上げ店にご相談くだ
内部に水分が入った。
さい。
消えない。

・The date changes
at 12 o'clock noon.
・The glass is blurred
and the blur persists
for a long time.

その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。

For the solution of troubles other than above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

・時計の針が午後10時から午前１時までの間は、日修正は避けてください。
この時間帯に日付を合わせますと、翌日になっても日付が変わらないこ
とがあります。

注意
かぶれやアレルギーについて
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。
・かぶれやすい体質の人や、体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきた
すことがあります。
・かぶれの原因として考えられるのは、
１．金属・皮革に対するアレルギー
２．時計本体及びバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。
・万一肌などに異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談
ください。

その他、携帯上ご注意いただきたいこと

●PERIODIC CHECK

●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

定期点検について

・Checking and overhaul of the watch (cal. 9S51/9S55) will be performed by
SEIKO. When you take the watch to the retailer from whom it was purchased,
request that the watch will be checked and overhauled by SEIKO.

・If the watch is left in a temperature below −10℃ or above ＋60℃ for a
long time it may function improperly or stop operating.

・機種9S51／9S55の点検及び分解掃除はメーカーにて行ないま
すので、販売店にはメーカーへ依頼するようお申しつけくださ
い。
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に一度程度の分解掃除
による点検調整をおすすめします。
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、時計の進み、遅れが大きくな
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
や水分の侵入などを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を、お買い上げ店にご依頼ください。
・部品交換の時は、
「純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際には、パッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼
ください。

・Do not leave the watch in a place where it is subjected to strong magnetism
or static electricity.

・Be sure to have the gasket and push-pin replaced with new ones when
checking the watch.

・Do not leave the watch where there is strong vibration.
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・Do not leave the watch in a dusty place.
・Do not expose the watch to gases or chemicals.
(Ex.: Organic solvents such as benzine and thinner, gasoline, nail polish,
cosmetic spray, detergent, adhesives, mercury, and iodine antiseptic
solution.)
・Do not leave the watch in a hot spring, or do not keep it in a drawer having
insecticides inside.
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・転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負
う場合がありますのでご注意ください｡
・特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることでケガを負ったり、
アレルギーによるかぶれをおこしたりする場合もありますので、十分にご
注意ください。
・落としたりぶつけたりはもちろんのこと、激しいスポーツなどによるショ
ックもお避けください。時計が一時的に遅れたり進んだりします。

・「−10℃〜＋60℃からはずれた温度」下では機能が劣化したり、
停止したりする場合があります。
・磁気の影響（テレビ、スピーカ、磁気ネックレス等）があると
ころに放置しないでください。
・強い振動のあるところに放置しないでください。
・極端にホコリの多いところに放置しないでください。
・薬品の蒸気が発散しているところや薬品にふれるところに放置
しないでください。
（薬品の例：ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、およびそれ
らを含有するもの＝ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプ
レー液、、クリーナー剤、トイレ用洗剤、接着剤など＝水銀、
ヨウ素系消毒液など）
・温泉や、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しない
でください。

・We suggest that you have your watch checked by SEIKO every 2 or 3 years
for oil condition or damage due to water or sweat. After checking the watch,
adjustment and repair may be required.
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・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の中に入れてしまうような環
境での使用はできません。
・日常生活用強化防水（５気圧）の時計は、スキンダイビングを含め
て全ての潜水に使用できません。
・日常生活用強化防水（10、20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水
には使用できません。

保管について

・When replacing the parts, please specify "SEIKO GENUINE PARTS."

11

警告
Solution

・The watch stops ・The watch is not wound up.
operating.

日付が日中に変わ ・時刻合わせが12時間ずれている。 ・12時間針を進めて時刻を合
わせてください。
る。
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Mechanical watches have totally different characteristics from quartz watches,
which have been popularly used recently. Please read and understand the following
points to wear your mechanical watch everyday, in better conditions.
① The mechanism of mechanical watches
In case of a quartz watch, power obtained from a battery is transformed to very
accurate signals by crystal and IC in order to control the accuracy of watches
electronically. On the other hand, a mechanical watch runs by a mainspring. Small
metal parts of the watch work together physically, and the accuracy of the watch is
controlled by adjusting very small parts such as hairsprings. These parts are easily
affected by outside environments such as temperatures, gravity, and shock, or by
conditions in which the watch is used, such as how long it is worn, or how many
times the mainspring is wound up. These influences appear as loss/gain of the
watch, which is shown by the rate such as "some seconds /day"
② The accuracy of mechanical watches is shown by " the mean daily rate."
The loss/gain of quartz watches is shown by the yearly or monthly rate, such as ±10
seconds/year or ±15 seconds/month. This means the total loss/gain when the
watch is kept used for one month or one year. On the other hand, the accuracy of
mechanical watches is generally shown by " the mean daily rate." Usually, the
accuracy of mechanical watches changes delicately day by day, depending on various
conditions, and is not fixed. Thus the loss/gain of mechanical watches is not
measured by a daily rate, but by an average of daily rates in one week to ten days.

■TROUBLE SHOOTING

・If your watch is 3 bar water resistant, do not use it in water.
・If your watch is 5 bar water resistant, do not use it in any type of diving
including skin diving.
・If your watch is 10 or 20 bar water resistant, do not use it in saturation diving
or scuba diving.

・In case you tumble and fall or bump into others with the watch worn on your wrist,
you may be injured by the reason of the fact that you wear the watch.
・When you make contact with children, especially with infants, they may get injured or
develop a rush caused by allergy.
・Do not drop the watch or hit it against a hard surface and not wear the watch while
playing active sports. The watch may gains/loses time.

〈月末の日付修正について〉

■ The accuracy of mechanical watches

WARNING
このようにしてください

時計が止まった。 ・ゼンマイが巻かれていない。
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9S55
3 hands
(hour, minute and second) with date

2. Vibrations

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた

9S51
3 hands
(hour, minute and second)

④ The elements which affect accuracy-1 Amount the mainspring is wound up
To make mechanical watches work more accurately, it is important that the
mainspring of the watch constantly supplies strong energy to every parts of the
movement. When the mainspring is fully wound up, the accuracy is stabilized.
However, if the spring gets unwound and supplied energy becomes less, the parts
controlling the accuracy get easily affected by outside environments, and the
accuracy also becomes unstable. To stabilize the accuracy, it is recommended to
wind up the mainspring everyday at a fixed time.
⑤ The elements which affect accuracy-2 Temperatures
The parts that consist a mechanical watch movement are made of metals, which
expand or contract depending on temperatures. The parts that control the accuracy
of the watch expand and move slightly slower in high temperature, and the watch
generally tends to lose time. It tends to gain time in low temperature for the reverse
reason. Please understand such conditions before seeing the accuracy when
temperature is extremely high or low, such as midsummer or midwinter
⑥ The elements which affects accuracy-3 The difference by positions（The position of the
watch）
The parts of mechanical watch movement, which control the accuracy, are affected
by the gravity of the earth. Thus the rates of loss/gain of the watch vary delicately
depending on any position it is put in, such as being placed horizontally, or being laid
at a 12:00 side or with the crown turned up. Use this character and be careful of the
position of the watch while it is not worn in order to reduce loss/gain to some extent
by yourself, which is caused while the watch is worn.
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■SPECIFICATIONS

注意

Cal. number

防水性能
・時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示をご確認の上、ご使用ください。
・水分のついたままリュウズを回したり、引き出したりしないでください。時計
内部に水分が入ることがあります。

1. Time indication

14

表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし

3. Loss/gain (daily rate)
防水の
基準
非防水
日常生活用防水
（3気圧防水）

日常生活用強化防水
WATER RESIST
（5気圧防水）
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
日常生活用強化防水
のいずれか
（10気圧防水）
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR 日常生活用強化防水
（20気圧防水）
のいずれか

雨や洗顔など日常生活 水に関係の深い仕事（農水産･園 空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する ヘリウムガスを使用す
（スキューバ潜水）る潜水方式
（飽和潜水）
で予想される「水がか 芸･食堂など）やスポーツ（水泳 潜水（スキンダイビング）潜水
に使用できる
に使用できる
やヨット）で使用できる程度 で使用できる程度
かる」程度

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

◯

◯

×

×

×

◯

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST 20 BAR

■使用上の注意とお手入れの方法
注意
日常のお手入れ

12

・ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにし
ておくとサビて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因になることがありま
すので常に清潔にしてご使用ください。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分をふき取るだけで汚れや、
ケース・バンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈革バンド〉
・革バンドは、柔らかい布などで吸い取るように軽くふいてください。こす
るようにふくと色が落ちたり、ツヤがなくなったりする場合があります。
〈金属バンド〉
・金属バンドは、ときどき柔らかい歯ブラシなどを使い、部分洗いなどのお
手入れをお願いします。

■こんな時には
現象

考えられる原因

4. Driving system
5. Jewels

28,800／h
Mean daily rate in different positions※ within ＋5 and −3 seconds

Self-winding type with manual winding mechanism
24 jewels

26 jewels

47

50

Mean daily rate in different positions ※: this indicates the mean value of daily rate
measurements taken for a total of 12 days with the movement placed in 6 different
positions.
※Due to the mechanism of mechanical watches, actual loss/gain may not fall within the range of
time accuracy specified above, depending on the conditions of use, such as the length of time
during which the watch is worn on the wrist, life style (whether much arm movement is
involved or not), whether the watch is wound up fully or not, etc.
※The specifications are subject to change without prior notice, for product improvement.

③ The accuracy of mechanical watches in use / the accuracy of mechanical watch movement
at rest
The accuracy of mechanical watches varies delicately depending on the condition in
which the watch is used. In order to evaluate and show the accuracy as evenly as
possible, in the Official Swiss Chronometer Inspectorate or Grand Seiko standard,
loss/gain of mechanical watches is measured before the inside movements of the
watch are put in the case. And the measurement is done in the factory, under
various conditions that temperatures or positions of the movements are artificially
controlled. The result of this measurement is called "the accuracy of mechanical
watch movement at rest."（See P. 51 for further details of Grand Seiko standard）.
Thus the figures showing the loss/gain of the watch written in Grand Seiko Rating
Certificate will be different from the rate of loss/gain when it is actually worn ("the
accuracy in use"). The accuracy of Grand Seiko mechanical watch should be from -1
seconds/day to +10 seconds/day while it is in use. If the average of the daily rates
exceeds this level when the watch is kept used in usual conditions for one week to
ten days, we would like to adjust it on our responsibility.
*Valid only in Japan. The cost of adjusting the watch is free for two years from the day
of purchase. After that, the cost should be charged. If the watch has been used for a
long time and the movements are deteriorated, please note that the accuracy may
not be adjusted as correct as you request. Please note that it takes more time for
adjusting the accuracy than usual repair because time for checking loss/gain after
adjustment is included. When you ask for adjusting, please make sure of the
expected date of return.

・ゼンマイを巻いて、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。
時計が一時的に進 ・磁気を発生するもののそばに置 ・精度は、磁気の発生するも
のから離せば元にもどりま
む／遅れる。
いた。
す。
・元にもどらない場合は、お
買い上げ店にご相談くださ
い。
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・落としたり強くぶつけたり、ま ・精度は、元にもどりません。
たは激しいスポーツをした。
お買い上げ店にご相談くだ
・強い振動が加えられた。
さい。
・３年を越える長期間、分解掃除 ・お買い上げ店にご相談くだ
による点検調整を行っていない。 さい。

Trouble

Cause

２月（１カ月が28日、うるう年は29日）と小の月（１カ月が30日）では日付
の修正が必要になります。
例：小の月の翌月１日の朝、日付を修正する場合
①「１日」ではなく「31日」が表示されています。リュウズを一段目に引き
出してください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを左に回してネジ
をゆるめ、リュウズを１段引き出します。
②リュウズを右回転させ、日付を「１日」に合わせ、リュウズを押し込んで
ください。ネジロックタイプのモデルはリュウズを押しつけながら右に止
まるところまでネジ込んでください。

・The watch gains/
loses time.

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・Turn the crown to wind up the
watch or swing the watch. The
watch will start. If the watch does not
start, contact the retailer from whom
the watch was purchased.
・The watch was brought into close ・This condition will be corrected when
the watch is kept away from close
contact with a magnetic object.
contact with the magnetic source.
・If this condition is not corrected by
following the above procedure,
contact the retailer from whom the
watch was purchased.
・You dropped the watch, hit it against a ・This condition will not be correcthard surface or wore it while playing
ed. Contact the retailer from whom
active sports.
the watch was purchased.
・The watch was exposed to strong
vibrations.
・The watch has not been checked for a ・Contact the retailer from whom the
long period.
watch was purchased.
ex.) more than 3 years
・Advance the hands by 12 hours
・The time has been set improperly.
and adjust the calendar.
・The moisture has got inside the ・Contact the retailer from whom the
watch.
watch was purchased.
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ガラスのくもりが ・パッキンの劣化などにより時計 ・お買い上げ店にご相談くだ
内部に水分が入った。
さい。
消えない。

・The date changes
at 12 o'clock noon.
・The glass is blurred
and the blur persists
for a long time.

その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。

For the solution of troubles other than above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

・時計の針が午後10時から午前１時までの間は、日修正は避けてください。
この時間帯に日付を合わせますと、翌日になっても日付が変わらないこ
とがあります。

注意
かぶれやアレルギーについて
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。
・かぶれやすい体質の人や、体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきた
すことがあります。
・かぶれの原因として考えられるのは、
１．金属・皮革に対するアレルギー
２．時計本体及びバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。
・万一肌などに異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談
ください。

その他、携帯上ご注意いただきたいこと

●PERIODIC CHECK

●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

定期点検について

・Checking and overhaul of the watch (cal. 9S51/9S55) will be performed by
SEIKO. When you take the watch to the retailer from whom it was purchased,
request that the watch will be checked and overhauled by SEIKO.

・If the watch is left in a temperature below −10℃ or above ＋60℃ for a
long time it may function improperly or stop operating.

・機種9S51／9S55の点検及び分解掃除はメーカーにて行ないま
すので、販売店にはメーカーへ依頼するようお申しつけくださ
い。
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に一度程度の分解掃除
による点検調整をおすすめします。
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、時計の進み、遅れが大きくな
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
や水分の侵入などを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を、お買い上げ店にご依頼ください。
・部品交換の時は、
「純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際には、パッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼
ください。

・Do not leave the watch in a place where it is subjected to strong magnetism
or static electricity.

・Be sure to have the gasket and push-pin replaced with new ones when
checking the watch.

・Do not leave the watch where there is strong vibration.
45
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・Do not leave the watch in a dusty place.
・Do not expose the watch to gases or chemicals.
(Ex.: Organic solvents such as benzine and thinner, gasoline, nail polish,
cosmetic spray, detergent, adhesives, mercury, and iodine antiseptic
solution.)
・Do not leave the watch in a hot spring, or do not keep it in a drawer having
insecticides inside.

15

・転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負
う場合がありますのでご注意ください｡
・特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることでケガを負ったり、
アレルギーによるかぶれをおこしたりする場合もありますので、十分にご
注意ください。
・落としたりぶつけたりはもちろんのこと、激しいスポーツなどによるショ
ックもお避けください。時計が一時的に遅れたり進んだりします。

・「−10℃〜＋60℃からはずれた温度」下では機能が劣化したり、
停止したりする場合があります。
・磁気の影響（テレビ、スピーカ、磁気ネックレス等）があると
ころに放置しないでください。
・強い振動のあるところに放置しないでください。
・極端にホコリの多いところに放置しないでください。
・薬品の蒸気が発散しているところや薬品にふれるところに放置
しないでください。
（薬品の例：ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、およびそれ
らを含有するもの＝ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプ
レー液、、クリーナー剤、トイレ用洗剤、接着剤など＝水銀、
ヨウ素系消毒液など）
・温泉や、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しない
でください。

・We suggest that you have your watch checked by SEIKO every 2 or 3 years
for oil condition or damage due to water or sweat. After checking the watch,
adjustment and repair may be required.

13

・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の中に入れてしまうような環
境での使用はできません。
・日常生活用強化防水（５気圧）の時計は、スキンダイビングを含め
て全ての潜水に使用できません。
・日常生活用強化防水（10、20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水
には使用できません。

保管について

・When replacing the parts, please specify "SEIKO GENUINE PARTS."

11

警告
Solution

・The watch stops ・The watch is not wound up.
operating.

日付が日中に変わ ・時刻合わせが12時間ずれている。 ・12時間針を進めて時刻を合
わせてください。
る。
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Mechanical watches have totally different characteristics from quartz watches,
which have been popularly used recently. Please read and understand the following
points to wear your mechanical watch everyday, in better conditions.
① The mechanism of mechanical watches
In case of a quartz watch, power obtained from a battery is transformed to very
accurate signals by crystal and IC in order to control the accuracy of watches
electronically. On the other hand, a mechanical watch runs by a mainspring. Small
metal parts of the watch work together physically, and the accuracy of the watch is
controlled by adjusting very small parts such as hairsprings. These parts are easily
affected by outside environments such as temperatures, gravity, and shock, or by
conditions in which the watch is used, such as how long it is worn, or how many
times the mainspring is wound up. These influences appear as loss/gain of the
watch, which is shown by the rate such as "some seconds /day"
② The accuracy of mechanical watches is shown by " the mean daily rate."
The loss/gain of quartz watches is shown by the yearly or monthly rate, such as ±10
seconds/year or ±15 seconds/month. This means the total loss/gain when the
watch is kept used for one month or one year. On the other hand, the accuracy of
mechanical watches is generally shown by " the mean daily rate." Usually, the
accuracy of mechanical watches changes delicately day by day, depending on various
conditions, and is not fixed. Thus the loss/gain of mechanical watches is not
measured by a daily rate, but by an average of daily rates in one week to ten days.

■TROUBLE SHOOTING

・If your watch is 3 bar water resistant, do not use it in water.
・If your watch is 5 bar water resistant, do not use it in any type of diving
including skin diving.
・If your watch is 10 or 20 bar water resistant, do not use it in saturation diving
or scuba diving.

・In case you tumble and fall or bump into others with the watch worn on your wrist,
you may be injured by the reason of the fact that you wear the watch.
・When you make contact with children, especially with infants, they may get injured or
develop a rush caused by allergy.
・Do not drop the watch or hit it against a hard surface and not wear the watch while
playing active sports. The watch may gains/loses time.

〈月末の日付修正について〉

■ The accuracy of mechanical watches

WARNING
このようにしてください

時計が止まった。 ・ゼンマイが巻かれていない。
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9S55
3 hands
(hour, minute and second) with date

2. Vibrations

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた

9S51
3 hands
(hour, minute and second)

④ The elements which affect accuracy-1 Amount the mainspring is wound up
To make mechanical watches work more accurately, it is important that the
mainspring of the watch constantly supplies strong energy to every parts of the
movement. When the mainspring is fully wound up, the accuracy is stabilized.
However, if the spring gets unwound and supplied energy becomes less, the parts
controlling the accuracy get easily affected by outside environments, and the
accuracy also becomes unstable. To stabilize the accuracy, it is recommended to
wind up the mainspring everyday at a fixed time.
⑤ The elements which affect accuracy-2 Temperatures
The parts that consist a mechanical watch movement are made of metals, which
expand or contract depending on temperatures. The parts that control the accuracy
of the watch expand and move slightly slower in high temperature, and the watch
generally tends to lose time. It tends to gain time in low temperature for the reverse
reason. Please understand such conditions before seeing the accuracy when
temperature is extremely high or low, such as midsummer or midwinter
⑥ The elements which affects accuracy-3 The difference by positions（The position of the
watch）
The parts of mechanical watch movement, which control the accuracy, are affected
by the gravity of the earth. Thus the rates of loss/gain of the watch vary delicately
depending on any position it is put in, such as being placed horizontally, or being laid
at a 12:00 side or with the crown turned up. Use this character and be careful of the
position of the watch while it is not worn in order to reduce loss/gain to some extent
by yourself, which is caused while the watch is worn.
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らの影響を受けやすくなり、精度も不安定になるのです。
安定した精度を得るためには、できるだけ一日一回は一定の時刻にゼンマイを充分
巻き上げることをお勧めします。
⑤ 精度に影響を与える要素：その２ 温度の影響
機械式時計を構成する部品は金属製なので、温度の変化によって微妙に膨張・収縮
します。高温時には機械式時計の精度を制御する部品が伸び、動きもやや緩慢にな
りますので、一般的に精度は遅れがちになります。低温時には逆の理由で、進みが
ちになります。真夏や真冬の極端に寒暖が激しい季節には、以上のような条件をご
理解のうえで機械式時計の精度をみることが肝要です。
⑥ 精度に影響を与える要素：その３ 姿勢（時計の向き）による差
機械式時計の精度を制御する部品は、地球の重力からも影響を受けています。つま
り時計を水平にしたときや、12時側や竜頭を上にして縦にしたとき等、すべての
姿勢（時計の向き）の違いによって進み・遅れが変わるのです。
したがって機械式時計を実際にお使いになる場合、腕に着用しているときと夜間等
に腕から外して置いておくときでも精度は違ってきますが、この両方を含んだもの
が「携帯精度」です。
時計を腕に着用しないときは、置きかたによって着用中に生じた精度の誤差をある
程度補正できます。様々な向きをお試しになり、ご自分の時計に合う置き方を見つ
けてください。

<Date adjustment at the end of the month>

4

6

Push the crown back in to the
normal position in accordance
with a time signal for "00"
seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock
type, screw it in completely by
turning it clockwise while
pressing it.

EXAMPLE: To adjust the date in the A.M. period on
the first day of a month following a 30day month
①The watch displays "31" instead of "1". Pull out the
crown to the first click.
If the crown is of the screw lock type, unscrew the
crown by turning it counterclockwise, and then
pull it out.
②Turn the crown clockwise to set the date to "1"
and then push it back to the normal position.
If the crown is of the screw lock type, screw it in
completely by turning it clockwise while pressing
it.

・Check the dial or case back of your watch for the water resistant quality, and then
see the table below.
・Do not turn or pull out the crown when the watch is wet, as water may get inside
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a
b
a
b
a
b

a

・Do not set the date between 10:00p.m. and
1:00a.m. Otherwise, the date may not
change properly.

b

a
b

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

Suitable for swimming, yachting Suitable for shallow
and other aquatic sports as wellas
for works closely associated with diving without a heavy
breathingapparatus.
water such as kitchen work,
watening and fishing.

Genuine
Genuine diving
diving using using heliumgas.
scuba.

Water resistance
（3 bar）

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

Water resistance
（5 bar）

◯

◯

×

×

×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
WATER RESIST 10 BAR

◯

◯

◯

×

×

No indication, or
WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

No water resistance

Ｂ

歩度証明書に記載されている内容と意味

日差
（Daily rates）
日較差
（Variation of the daily rates）

１日当たりの進み・遅れの実測値のこと
秒／日の単位で示す
同一条件（姿勢・温度・ゼンマイ巻き上げ量）での日差のば
らつき（変化量）のことで、秒／日の単位で示す

姿勢
（Positions）

GS検定中で静置されるムーブメントの姿勢のことで、以下の
６姿勢がISO3158で定義されている。
①水平・文字板上（Horizontal, Dial Up：DU）
②水平・文字板下（Horizontal, Dial Down：DD）
③垂直・３時上（Vertical,３ O'clock UP：３U）
④垂直・６時上（Vertical,６ O'clock UP：６U）
⑤垂直・９時上（Vertical,９ O'clock UP：９U）
⑥垂直・12時上（Vertical, 12 O'clock UP：12U）
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Ｄ

E
F

温度
（Temperatures）

CAUTION

CAUTION

●RASH AND ALLERGY

●CARE OF YOUR WATCH

・Adjust the bracelet and band so that there will be a little clearance between the
bracelet or band and your wrist to avoid accumulation of perspiration.
・If you are constitutionally predisposed to rash, the band may cause you to
develop a rash or an itch depending on your physical condition.
・The possible cause of the rash are as follows:
1. Allergy to metals or leathers
2. Rust, dust or perspiration on the watch or band
・If you develop any skin reactions, take off the watch and consult a doctor
immediately.

・The case and bracelet touch the skin directly just as underwear. If they are left
dirty, the edge of a sleeve may be stained with rust of those who have a
delicate skin may have a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture with
a soft cloth. This will prevent the watch from being soiled, adding to the life of
the gasket.
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<LEATHER BAND>
・When removing moisture from a leather band, do not rub the band with the
cloth as this may discolor it or reduce its gloss. Be sure to blot up the moisture
using a soft dry cloth.
<METAL BRACELET>
・Clean the watch bracelet with a soft toothbrush dipped in water or soapy
water.

28,800振動／時間
平均日差※

３．精度

＋５秒〜−３秒

ゼンマイ巻［自動巻（手巻付き）］

４．駆動方式

24石

５．使用石数

26石

19

※

平均日差 ：６姿勢で12日間ムーブメントを固定して測定した日差の平均値
です。
※ご使用になる条件（携帯時間、腕の動き、ゼンマイの巻き上げ具合等）によって
は、上記精度の範囲を超える場合があります。
※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

③静的精度と携帯精度
機械式時計は、同じ時計であっても使われる環境が異なれば精度も違ってきます。
そこで機械式時計の性能・実力をなるべく公平に評価・表示するために、スイスの
クロノメーター検定やグランドセイコー規格検定では、ケース組込み前のムーブメ
ント単体の状態で、製造工場内で人工的に管理された様々な温度・姿勢（向き）の
条件下での進み・遅れを測定します。これを「静的精度」と呼びます。（⇒グラン
ドセイコー規格について詳しくはＰ．23）
したがいまして、グランドセイコー歩度証明書に記載されているデータは、お客様
が実際に携帯使用されたときの進み・遅れ（携帯精度）とは異なる数値なのです。
グランドセイコーの携帯精度は、−１〜＋10秒／日が目安です。通常のご使用状
態で一週間から十日間程度お使いになった際の平均値がこの目安範囲を超えてしま 21
う場合は、調整させていただきます。
＊日本国内のみ。ご購入後２年以内は無償、それ以降は有償。ただしご使用期間が長く、
部品が経年劣化している場合にはご希望の精度に調整できないこともありますので予
めご了承ください。また、精度調整には、精度確認のための実測期間も含まれますので、
通常の修理より時間をいただきます。ご依頼の際に納期を予めご確認ください。
④ 精度に影響を与える要素：その１ ゼンマイの巻上げ量
機械式時計をより良い精度でお使いいただくためには、ゼンマイがなるべく一定し
た強いエネルギーを各部品に供給することが重要です。
ゼンマイがいっぱいに巻き上げられている状態では精度も安定していますが、ゼン
マイがほどけてきて供給されるエネルギーが弱まると精度を制御する部品が外部か

（１）GRAND SEIKO規格

GS検定中でムーブメントがおかれる温度環境のことで、以下
の３温度である。
①38℃
②23℃
③８℃

平均日差
異なる６姿勢で各２日づつ実測した合計12の日差データの平
（Mean daily rate in different 均値のことで、秒／日の単位で示す。
positions）
異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
平均日較差
日差のばらつき（変化量）６データの平均値のことで、秒／
（Mean variation）
日の単位で示す。

2

3

3
項目
6

35
Turn the crown to set the hour and
minute hands to the desired time.
※The mechanism of the mechanical watch is
different from that of the quartz one. To set
the time accurately, first turn the minute
hand 4 to 5 minutes behind of the desired
time and then advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL.
117) is helpful in setting the second hand.
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Push the crown back in to the normal
position in accordance with a time signal
for "00" seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock type,
screw it in completely by turning it
clockwise while pressing it.

Confirm the second hand is moving and pull out the crown to the second click when the
second hand is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot. Advance the hour and minute hands until the
desired date appears. The time is now set for the A.M. period. Keep advancing the
hands until the correct time.

１＝証明書番号
２＝機械番号
３＝機械の固有番号
４＝ケースの固有番号
５＝検定日数
６＝日差のデータ、秒単位
７＝日較差のデータ、秒単位
８＝姿勢
９＝温度
10＝平均日差、秒単位
11＝平均日較差、秒単位
12＝最大日較差、秒単位
13＝水平・垂直の姿勢差、秒単位
14＝最大姿勢偏差、秒単位
15＝第一温度係数、秒単位
16＝第二温度係数、秒単位
17＝復元差、秒単位
18＝検定日

<Parts of your Grand Seiko watch>
2

Minute hand

Hour hand

1998年規格

（s/d）

−3.0 〜 ＋5.0

平均日較差

（s/d）

1.8以下

最大日較差

（s/d）

4.0以下

水平垂直差

（s/d）

−6.0 〜 ＋8.0

最大姿勢偏差

（s/d）

8.0以下

第一温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

第二温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

復元差

（s/d）

−5.0 〜 ＋5.0

⑤

2. 3 HANDS WITH DATE (cal. 9S55)

新GS規格

単位

平均日差

※The mechanism of the mechanical watch is different from that of the quartz one. To set the time
accurately, first turn the minute hand 4 to 5 minutes behind of the desired time and then
advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL. 117) is helpful in setting the second hand.

（２）歩度証明書の読みかた
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9S55
３針（時、分、秒）・日

■GRAND SEIKO級について

項目名

Ｃ

9S51
３針（時、分、秒）

WATER RESIST 20 BAR

（３）用語説明

Ａ

種

２．振動数

■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH

機械式時計は、現在広く一般的に普及しているクオーツ時計とはまったく違った特性
があります。次にいくつかのポイントを挙げますので、ぜひご一読の上ご理解いただ
き、機械式時計を毎日より良い性能でお使いいただくためにお役立て下さい。
①機械式時計の仕組み
クオーツ時計は、電池からの電力を水晶とICによって非常に正確な信号に変換す
ることで時計の精度を電子的に制御しています。
機械式時計は、ゼンマイの力を動力にして、小さな金属部品が物理的に働き合い、
ヒゲゼンマイなどの微細な部品の調節によって精度をコントロールする機構です。
これらの微細な部品は、温度や重力、衝撃などの外部環境や、携帯時間やゼンマイ
の巻上げ量といった使用状況の影響を受けやすく、それが「一日に何秒」といった
時計の進み・遅れとして現れてきます。
②機械式時計の精度は平均日差
クオーツ時計の精度は月差±15秒や年差±10秒というように、月や年単位で表さ
れます。これは、一ヶ月あるいは一年を通して使った場合にトータルの精度誤差が
どの位であるか、ということを示しています。
これに対し機械式時計の精度は、
「平均日差」と表現するのが一般的です。
機械式時計の精度は様々な条件を受けて毎日微妙に変化し、一定していないのが普
通です。そこで、進み・遅れは一日のみで判断せず、一週間から十日間程度の期間
の平均値から判断するのです。

機
１．機能

the watch.
Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance

■機械式時計の精度について

20

■製品仕様

CAUTION
●WATER RESISTANCE

It is necessary to adjust the date at the end of
February and 30-day month.

⑥

検定姿勢数

６姿勢

検定温度

８，23，38℃

検定日数

17日間

⑦

⑧

⑨

歩度証明書は、ム
ーブメント単体で
測定した出荷時の
静的精度を記載し
ているものです。
紛失および修理・
調整後の歩度証明
書の再発行はいた
しません。

<To set the time and date>
1

Date
5

6

6

37

①
②

Turn the crown until the previous date appears.
For example, if today is the 6th of the month, first set the date to "5".

③
④

・Do not set the date between 10:00p.m. and 1:00a.m. Otherwise, the date may
not change properly.

Crown

36
Second hand

The watch is provided with a date function
and is so designed that the date changes
once every 24 hours.
The date changes around 12 o'clock
midnight. If AM/PM is not properly set,
the date will change at 12 o'clock noon.

First, set the date. Pull out the crown to
the first click.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.

23

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

25

22

らの影響を受けやすくなり、精度も不安定になるのです。
安定した精度を得るためには、できるだけ一日一回は一定の時刻にゼンマイを充分
巻き上げることをお勧めします。
⑤ 精度に影響を与える要素：その２ 温度の影響
機械式時計を構成する部品は金属製なので、温度の変化によって微妙に膨張・収縮
します。高温時には機械式時計の精度を制御する部品が伸び、動きもやや緩慢にな
りますので、一般的に精度は遅れがちになります。低温時には逆の理由で、進みが
ちになります。真夏や真冬の極端に寒暖が激しい季節には、以上のような条件をご
理解のうえで機械式時計の精度をみることが肝要です。
⑥ 精度に影響を与える要素：その３ 姿勢（時計の向き）による差
機械式時計の精度を制御する部品は、地球の重力からも影響を受けています。つま
り時計を水平にしたときや、12時側や竜頭を上にして縦にしたとき等、すべての
姿勢（時計の向き）の違いによって進み・遅れが変わるのです。
したがって機械式時計を実際にお使いになる場合、腕に着用しているときと夜間等
に腕から外して置いておくときでも精度は違ってきますが、この両方を含んだもの
が「携帯精度」です。
時計を腕に着用しないときは、置きかたによって着用中に生じた精度の誤差をある
程度補正できます。様々な向きをお試しになり、ご自分の時計に合う置き方を見つ
けてください。

<Date adjustment at the end of the month>

4

6

Push the crown back in to the
normal position in accordance
with a time signal for "00"
seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock
type, screw it in completely by
turning it clockwise while
pressing it.

EXAMPLE: To adjust the date in the A.M. period on
the first day of a month following a 30day month
①The watch displays "31" instead of "1". Pull out the
crown to the first click.
If the crown is of the screw lock type, unscrew the
crown by turning it counterclockwise, and then
pull it out.
②Turn the crown clockwise to set the date to "1"
and then push it back to the normal position.
If the crown is of the screw lock type, screw it in
completely by turning it clockwise while pressing
it.

・Check the dial or case back of your watch for the water resistant quality, and then
see the table below.
・Do not turn or pull out the crown when the watch is wet, as water may get inside
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a
b
a
b
a
b

a

・Do not set the date between 10:00p.m. and
1:00a.m. Otherwise, the date may not
change properly.

b

a
b

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

Suitable for swimming, yachting Suitable for shallow
and other aquatic sports as wellas
for works closely associated with diving without a heavy
breathingapparatus.
water such as kitchen work,
watening and fishing.

Genuine
Genuine diving
diving using using heliumgas.
scuba.

Water resistance
（3 bar）

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

Water resistance
（5 bar）

◯

◯

×

×

×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
WATER RESIST 10 BAR

◯

◯

◯

×

×

No indication, or
WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

No water resistance

Ｂ

歩度証明書に記載されている内容と意味

日差
（Daily rates）
日較差
（Variation of the daily rates）

１日当たりの進み・遅れの実測値のこと
秒／日の単位で示す
同一条件（姿勢・温度・ゼンマイ巻き上げ量）での日差のば
らつき（変化量）のことで、秒／日の単位で示す

姿勢
（Positions）

GS検定中で静置されるムーブメントの姿勢のことで、以下の
６姿勢がISO3158で定義されている。
①水平・文字板上（Horizontal, Dial Up：DU）
②水平・文字板下（Horizontal, Dial Down：DD）
③垂直・３時上（Vertical,３ O'clock UP：３U）
④垂直・６時上（Vertical,６ O'clock UP：６U）
⑤垂直・９時上（Vertical,９ O'clock UP：９U）
⑥垂直・12時上（Vertical, 12 O'clock UP：12U）
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Ｄ

E
F

温度
（Temperatures）

CAUTION

CAUTION

●RASH AND ALLERGY

●CARE OF YOUR WATCH

・Adjust the bracelet and band so that there will be a little clearance between the
bracelet or band and your wrist to avoid accumulation of perspiration.
・If you are constitutionally predisposed to rash, the band may cause you to
develop a rash or an itch depending on your physical condition.
・The possible cause of the rash are as follows:
1. Allergy to metals or leathers
2. Rust, dust or perspiration on the watch or band
・If you develop any skin reactions, take off the watch and consult a doctor
immediately.

・The case and bracelet touch the skin directly just as underwear. If they are left
dirty, the edge of a sleeve may be stained with rust of those who have a
delicate skin may have a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture with
a soft cloth. This will prevent the watch from being soiled, adding to the life of
the gasket.
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<LEATHER BAND>
・When removing moisture from a leather band, do not rub the band with the
cloth as this may discolor it or reduce its gloss. Be sure to blot up the moisture
using a soft dry cloth.
<METAL BRACELET>
・Clean the watch bracelet with a soft toothbrush dipped in water or soapy
water.

28,800振動／時間
平均日差※

３．精度

＋５秒〜−３秒

ゼンマイ巻［自動巻（手巻付き）］

４．駆動方式

24石

５．使用石数

26石

19

※

平均日差 ：６姿勢で12日間ムーブメントを固定して測定した日差の平均値
です。
※ご使用になる条件（携帯時間、腕の動き、ゼンマイの巻き上げ具合等）によって
は、上記精度の範囲を超える場合があります。
※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

③静的精度と携帯精度
機械式時計は、同じ時計であっても使われる環境が異なれば精度も違ってきます。
そこで機械式時計の性能・実力をなるべく公平に評価・表示するために、スイスの
クロノメーター検定やグランドセイコー規格検定では、ケース組込み前のムーブメ
ント単体の状態で、製造工場内で人工的に管理された様々な温度・姿勢（向き）の
条件下での進み・遅れを測定します。これを「静的精度」と呼びます。（⇒グラン
ドセイコー規格について詳しくはＰ．23）
したがいまして、グランドセイコー歩度証明書に記載されているデータは、お客様
が実際に携帯使用されたときの進み・遅れ（携帯精度）とは異なる数値なのです。
グランドセイコーの携帯精度は、−１〜＋10秒／日が目安です。通常のご使用状
態で一週間から十日間程度お使いになった際の平均値がこの目安範囲を超えてしま 21
う場合は、調整させていただきます。
＊日本国内のみ。ご購入後２年以内は無償、それ以降は有償。ただしご使用期間が長く、
部品が経年劣化している場合にはご希望の精度に調整できないこともありますので予
めご了承ください。また、精度調整には、精度確認のための実測期間も含まれますので、
通常の修理より時間をいただきます。ご依頼の際に納期を予めご確認ください。
④ 精度に影響を与える要素：その１ ゼンマイの巻上げ量
機械式時計をより良い精度でお使いいただくためには、ゼンマイがなるべく一定し
た強いエネルギーを各部品に供給することが重要です。
ゼンマイがいっぱいに巻き上げられている状態では精度も安定していますが、ゼン
マイがほどけてきて供給されるエネルギーが弱まると精度を制御する部品が外部か

（１）GRAND SEIKO規格

GS検定中でムーブメントがおかれる温度環境のことで、以下
の３温度である。
①38℃
②23℃
③８℃

平均日差
異なる６姿勢で各２日づつ実測した合計12の日差データの平
（Mean daily rate in different 均値のことで、秒／日の単位で示す。
positions）
異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
平均日較差
日差のばらつき（変化量）６データの平均値のことで、秒／
（Mean variation）
日の単位で示す。

2

3

3
項目
6

35
Turn the crown to set the hour and
minute hands to the desired time.
※The mechanism of the mechanical watch is
different from that of the quartz one. To set
the time accurately, first turn the minute
hand 4 to 5 minutes behind of the desired
time and then advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL.
117) is helpful in setting the second hand.
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Push the crown back in to the normal
position in accordance with a time signal
for "00" seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock type,
screw it in completely by turning it
clockwise while pressing it.

Confirm the second hand is moving and pull out the crown to the second click when the
second hand is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot. Advance the hour and minute hands until the
desired date appears. The time is now set for the A.M. period. Keep advancing the
hands until the correct time.

１＝証明書番号
２＝機械番号
３＝機械の固有番号
４＝ケースの固有番号
５＝検定日数
６＝日差のデータ、秒単位
７＝日較差のデータ、秒単位
８＝姿勢
９＝温度
10＝平均日差、秒単位
11＝平均日較差、秒単位
12＝最大日較差、秒単位
13＝水平・垂直の姿勢差、秒単位
14＝最大姿勢偏差、秒単位
15＝第一温度係数、秒単位
16＝第二温度係数、秒単位
17＝復元差、秒単位
18＝検定日

<Parts of your Grand Seiko watch>
2

Minute hand

Hour hand

1998年規格

（s/d）

−3.0 〜 ＋5.0

平均日較差

（s/d）

1.8以下

最大日較差

（s/d）

4.0以下

水平垂直差

（s/d）

−6.0 〜 ＋8.0

最大姿勢偏差

（s/d）

8.0以下

第一温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

第二温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

復元差

（s/d）

−5.0 〜 ＋5.0

⑤

2. 3 HANDS WITH DATE (cal. 9S55)

新GS規格

単位

平均日差

※The mechanism of the mechanical watch is different from that of the quartz one. To set the time
accurately, first turn the minute hand 4 to 5 minutes behind of the desired time and then
advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL. 117) is helpful in setting the second hand.

（２）歩度証明書の読みかた
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9S55
３針（時、分、秒）・日

■GRAND SEIKO級について

項目名

Ｃ

9S51
３針（時、分、秒）

WATER RESIST 20 BAR

（３）用語説明

Ａ

種

２．振動数

■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH

機械式時計は、現在広く一般的に普及しているクオーツ時計とはまったく違った特性
があります。次にいくつかのポイントを挙げますので、ぜひご一読の上ご理解いただ
き、機械式時計を毎日より良い性能でお使いいただくためにお役立て下さい。
①機械式時計の仕組み
クオーツ時計は、電池からの電力を水晶とICによって非常に正確な信号に変換す
ることで時計の精度を電子的に制御しています。
機械式時計は、ゼンマイの力を動力にして、小さな金属部品が物理的に働き合い、
ヒゲゼンマイなどの微細な部品の調節によって精度をコントロールする機構です。
これらの微細な部品は、温度や重力、衝撃などの外部環境や、携帯時間やゼンマイ
の巻上げ量といった使用状況の影響を受けやすく、それが「一日に何秒」といった
時計の進み・遅れとして現れてきます。
②機械式時計の精度は平均日差
クオーツ時計の精度は月差±15秒や年差±10秒というように、月や年単位で表さ
れます。これは、一ヶ月あるいは一年を通して使った場合にトータルの精度誤差が
どの位であるか、ということを示しています。
これに対し機械式時計の精度は、
「平均日差」と表現するのが一般的です。
機械式時計の精度は様々な条件を受けて毎日微妙に変化し、一定していないのが普
通です。そこで、進み・遅れは一日のみで判断せず、一週間から十日間程度の期間
の平均値から判断するのです。

機
１．機能

the watch.
Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance

■機械式時計の精度について

20

■製品仕様

CAUTION
●WATER RESISTANCE

It is necessary to adjust the date at the end of
February and 30-day month.

⑥

検定姿勢数

６姿勢

検定温度

８，23，38℃

検定日数

17日間

⑦

⑧

⑨

歩度証明書は、ム
ーブメント単体で
測定した出荷時の
静的精度を記載し
ているものです。
紛失および修理・
調整後の歩度証明
書の再発行はいた
しません。

<To set the time and date>
1

Date
5

6

6

37

①
②

Turn the crown until the previous date appears.
For example, if today is the 6th of the month, first set the date to "5".

③
④

・Do not set the date between 10:00p.m. and 1:00a.m. Otherwise, the date may
not change properly.

Crown

36
Second hand

The watch is provided with a date function
and is so designed that the date changes
once every 24 hours.
The date changes around 12 o'clock
midnight. If AM/PM is not properly set,
the date will change at 12 o'clock noon.

First, set the date. Pull out the crown to
the first click.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.

23

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

25

22

らの影響を受けやすくなり、精度も不安定になるのです。
安定した精度を得るためには、できるだけ一日一回は一定の時刻にゼンマイを充分
巻き上げることをお勧めします。
⑤ 精度に影響を与える要素：その２ 温度の影響
機械式時計を構成する部品は金属製なので、温度の変化によって微妙に膨張・収縮
します。高温時には機械式時計の精度を制御する部品が伸び、動きもやや緩慢にな
りますので、一般的に精度は遅れがちになります。低温時には逆の理由で、進みが
ちになります。真夏や真冬の極端に寒暖が激しい季節には、以上のような条件をご
理解のうえで機械式時計の精度をみることが肝要です。
⑥ 精度に影響を与える要素：その３ 姿勢（時計の向き）による差
機械式時計の精度を制御する部品は、地球の重力からも影響を受けています。つま
り時計を水平にしたときや、12時側や竜頭を上にして縦にしたとき等、すべての
姿勢（時計の向き）の違いによって進み・遅れが変わるのです。
したがって機械式時計を実際にお使いになる場合、腕に着用しているときと夜間等
に腕から外して置いておくときでも精度は違ってきますが、この両方を含んだもの
が「携帯精度」です。
時計を腕に着用しないときは、置きかたによって着用中に生じた精度の誤差をある
程度補正できます。様々な向きをお試しになり、ご自分の時計に合う置き方を見つ
けてください。

<Date adjustment at the end of the month>

4

6

Push the crown back in to the
normal position in accordance
with a time signal for "00"
seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock
type, screw it in completely by
turning it clockwise while
pressing it.

EXAMPLE: To adjust the date in the A.M. period on
the first day of a month following a 30day month
①The watch displays "31" instead of "1". Pull out the
crown to the first click.
If the crown is of the screw lock type, unscrew the
crown by turning it counterclockwise, and then
pull it out.
②Turn the crown clockwise to set the date to "1"
and then push it back to the normal position.
If the crown is of the screw lock type, screw it in
completely by turning it clockwise while pressing
it.

・Check the dial or case back of your watch for the water resistant quality, and then
see the table below.
・Do not turn or pull out the crown when the watch is wet, as water may get inside
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a
b
a
b
a
b

a

・Do not set the date between 10:00p.m. and
1:00a.m. Otherwise, the date may not
change properly.

b

a
b

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

Suitable for swimming, yachting Suitable for shallow
and other aquatic sports as wellas
for works closely associated with diving without a heavy
breathingapparatus.
water such as kitchen work,
watening and fishing.

Genuine
Genuine diving
diving using using heliumgas.
scuba.

Water resistance
（3 bar）

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

Water resistance
（5 bar）

◯

◯

×

×

×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
WATER RESIST 10 BAR

◯

◯

◯

×

×

No indication, or
WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

No water resistance

Ｂ

歩度証明書に記載されている内容と意味

日差
（Daily rates）
日較差
（Variation of the daily rates）

１日当たりの進み・遅れの実測値のこと
秒／日の単位で示す
同一条件（姿勢・温度・ゼンマイ巻き上げ量）での日差のば
らつき（変化量）のことで、秒／日の単位で示す

姿勢
（Positions）

GS検定中で静置されるムーブメントの姿勢のことで、以下の
６姿勢がISO3158で定義されている。
①水平・文字板上（Horizontal, Dial Up：DU）
②水平・文字板下（Horizontal, Dial Down：DD）
③垂直・３時上（Vertical,３ O'clock UP：３U）
④垂直・６時上（Vertical,６ O'clock UP：６U）
⑤垂直・９時上（Vertical,９ O'clock UP：９U）
⑥垂直・12時上（Vertical, 12 O'clock UP：12U）
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Ｄ

E
F

温度
（Temperatures）

CAUTION

CAUTION

●RASH AND ALLERGY

●CARE OF YOUR WATCH

・Adjust the bracelet and band so that there will be a little clearance between the
bracelet or band and your wrist to avoid accumulation of perspiration.
・If you are constitutionally predisposed to rash, the band may cause you to
develop a rash or an itch depending on your physical condition.
・The possible cause of the rash are as follows:
1. Allergy to metals or leathers
2. Rust, dust or perspiration on the watch or band
・If you develop any skin reactions, take off the watch and consult a doctor
immediately.

・The case and bracelet touch the skin directly just as underwear. If they are left
dirty, the edge of a sleeve may be stained with rust of those who have a
delicate skin may have a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture with
a soft cloth. This will prevent the watch from being soiled, adding to the life of
the gasket.
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<LEATHER BAND>
・When removing moisture from a leather band, do not rub the band with the
cloth as this may discolor it or reduce its gloss. Be sure to blot up the moisture
using a soft dry cloth.
<METAL BRACELET>
・Clean the watch bracelet with a soft toothbrush dipped in water or soapy
water.

28,800振動／時間
平均日差※

３．精度

＋５秒〜−３秒

ゼンマイ巻［自動巻（手巻付き）］

４．駆動方式

24石

５．使用石数

26石

19

※

平均日差 ：６姿勢で12日間ムーブメントを固定して測定した日差の平均値
です。
※ご使用になる条件（携帯時間、腕の動き、ゼンマイの巻き上げ具合等）によって
は、上記精度の範囲を超える場合があります。
※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

③静的精度と携帯精度
機械式時計は、同じ時計であっても使われる環境が異なれば精度も違ってきます。
そこで機械式時計の性能・実力をなるべく公平に評価・表示するために、スイスの
クロノメーター検定やグランドセイコー規格検定では、ケース組込み前のムーブメ
ント単体の状態で、製造工場内で人工的に管理された様々な温度・姿勢（向き）の
条件下での進み・遅れを測定します。これを「静的精度」と呼びます。（⇒グラン
ドセイコー規格について詳しくはＰ．23）
したがいまして、グランドセイコー歩度証明書に記載されているデータは、お客様
が実際に携帯使用されたときの進み・遅れ（携帯精度）とは異なる数値なのです。
グランドセイコーの携帯精度は、−１〜＋10秒／日が目安です。通常のご使用状
態で一週間から十日間程度お使いになった際の平均値がこの目安範囲を超えてしま 21
う場合は、調整させていただきます。
＊日本国内のみ。ご購入後２年以内は無償、それ以降は有償。ただしご使用期間が長く、
部品が経年劣化している場合にはご希望の精度に調整できないこともありますので予
めご了承ください。また、精度調整には、精度確認のための実測期間も含まれますので、
通常の修理より時間をいただきます。ご依頼の際に納期を予めご確認ください。
④ 精度に影響を与える要素：その１ ゼンマイの巻上げ量
機械式時計をより良い精度でお使いいただくためには、ゼンマイがなるべく一定し
た強いエネルギーを各部品に供給することが重要です。
ゼンマイがいっぱいに巻き上げられている状態では精度も安定していますが、ゼン
マイがほどけてきて供給されるエネルギーが弱まると精度を制御する部品が外部か

（１）GRAND SEIKO規格

GS検定中でムーブメントがおかれる温度環境のことで、以下
の３温度である。
①38℃
②23℃
③８℃

平均日差
異なる６姿勢で各２日づつ実測した合計12の日差データの平
（Mean daily rate in different 均値のことで、秒／日の単位で示す。
positions）
異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
平均日較差
日差のばらつき（変化量）６データの平均値のことで、秒／
（Mean variation）
日の単位で示す。

2

3

3
項目
6

35
Turn the crown to set the hour and
minute hands to the desired time.
※The mechanism of the mechanical watch is
different from that of the quartz one. To set
the time accurately, first turn the minute
hand 4 to 5 minutes behind of the desired
time and then advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL.
117) is helpful in setting the second hand.
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Push the crown back in to the normal
position in accordance with a time signal
for "00" seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock type,
screw it in completely by turning it
clockwise while pressing it.

Confirm the second hand is moving and pull out the crown to the second click when the
second hand is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot. Advance the hour and minute hands until the
desired date appears. The time is now set for the A.M. period. Keep advancing the
hands until the correct time.

１＝証明書番号
２＝機械番号
３＝機械の固有番号
４＝ケースの固有番号
５＝検定日数
６＝日差のデータ、秒単位
７＝日較差のデータ、秒単位
８＝姿勢
９＝温度
10＝平均日差、秒単位
11＝平均日較差、秒単位
12＝最大日較差、秒単位
13＝水平・垂直の姿勢差、秒単位
14＝最大姿勢偏差、秒単位
15＝第一温度係数、秒単位
16＝第二温度係数、秒単位
17＝復元差、秒単位
18＝検定日

<Parts of your Grand Seiko watch>
2

Minute hand

Hour hand

1998年規格

（s/d）

−3.0 〜 ＋5.0

平均日較差

（s/d）

1.8以下

最大日較差

（s/d）

4.0以下

水平垂直差

（s/d）

−6.0 〜 ＋8.0

最大姿勢偏差

（s/d）

8.0以下

第一温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

第二温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

復元差

（s/d）

−5.0 〜 ＋5.0

⑤

2. 3 HANDS WITH DATE (cal. 9S55)

新GS規格

単位

平均日差

※The mechanism of the mechanical watch is different from that of the quartz one. To set the time
accurately, first turn the minute hand 4 to 5 minutes behind of the desired time and then
advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL. 117) is helpful in setting the second hand.

（２）歩度証明書の読みかた

24

9S55
３針（時、分、秒）・日

■GRAND SEIKO級について

項目名

Ｃ

9S51
３針（時、分、秒）

WATER RESIST 20 BAR

（３）用語説明

Ａ

種

２．振動数

■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH

機械式時計は、現在広く一般的に普及しているクオーツ時計とはまったく違った特性
があります。次にいくつかのポイントを挙げますので、ぜひご一読の上ご理解いただ
き、機械式時計を毎日より良い性能でお使いいただくためにお役立て下さい。
①機械式時計の仕組み
クオーツ時計は、電池からの電力を水晶とICによって非常に正確な信号に変換す
ることで時計の精度を電子的に制御しています。
機械式時計は、ゼンマイの力を動力にして、小さな金属部品が物理的に働き合い、
ヒゲゼンマイなどの微細な部品の調節によって精度をコントロールする機構です。
これらの微細な部品は、温度や重力、衝撃などの外部環境や、携帯時間やゼンマイ
の巻上げ量といった使用状況の影響を受けやすく、それが「一日に何秒」といった
時計の進み・遅れとして現れてきます。
②機械式時計の精度は平均日差
クオーツ時計の精度は月差±15秒や年差±10秒というように、月や年単位で表さ
れます。これは、一ヶ月あるいは一年を通して使った場合にトータルの精度誤差が
どの位であるか、ということを示しています。
これに対し機械式時計の精度は、
「平均日差」と表現するのが一般的です。
機械式時計の精度は様々な条件を受けて毎日微妙に変化し、一定していないのが普
通です。そこで、進み・遅れは一日のみで判断せず、一週間から十日間程度の期間
の平均値から判断するのです。

機
１．機能

the watch.
Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance

■機械式時計の精度について

20

■製品仕様

CAUTION
●WATER RESISTANCE

It is necessary to adjust the date at the end of
February and 30-day month.

⑥

検定姿勢数

６姿勢

検定温度

８，23，38℃

検定日数

17日間

⑦

⑧

⑨

歩度証明書は、ム
ーブメント単体で
測定した出荷時の
静的精度を記載し
ているものです。
紛失および修理・
調整後の歩度証明
書の再発行はいた
しません。

<To set the time and date>
1

Date
5

6

6

37

①
②

Turn the crown until the previous date appears.
For example, if today is the 6th of the month, first set the date to "5".

③
④

・Do not set the date between 10:00p.m. and 1:00a.m. Otherwise, the date may
not change properly.

Crown

36
Second hand

The watch is provided with a date function
and is so designed that the date changes
once every 24 hours.
The date changes around 12 o'clock
midnight. If AM/PM is not properly set,
the date will change at 12 o'clock noon.

First, set the date. Pull out the crown to
the first click.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.
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⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

25

22

らの影響を受けやすくなり、精度も不安定になるのです。
安定した精度を得るためには、できるだけ一日一回は一定の時刻にゼンマイを充分
巻き上げることをお勧めします。
⑤ 精度に影響を与える要素：その２ 温度の影響
機械式時計を構成する部品は金属製なので、温度の変化によって微妙に膨張・収縮
します。高温時には機械式時計の精度を制御する部品が伸び、動きもやや緩慢にな
りますので、一般的に精度は遅れがちになります。低温時には逆の理由で、進みが
ちになります。真夏や真冬の極端に寒暖が激しい季節には、以上のような条件をご
理解のうえで機械式時計の精度をみることが肝要です。
⑥ 精度に影響を与える要素：その３ 姿勢（時計の向き）による差
機械式時計の精度を制御する部品は、地球の重力からも影響を受けています。つま
り時計を水平にしたときや、12時側や竜頭を上にして縦にしたとき等、すべての
姿勢（時計の向き）の違いによって進み・遅れが変わるのです。
したがって機械式時計を実際にお使いになる場合、腕に着用しているときと夜間等
に腕から外して置いておくときでも精度は違ってきますが、この両方を含んだもの
が「携帯精度」です。
時計を腕に着用しないときは、置きかたによって着用中に生じた精度の誤差をある
程度補正できます。様々な向きをお試しになり、ご自分の時計に合う置き方を見つ
けてください。

<Date adjustment at the end of the month>

4

6

Push the crown back in to the
normal position in accordance
with a time signal for "00"
seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock
type, screw it in completely by
turning it clockwise while
pressing it.

EXAMPLE: To adjust the date in the A.M. period on
the first day of a month following a 30day month
①The watch displays "31" instead of "1". Pull out the
crown to the first click.
If the crown is of the screw lock type, unscrew the
crown by turning it counterclockwise, and then
pull it out.
②Turn the crown clockwise to set the date to "1"
and then push it back to the normal position.
If the crown is of the screw lock type, screw it in
completely by turning it clockwise while pressing
it.

・Check the dial or case back of your watch for the water resistant quality, and then
see the table below.
・Do not turn or pull out the crown when the watch is wet, as water may get inside
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a
b
a
b
a
b

a

・Do not set the date between 10:00p.m. and
1:00a.m. Otherwise, the date may not
change properly.

b

a
b

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

Suitable for swimming, yachting Suitable for shallow
and other aquatic sports as wellas
for works closely associated with diving without a heavy
breathingapparatus.
water such as kitchen work,
watening and fishing.

Genuine
Genuine diving
diving using using heliumgas.
scuba.

Water resistance
（3 bar）

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

Water resistance
（5 bar）

◯

◯

×

×

×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
WATER RESIST 10 BAR

◯

◯

◯

×

×

No indication, or
WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

No water resistance

Ｂ

歩度証明書に記載されている内容と意味

日差
（Daily rates）
日較差
（Variation of the daily rates）

１日当たりの進み・遅れの実測値のこと
秒／日の単位で示す
同一条件（姿勢・温度・ゼンマイ巻き上げ量）での日差のば
らつき（変化量）のことで、秒／日の単位で示す

姿勢
（Positions）

GS検定中で静置されるムーブメントの姿勢のことで、以下の
６姿勢がISO3158で定義されている。
①水平・文字板上（Horizontal, Dial Up：DU）
②水平・文字板下（Horizontal, Dial Down：DD）
③垂直・３時上（Vertical,３ O'clock UP：３U）
④垂直・６時上（Vertical,６ O'clock UP：６U）
⑤垂直・９時上（Vertical,９ O'clock UP：９U）
⑥垂直・12時上（Vertical, 12 O'clock UP：12U）
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Ｄ

E
F

温度
（Temperatures）

CAUTION

CAUTION

●RASH AND ALLERGY

●CARE OF YOUR WATCH

・Adjust the bracelet and band so that there will be a little clearance between the
bracelet or band and your wrist to avoid accumulation of perspiration.
・If you are constitutionally predisposed to rash, the band may cause you to
develop a rash or an itch depending on your physical condition.
・The possible cause of the rash are as follows:
1. Allergy to metals or leathers
2. Rust, dust or perspiration on the watch or band
・If you develop any skin reactions, take off the watch and consult a doctor
immediately.

・The case and bracelet touch the skin directly just as underwear. If they are left
dirty, the edge of a sleeve may be stained with rust of those who have a
delicate skin may have a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture with
a soft cloth. This will prevent the watch from being soiled, adding to the life of
the gasket.
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<LEATHER BAND>
・When removing moisture from a leather band, do not rub the band with the
cloth as this may discolor it or reduce its gloss. Be sure to blot up the moisture
using a soft dry cloth.
<METAL BRACELET>
・Clean the watch bracelet with a soft toothbrush dipped in water or soapy
water.

28,800振動／時間
平均日差※

３．精度

＋５秒〜−３秒

ゼンマイ巻［自動巻（手巻付き）］

４．駆動方式

24石

５．使用石数

26石

19

※

平均日差 ：６姿勢で12日間ムーブメントを固定して測定した日差の平均値
です。
※ご使用になる条件（携帯時間、腕の動き、ゼンマイの巻き上げ具合等）によって
は、上記精度の範囲を超える場合があります。
※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

③静的精度と携帯精度
機械式時計は、同じ時計であっても使われる環境が異なれば精度も違ってきます。
そこで機械式時計の性能・実力をなるべく公平に評価・表示するために、スイスの
クロノメーター検定やグランドセイコー規格検定では、ケース組込み前のムーブメ
ント単体の状態で、製造工場内で人工的に管理された様々な温度・姿勢（向き）の
条件下での進み・遅れを測定します。これを「静的精度」と呼びます。（⇒グラン
ドセイコー規格について詳しくはＰ．23）
したがいまして、グランドセイコー歩度証明書に記載されているデータは、お客様
が実際に携帯使用されたときの進み・遅れ（携帯精度）とは異なる数値なのです。
グランドセイコーの携帯精度は、−１〜＋10秒／日が目安です。通常のご使用状
態で一週間から十日間程度お使いになった際の平均値がこの目安範囲を超えてしま 21
う場合は、調整させていただきます。
＊日本国内のみ。ご購入後２年以内は無償、それ以降は有償。ただしご使用期間が長く、
部品が経年劣化している場合にはご希望の精度に調整できないこともありますので予
めご了承ください。また、精度調整には、精度確認のための実測期間も含まれますので、
通常の修理より時間をいただきます。ご依頼の際に納期を予めご確認ください。
④ 精度に影響を与える要素：その１ ゼンマイの巻上げ量
機械式時計をより良い精度でお使いいただくためには、ゼンマイがなるべく一定し
た強いエネルギーを各部品に供給することが重要です。
ゼンマイがいっぱいに巻き上げられている状態では精度も安定していますが、ゼン
マイがほどけてきて供給されるエネルギーが弱まると精度を制御する部品が外部か

（１）GRAND SEIKO規格

GS検定中でムーブメントがおかれる温度環境のことで、以下
の３温度である。
①38℃
②23℃
③８℃

平均日差
異なる６姿勢で各２日づつ実測した合計12の日差データの平
（Mean daily rate in different 均値のことで、秒／日の単位で示す。
positions）
異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
平均日較差
日差のばらつき（変化量）６データの平均値のことで、秒／
（Mean variation）
日の単位で示す。

2

3

3
項目
6

35
Turn the crown to set the hour and
minute hands to the desired time.
※The mechanism of the mechanical watch is
different from that of the quartz one. To set
the time accurately, first turn the minute
hand 4 to 5 minutes behind of the desired
time and then advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL.
117) is helpful in setting the second hand.
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Push the crown back in to the normal
position in accordance with a time signal
for "00" seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock type,
screw it in completely by turning it
clockwise while pressing it.

Confirm the second hand is moving and pull out the crown to the second click when the
second hand is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot. Advance the hour and minute hands until the
desired date appears. The time is now set for the A.M. period. Keep advancing the
hands until the correct time.

１＝証明書番号
２＝機械番号
３＝機械の固有番号
４＝ケースの固有番号
５＝検定日数
６＝日差のデータ、秒単位
７＝日較差のデータ、秒単位
８＝姿勢
９＝温度
10＝平均日差、秒単位
11＝平均日較差、秒単位
12＝最大日較差、秒単位
13＝水平・垂直の姿勢差、秒単位
14＝最大姿勢偏差、秒単位
15＝第一温度係数、秒単位
16＝第二温度係数、秒単位
17＝復元差、秒単位
18＝検定日

<Parts of your Grand Seiko watch>
2

Minute hand

Hour hand

1998年規格

（s/d）

−3.0 〜 ＋5.0

平均日較差

（s/d）

1.8以下

最大日較差

（s/d）

4.0以下

水平垂直差

（s/d）

−6.0 〜 ＋8.0

最大姿勢偏差

（s/d）

8.0以下

第一温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

第二温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

復元差

（s/d）

−5.0 〜 ＋5.0

⑤

2. 3 HANDS WITH DATE (cal. 9S55)

新GS規格

単位

平均日差

※The mechanism of the mechanical watch is different from that of the quartz one. To set the time
accurately, first turn the minute hand 4 to 5 minutes behind of the desired time and then
advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL. 117) is helpful in setting the second hand.

（２）歩度証明書の読みかた
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9S55
３針（時、分、秒）・日

■GRAND SEIKO級について

項目名

Ｃ

9S51
３針（時、分、秒）

WATER RESIST 20 BAR

（３）用語説明

Ａ

種

２．振動数

■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH

機械式時計は、現在広く一般的に普及しているクオーツ時計とはまったく違った特性
があります。次にいくつかのポイントを挙げますので、ぜひご一読の上ご理解いただ
き、機械式時計を毎日より良い性能でお使いいただくためにお役立て下さい。
①機械式時計の仕組み
クオーツ時計は、電池からの電力を水晶とICによって非常に正確な信号に変換す
ることで時計の精度を電子的に制御しています。
機械式時計は、ゼンマイの力を動力にして、小さな金属部品が物理的に働き合い、
ヒゲゼンマイなどの微細な部品の調節によって精度をコントロールする機構です。
これらの微細な部品は、温度や重力、衝撃などの外部環境や、携帯時間やゼンマイ
の巻上げ量といった使用状況の影響を受けやすく、それが「一日に何秒」といった
時計の進み・遅れとして現れてきます。
②機械式時計の精度は平均日差
クオーツ時計の精度は月差±15秒や年差±10秒というように、月や年単位で表さ
れます。これは、一ヶ月あるいは一年を通して使った場合にトータルの精度誤差が
どの位であるか、ということを示しています。
これに対し機械式時計の精度は、
「平均日差」と表現するのが一般的です。
機械式時計の精度は様々な条件を受けて毎日微妙に変化し、一定していないのが普
通です。そこで、進み・遅れは一日のみで判断せず、一週間から十日間程度の期間
の平均値から判断するのです。

機
１．機能

the watch.
Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance

■機械式時計の精度について

20

■製品仕様

CAUTION
●WATER RESISTANCE

It is necessary to adjust the date at the end of
February and 30-day month.

⑥

検定姿勢数

６姿勢

検定温度

８，23，38℃

検定日数

17日間

⑦

⑧

⑨

歩度証明書は、ム
ーブメント単体で
測定した出荷時の
静的精度を記載し
ているものです。
紛失および修理・
調整後の歩度証明
書の再発行はいた
しません。

<To set the time and date>
1

Date
5

6

6

37

①
②

Turn the crown until the previous date appears.
For example, if today is the 6th of the month, first set the date to "5".

③
④

・Do not set the date between 10:00p.m. and 1:00a.m. Otherwise, the date may
not change properly.

Crown

36
Second hand

The watch is provided with a date function
and is so designed that the date changes
once every 24 hours.
The date changes around 12 o'clock
midnight. If AM/PM is not properly set,
the date will change at 12 o'clock noon.

First, set the date. Pull out the crown to
the first click.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.

23

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

25

22

らの影響を受けやすくなり、精度も不安定になるのです。
安定した精度を得るためには、できるだけ一日一回は一定の時刻にゼンマイを充分
巻き上げることをお勧めします。
⑤ 精度に影響を与える要素：その２ 温度の影響
機械式時計を構成する部品は金属製なので、温度の変化によって微妙に膨張・収縮
します。高温時には機械式時計の精度を制御する部品が伸び、動きもやや緩慢にな
りますので、一般的に精度は遅れがちになります。低温時には逆の理由で、進みが
ちになります。真夏や真冬の極端に寒暖が激しい季節には、以上のような条件をご
理解のうえで機械式時計の精度をみることが肝要です。
⑥ 精度に影響を与える要素：その３ 姿勢（時計の向き）による差
機械式時計の精度を制御する部品は、地球の重力からも影響を受けています。つま
り時計を水平にしたときや、12時側や竜頭を上にして縦にしたとき等、すべての
姿勢（時計の向き）の違いによって進み・遅れが変わるのです。
したがって機械式時計を実際にお使いになる場合、腕に着用しているときと夜間等
に腕から外して置いておくときでも精度は違ってきますが、この両方を含んだもの
が「携帯精度」です。
時計を腕に着用しないときは、置きかたによって着用中に生じた精度の誤差をある
程度補正できます。様々な向きをお試しになり、ご自分の時計に合う置き方を見つ
けてください。

<Date adjustment at the end of the month>

4

6

Push the crown back in to the
normal position in accordance
with a time signal for "00"
seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock
type, screw it in completely by
turning it clockwise while
pressing it.

EXAMPLE: To adjust the date in the A.M. period on
the first day of a month following a 30day month
①The watch displays "31" instead of "1". Pull out the
crown to the first click.
If the crown is of the screw lock type, unscrew the
crown by turning it counterclockwise, and then
pull it out.
②Turn the crown clockwise to set the date to "1"
and then push it back to the normal position.
If the crown is of the screw lock type, screw it in
completely by turning it clockwise while pressing
it.

・Check the dial or case back of your watch for the water resistant quality, and then
see the table below.
・Do not turn or pull out the crown when the watch is wet, as water may get inside
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a
b
a
b
a
b

a

・Do not set the date between 10:00p.m. and
1:00a.m. Otherwise, the date may not
change properly.

b

a
b

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

Suitable for swimming, yachting Suitable for shallow
and other aquatic sports as wellas
for works closely associated with diving without a heavy
breathingapparatus.
water such as kitchen work,
watening and fishing.

Genuine
Genuine diving
diving using using heliumgas.
scuba.

Water resistance
（3 bar）

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

Water resistance
（5 bar）

◯

◯

×

×

×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
WATER RESIST 10 BAR

◯

◯

◯

×

×

No indication, or
WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

No water resistance

Ｂ

歩度証明書に記載されている内容と意味

日差
（Daily rates）
日較差
（Variation of the daily rates）

１日当たりの進み・遅れの実測値のこと
秒／日の単位で示す
同一条件（姿勢・温度・ゼンマイ巻き上げ量）での日差のば
らつき（変化量）のことで、秒／日の単位で示す

姿勢
（Positions）

GS検定中で静置されるムーブメントの姿勢のことで、以下の
６姿勢がISO3158で定義されている。
①水平・文字板上（Horizontal, Dial Up：DU）
②水平・文字板下（Horizontal, Dial Down：DD）
③垂直・３時上（Vertical,３ O'clock UP：３U）
④垂直・６時上（Vertical,６ O'clock UP：６U）
⑤垂直・９時上（Vertical,９ O'clock UP：９U）
⑥垂直・12時上（Vertical, 12 O'clock UP：12U）
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Ｄ

E
F

温度
（Temperatures）

CAUTION

CAUTION

●RASH AND ALLERGY

●CARE OF YOUR WATCH

・Adjust the bracelet and band so that there will be a little clearance between the
bracelet or band and your wrist to avoid accumulation of perspiration.
・If you are constitutionally predisposed to rash, the band may cause you to
develop a rash or an itch depending on your physical condition.
・The possible cause of the rash are as follows:
1. Allergy to metals or leathers
2. Rust, dust or perspiration on the watch or band
・If you develop any skin reactions, take off the watch and consult a doctor
immediately.

・The case and bracelet touch the skin directly just as underwear. If they are left
dirty, the edge of a sleeve may be stained with rust of those who have a
delicate skin may have a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture with
a soft cloth. This will prevent the watch from being soiled, adding to the life of
the gasket.
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<LEATHER BAND>
・When removing moisture from a leather band, do not rub the band with the
cloth as this may discolor it or reduce its gloss. Be sure to blot up the moisture
using a soft dry cloth.
<METAL BRACELET>
・Clean the watch bracelet with a soft toothbrush dipped in water or soapy
water.

28,800振動／時間
平均日差※

３．精度

＋５秒〜−３秒

ゼンマイ巻［自動巻（手巻付き）］

４．駆動方式

24石

５．使用石数

26石
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※

平均日差 ：６姿勢で12日間ムーブメントを固定して測定した日差の平均値
です。
※ご使用になる条件（携帯時間、腕の動き、ゼンマイの巻き上げ具合等）によって
は、上記精度の範囲を超える場合があります。
※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

③静的精度と携帯精度
機械式時計は、同じ時計であっても使われる環境が異なれば精度も違ってきます。
そこで機械式時計の性能・実力をなるべく公平に評価・表示するために、スイスの
クロノメーター検定やグランドセイコー規格検定では、ケース組込み前のムーブメ
ント単体の状態で、製造工場内で人工的に管理された様々な温度・姿勢（向き）の
条件下での進み・遅れを測定します。これを「静的精度」と呼びます。（⇒グラン
ドセイコー規格について詳しくはＰ．23）
したがいまして、グランドセイコー歩度証明書に記載されているデータは、お客様
が実際に携帯使用されたときの進み・遅れ（携帯精度）とは異なる数値なのです。
グランドセイコーの携帯精度は、−１〜＋10秒／日が目安です。通常のご使用状
態で一週間から十日間程度お使いになった際の平均値がこの目安範囲を超えてしま 21
う場合は、調整させていただきます。
＊日本国内のみ。ご購入後２年以内は無償、それ以降は有償。ただしご使用期間が長く、
部品が経年劣化している場合にはご希望の精度に調整できないこともありますので予
めご了承ください。また、精度調整には、精度確認のための実測期間も含まれますので、
通常の修理より時間をいただきます。ご依頼の際に納期を予めご確認ください。
④ 精度に影響を与える要素：その１ ゼンマイの巻上げ量
機械式時計をより良い精度でお使いいただくためには、ゼンマイがなるべく一定し
た強いエネルギーを各部品に供給することが重要です。
ゼンマイがいっぱいに巻き上げられている状態では精度も安定していますが、ゼン
マイがほどけてきて供給されるエネルギーが弱まると精度を制御する部品が外部か

（１）GRAND SEIKO規格

GS検定中でムーブメントがおかれる温度環境のことで、以下
の３温度である。
①38℃
②23℃
③８℃

平均日差
異なる６姿勢で各２日づつ実測した合計12の日差データの平
（Mean daily rate in different 均値のことで、秒／日の単位で示す。
positions）
異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
平均日較差
日差のばらつき（変化量）６データの平均値のことで、秒／
（Mean variation）
日の単位で示す。

2

3

3
項目
6

35
Turn the crown to set the hour and
minute hands to the desired time.
※The mechanism of the mechanical watch is
different from that of the quartz one. To set
the time accurately, first turn the minute
hand 4 to 5 minutes behind of the desired
time and then advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL.
117) is helpful in setting the second hand.
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Push the crown back in to the normal
position in accordance with a time signal
for "00" seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock type,
screw it in completely by turning it
clockwise while pressing it.

Confirm the second hand is moving and pull out the crown to the second click when the
second hand is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot. Advance the hour and minute hands until the
desired date appears. The time is now set for the A.M. period. Keep advancing the
hands until the correct time.

１＝証明書番号
２＝機械番号
３＝機械の固有番号
４＝ケースの固有番号
５＝検定日数
６＝日差のデータ、秒単位
７＝日較差のデータ、秒単位
８＝姿勢
９＝温度
10＝平均日差、秒単位
11＝平均日較差、秒単位
12＝最大日較差、秒単位
13＝水平・垂直の姿勢差、秒単位
14＝最大姿勢偏差、秒単位
15＝第一温度係数、秒単位
16＝第二温度係数、秒単位
17＝復元差、秒単位
18＝検定日

<Parts of your Grand Seiko watch>
2

Minute hand

Hour hand

1998年規格

（s/d）

−3.0 〜 ＋5.0

平均日較差

（s/d）

1.8以下

最大日較差

（s/d）

4.0以下

水平垂直差

（s/d）

−6.0 〜 ＋8.0

最大姿勢偏差

（s/d）

8.0以下

第一温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

第二温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

復元差

（s/d）

−5.0 〜 ＋5.0

⑤

2. 3 HANDS WITH DATE (cal. 9S55)

新GS規格

単位

平均日差

※The mechanism of the mechanical watch is different from that of the quartz one. To set the time
accurately, first turn the minute hand 4 to 5 minutes behind of the desired time and then
advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL. 117) is helpful in setting the second hand.

（２）歩度証明書の読みかた
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9S55
３針（時、分、秒）・日

■GRAND SEIKO級について

項目名

Ｃ

9S51
３針（時、分、秒）

WATER RESIST 20 BAR

（３）用語説明

Ａ

種

２．振動数

■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH

機械式時計は、現在広く一般的に普及しているクオーツ時計とはまったく違った特性
があります。次にいくつかのポイントを挙げますので、ぜひご一読の上ご理解いただ
き、機械式時計を毎日より良い性能でお使いいただくためにお役立て下さい。
①機械式時計の仕組み
クオーツ時計は、電池からの電力を水晶とICによって非常に正確な信号に変換す
ることで時計の精度を電子的に制御しています。
機械式時計は、ゼンマイの力を動力にして、小さな金属部品が物理的に働き合い、
ヒゲゼンマイなどの微細な部品の調節によって精度をコントロールする機構です。
これらの微細な部品は、温度や重力、衝撃などの外部環境や、携帯時間やゼンマイ
の巻上げ量といった使用状況の影響を受けやすく、それが「一日に何秒」といった
時計の進み・遅れとして現れてきます。
②機械式時計の精度は平均日差
クオーツ時計の精度は月差±15秒や年差±10秒というように、月や年単位で表さ
れます。これは、一ヶ月あるいは一年を通して使った場合にトータルの精度誤差が
どの位であるか、ということを示しています。
これに対し機械式時計の精度は、
「平均日差」と表現するのが一般的です。
機械式時計の精度は様々な条件を受けて毎日微妙に変化し、一定していないのが普
通です。そこで、進み・遅れは一日のみで判断せず、一週間から十日間程度の期間
の平均値から判断するのです。

機
１．機能

the watch.
Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance

■機械式時計の精度について

20

■製品仕様

CAUTION
●WATER RESISTANCE

It is necessary to adjust the date at the end of
February and 30-day month.

⑥

検定姿勢数

６姿勢

検定温度

８，23，38℃

検定日数

17日間

⑦

⑧

⑨

歩度証明書は、ム
ーブメント単体で
測定した出荷時の
静的精度を記載し
ているものです。
紛失および修理・
調整後の歩度証明
書の再発行はいた
しません。

<To set the time and date>
1

Date
5

6

6

37

①
②

Turn the crown until the previous date appears.
For example, if today is the 6th of the month, first set the date to "5".

③
④

・Do not set the date between 10:00p.m. and 1:00a.m. Otherwise, the date may
not change properly.

Crown

36
Second hand

The watch is provided with a date function
and is so designed that the date changes
once every 24 hours.
The date changes around 12 o'clock
midnight. If AM/PM is not properly set,
the date will change at 12 o'clock noon.

First, set the date. Pull out the crown to
the first click.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.

23

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

25

22

らの影響を受けやすくなり、精度も不安定になるのです。
安定した精度を得るためには、できるだけ一日一回は一定の時刻にゼンマイを充分
巻き上げることをお勧めします。
⑤ 精度に影響を与える要素：その２ 温度の影響
機械式時計を構成する部品は金属製なので、温度の変化によって微妙に膨張・収縮
します。高温時には機械式時計の精度を制御する部品が伸び、動きもやや緩慢にな
りますので、一般的に精度は遅れがちになります。低温時には逆の理由で、進みが
ちになります。真夏や真冬の極端に寒暖が激しい季節には、以上のような条件をご
理解のうえで機械式時計の精度をみることが肝要です。
⑥ 精度に影響を与える要素：その３ 姿勢（時計の向き）による差
機械式時計の精度を制御する部品は、地球の重力からも影響を受けています。つま
り時計を水平にしたときや、12時側や竜頭を上にして縦にしたとき等、すべての
姿勢（時計の向き）の違いによって進み・遅れが変わるのです。
したがって機械式時計を実際にお使いになる場合、腕に着用しているときと夜間等
に腕から外して置いておくときでも精度は違ってきますが、この両方を含んだもの
が「携帯精度」です。
時計を腕に着用しないときは、置きかたによって着用中に生じた精度の誤差をある
程度補正できます。様々な向きをお試しになり、ご自分の時計に合う置き方を見つ
けてください。

<Date adjustment at the end of the month>

4

6

Push the crown back in to the
normal position in accordance
with a time signal for "00"
seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock
type, screw it in completely by
turning it clockwise while
pressing it.

EXAMPLE: To adjust the date in the A.M. period on
the first day of a month following a 30day month
①The watch displays "31" instead of "1". Pull out the
crown to the first click.
If the crown is of the screw lock type, unscrew the
crown by turning it counterclockwise, and then
pull it out.
②Turn the crown clockwise to set the date to "1"
and then push it back to the normal position.
If the crown is of the screw lock type, screw it in
completely by turning it clockwise while pressing
it.

・Check the dial or case back of your watch for the water resistant quality, and then
see the table below.
・Do not turn or pull out the crown when the watch is wet, as water may get inside
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a
b
a
b
a
b

a

・Do not set the date between 10:00p.m. and
1:00a.m. Otherwise, the date may not
change properly.

b

a
b

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

Suitable for swimming, yachting Suitable for shallow
and other aquatic sports as wellas
for works closely associated with diving without a heavy
breathingapparatus.
water such as kitchen work,
watening and fishing.

Genuine
Genuine diving
diving using using heliumgas.
scuba.

Water resistance
（3 bar）

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

Water resistance
（5 bar）

◯

◯

×

×

×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
WATER RESIST 10 BAR

◯

◯

◯

×

×

No indication, or
WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

No water resistance

Ｂ

歩度証明書に記載されている内容と意味

日差
（Daily rates）
日較差
（Variation of the daily rates）

１日当たりの進み・遅れの実測値のこと
秒／日の単位で示す
同一条件（姿勢・温度・ゼンマイ巻き上げ量）での日差のば
らつき（変化量）のことで、秒／日の単位で示す

姿勢
（Positions）

GS検定中で静置されるムーブメントの姿勢のことで、以下の
６姿勢がISO3158で定義されている。
①水平・文字板上（Horizontal, Dial Up：DU）
②水平・文字板下（Horizontal, Dial Down：DD）
③垂直・３時上（Vertical,３ O'clock UP：３U）
④垂直・６時上（Vertical,６ O'clock UP：６U）
⑤垂直・９時上（Vertical,９ O'clock UP：９U）
⑥垂直・12時上（Vertical, 12 O'clock UP：12U）

26

Ｄ

E
F

温度
（Temperatures）

CAUTION

CAUTION

●RASH AND ALLERGY

●CARE OF YOUR WATCH

・Adjust the bracelet and band so that there will be a little clearance between the
bracelet or band and your wrist to avoid accumulation of perspiration.
・If you are constitutionally predisposed to rash, the band may cause you to
develop a rash or an itch depending on your physical condition.
・The possible cause of the rash are as follows:
1. Allergy to metals or leathers
2. Rust, dust or perspiration on the watch or band
・If you develop any skin reactions, take off the watch and consult a doctor
immediately.

・The case and bracelet touch the skin directly just as underwear. If they are left
dirty, the edge of a sleeve may be stained with rust of those who have a
delicate skin may have a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture with
a soft cloth. This will prevent the watch from being soiled, adding to the life of
the gasket.
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<LEATHER BAND>
・When removing moisture from a leather band, do not rub the band with the
cloth as this may discolor it or reduce its gloss. Be sure to blot up the moisture
using a soft dry cloth.
<METAL BRACELET>
・Clean the watch bracelet with a soft toothbrush dipped in water or soapy
water.

28,800振動／時間
平均日差※

３．精度

＋５秒〜−３秒

ゼンマイ巻［自動巻（手巻付き）］

４．駆動方式

24石

５．使用石数

26石

19

※

平均日差 ：６姿勢で12日間ムーブメントを固定して測定した日差の平均値
です。
※ご使用になる条件（携帯時間、腕の動き、ゼンマイの巻き上げ具合等）によって
は、上記精度の範囲を超える場合があります。
※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

③静的精度と携帯精度
機械式時計は、同じ時計であっても使われる環境が異なれば精度も違ってきます。
そこで機械式時計の性能・実力をなるべく公平に評価・表示するために、スイスの
クロノメーター検定やグランドセイコー規格検定では、ケース組込み前のムーブメ
ント単体の状態で、製造工場内で人工的に管理された様々な温度・姿勢（向き）の
条件下での進み・遅れを測定します。これを「静的精度」と呼びます。（⇒グラン
ドセイコー規格について詳しくはＰ．23）
したがいまして、グランドセイコー歩度証明書に記載されているデータは、お客様
が実際に携帯使用されたときの進み・遅れ（携帯精度）とは異なる数値なのです。
グランドセイコーの携帯精度は、−１〜＋10秒／日が目安です。通常のご使用状
態で一週間から十日間程度お使いになった際の平均値がこの目安範囲を超えてしま 21
う場合は、調整させていただきます。
＊日本国内のみ。ご購入後２年以内は無償、それ以降は有償。ただしご使用期間が長く、
部品が経年劣化している場合にはご希望の精度に調整できないこともありますので予
めご了承ください。また、精度調整には、精度確認のための実測期間も含まれますので、
通常の修理より時間をいただきます。ご依頼の際に納期を予めご確認ください。
④ 精度に影響を与える要素：その１ ゼンマイの巻上げ量
機械式時計をより良い精度でお使いいただくためには、ゼンマイがなるべく一定し
た強いエネルギーを各部品に供給することが重要です。
ゼンマイがいっぱいに巻き上げられている状態では精度も安定していますが、ゼン
マイがほどけてきて供給されるエネルギーが弱まると精度を制御する部品が外部か

（１）GRAND SEIKO規格

GS検定中でムーブメントがおかれる温度環境のことで、以下
の３温度である。
①38℃
②23℃
③８℃

平均日差
異なる６姿勢で各２日づつ実測した合計12の日差データの平
（Mean daily rate in different 均値のことで、秒／日の単位で示す。
positions）
異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
平均日較差
日差のばらつき（変化量）６データの平均値のことで、秒／
（Mean variation）
日の単位で示す。

2

3

3
項目
6

35
Turn the crown to set the hour and
minute hands to the desired time.
※The mechanism of the mechanical watch is
different from that of the quartz one. To set
the time accurately, first turn the minute
hand 4 to 5 minutes behind of the desired
time and then advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL.
117) is helpful in setting the second hand.
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Push the crown back in to the normal
position in accordance with a time signal
for "00" seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock type,
screw it in completely by turning it
clockwise while pressing it.

Confirm the second hand is moving and pull out the crown to the second click when the
second hand is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot. Advance the hour and minute hands until the
desired date appears. The time is now set for the A.M. period. Keep advancing the
hands until the correct time.

１＝証明書番号
２＝機械番号
３＝機械の固有番号
４＝ケースの固有番号
５＝検定日数
６＝日差のデータ、秒単位
７＝日較差のデータ、秒単位
８＝姿勢
９＝温度
10＝平均日差、秒単位
11＝平均日較差、秒単位
12＝最大日較差、秒単位
13＝水平・垂直の姿勢差、秒単位
14＝最大姿勢偏差、秒単位
15＝第一温度係数、秒単位
16＝第二温度係数、秒単位
17＝復元差、秒単位
18＝検定日

<Parts of your Grand Seiko watch>
2

Minute hand

Hour hand

1998年規格

（s/d）

−3.0 〜 ＋5.0

平均日較差

（s/d）

1.8以下

最大日較差

（s/d）

4.0以下

水平垂直差

（s/d）

−6.0 〜 ＋8.0

最大姿勢偏差

（s/d）

8.0以下

第一温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

第二温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

復元差

（s/d）

−5.0 〜 ＋5.0

⑤

2. 3 HANDS WITH DATE (cal. 9S55)

新GS規格

単位

平均日差

※The mechanism of the mechanical watch is different from that of the quartz one. To set the time
accurately, first turn the minute hand 4 to 5 minutes behind of the desired time and then
advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL. 117) is helpful in setting the second hand.

（２）歩度証明書の読みかた
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9S55
３針（時、分、秒）・日

■GRAND SEIKO級について

項目名

Ｃ

9S51
３針（時、分、秒）

WATER RESIST 20 BAR

（３）用語説明

Ａ

種

２．振動数

■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH

機械式時計は、現在広く一般的に普及しているクオーツ時計とはまったく違った特性
があります。次にいくつかのポイントを挙げますので、ぜひご一読の上ご理解いただ
き、機械式時計を毎日より良い性能でお使いいただくためにお役立て下さい。
①機械式時計の仕組み
クオーツ時計は、電池からの電力を水晶とICによって非常に正確な信号に変換す
ることで時計の精度を電子的に制御しています。
機械式時計は、ゼンマイの力を動力にして、小さな金属部品が物理的に働き合い、
ヒゲゼンマイなどの微細な部品の調節によって精度をコントロールする機構です。
これらの微細な部品は、温度や重力、衝撃などの外部環境や、携帯時間やゼンマイ
の巻上げ量といった使用状況の影響を受けやすく、それが「一日に何秒」といった
時計の進み・遅れとして現れてきます。
②機械式時計の精度は平均日差
クオーツ時計の精度は月差±15秒や年差±10秒というように、月や年単位で表さ
れます。これは、一ヶ月あるいは一年を通して使った場合にトータルの精度誤差が
どの位であるか、ということを示しています。
これに対し機械式時計の精度は、
「平均日差」と表現するのが一般的です。
機械式時計の精度は様々な条件を受けて毎日微妙に変化し、一定していないのが普
通です。そこで、進み・遅れは一日のみで判断せず、一週間から十日間程度の期間
の平均値から判断するのです。

機
１．機能

the watch.
Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance

■機械式時計の精度について

20

■製品仕様

CAUTION
●WATER RESISTANCE

It is necessary to adjust the date at the end of
February and 30-day month.

⑥

検定姿勢数

６姿勢

検定温度

８，23，38℃

検定日数

17日間

⑦

⑧

⑨

歩度証明書は、ム
ーブメント単体で
測定した出荷時の
静的精度を記載し
ているものです。
紛失および修理・
調整後の歩度証明
書の再発行はいた
しません。

<To set the time and date>
1

Date
5

6

6

37

①
②

Turn the crown until the previous date appears.
For example, if today is the 6th of the month, first set the date to "5".

③
④

・Do not set the date between 10:00p.m. and 1:00a.m. Otherwise, the date may
not change properly.

Crown

36
Second hand

The watch is provided with a date function
and is so designed that the date changes
once every 24 hours.
The date changes around 12 o'clock
midnight. If AM/PM is not properly set,
the date will change at 12 o'clock noon.

First, set the date. Pull out the crown to
the first click.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.
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⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

25

22

らの影響を受けやすくなり、精度も不安定になるのです。
安定した精度を得るためには、できるだけ一日一回は一定の時刻にゼンマイを充分
巻き上げることをお勧めします。
⑤ 精度に影響を与える要素：その２ 温度の影響
機械式時計を構成する部品は金属製なので、温度の変化によって微妙に膨張・収縮
します。高温時には機械式時計の精度を制御する部品が伸び、動きもやや緩慢にな
りますので、一般的に精度は遅れがちになります。低温時には逆の理由で、進みが
ちになります。真夏や真冬の極端に寒暖が激しい季節には、以上のような条件をご
理解のうえで機械式時計の精度をみることが肝要です。
⑥ 精度に影響を与える要素：その３ 姿勢（時計の向き）による差
機械式時計の精度を制御する部品は、地球の重力からも影響を受けています。つま
り時計を水平にしたときや、12時側や竜頭を上にして縦にしたとき等、すべての
姿勢（時計の向き）の違いによって進み・遅れが変わるのです。
したがって機械式時計を実際にお使いになる場合、腕に着用しているときと夜間等
に腕から外して置いておくときでも精度は違ってきますが、この両方を含んだもの
が「携帯精度」です。
時計を腕に着用しないときは、置きかたによって着用中に生じた精度の誤差をある
程度補正できます。様々な向きをお試しになり、ご自分の時計に合う置き方を見つ
けてください。

<Date adjustment at the end of the month>

4

6

Push the crown back in to the
normal position in accordance
with a time signal for "00"
seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock
type, screw it in completely by
turning it clockwise while
pressing it.

EXAMPLE: To adjust the date in the A.M. period on
the first day of a month following a 30day month
①The watch displays "31" instead of "1". Pull out the
crown to the first click.
If the crown is of the screw lock type, unscrew the
crown by turning it counterclockwise, and then
pull it out.
②Turn the crown clockwise to set the date to "1"
and then push it back to the normal position.
If the crown is of the screw lock type, screw it in
completely by turning it clockwise while pressing
it.

・Check the dial or case back of your watch for the water resistant quality, and then
see the table below.
・Do not turn or pull out the crown when the watch is wet, as water may get inside
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a
b
a
b
a
b

a

・Do not set the date between 10:00p.m. and
1:00a.m. Otherwise, the date may not
change properly.

b

a
b

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

Suitable for swimming, yachting Suitable for shallow
and other aquatic sports as wellas
for works closely associated with diving without a heavy
breathingapparatus.
water such as kitchen work,
watening and fishing.

Genuine
Genuine diving
diving using using heliumgas.
scuba.

Water resistance
（3 bar）

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

Water resistance
（5 bar）

◯

◯

×

×

×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
WATER RESIST 10 BAR

◯

◯

◯

×

×

No indication, or
WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

No water resistance

Ｂ

歩度証明書に記載されている内容と意味

日差
（Daily rates）
日較差
（Variation of the daily rates）

１日当たりの進み・遅れの実測値のこと
秒／日の単位で示す
同一条件（姿勢・温度・ゼンマイ巻き上げ量）での日差のば
らつき（変化量）のことで、秒／日の単位で示す

姿勢
（Positions）

GS検定中で静置されるムーブメントの姿勢のことで、以下の
６姿勢がISO3158で定義されている。
①水平・文字板上（Horizontal, Dial Up：DU）
②水平・文字板下（Horizontal, Dial Down：DD）
③垂直・３時上（Vertical,３ O'clock UP：３U）
④垂直・６時上（Vertical,６ O'clock UP：６U）
⑤垂直・９時上（Vertical,９ O'clock UP：９U）
⑥垂直・12時上（Vertical, 12 O'clock UP：12U）
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Ｄ

E
F

温度
（Temperatures）

CAUTION

CAUTION

●RASH AND ALLERGY

●CARE OF YOUR WATCH

・Adjust the bracelet and band so that there will be a little clearance between the
bracelet or band and your wrist to avoid accumulation of perspiration.
・If you are constitutionally predisposed to rash, the band may cause you to
develop a rash or an itch depending on your physical condition.
・The possible cause of the rash are as follows:
1. Allergy to metals or leathers
2. Rust, dust or perspiration on the watch or band
・If you develop any skin reactions, take off the watch and consult a doctor
immediately.

・The case and bracelet touch the skin directly just as underwear. If they are left
dirty, the edge of a sleeve may be stained with rust of those who have a
delicate skin may have a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture with
a soft cloth. This will prevent the watch from being soiled, adding to the life of
the gasket.
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<LEATHER BAND>
・When removing moisture from a leather band, do not rub the band with the
cloth as this may discolor it or reduce its gloss. Be sure to blot up the moisture
using a soft dry cloth.
<METAL BRACELET>
・Clean the watch bracelet with a soft toothbrush dipped in water or soapy
water.

28,800振動／時間
平均日差※

３．精度

＋５秒〜−３秒

ゼンマイ巻［自動巻（手巻付き）］

４．駆動方式

24石

５．使用石数

26石

19

※

平均日差 ：６姿勢で12日間ムーブメントを固定して測定した日差の平均値
です。
※ご使用になる条件（携帯時間、腕の動き、ゼンマイの巻き上げ具合等）によって
は、上記精度の範囲を超える場合があります。
※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

③静的精度と携帯精度
機械式時計は、同じ時計であっても使われる環境が異なれば精度も違ってきます。
そこで機械式時計の性能・実力をなるべく公平に評価・表示するために、スイスの
クロノメーター検定やグランドセイコー規格検定では、ケース組込み前のムーブメ
ント単体の状態で、製造工場内で人工的に管理された様々な温度・姿勢（向き）の
条件下での進み・遅れを測定します。これを「静的精度」と呼びます。（⇒グラン
ドセイコー規格について詳しくはＰ．23）
したがいまして、グランドセイコー歩度証明書に記載されているデータは、お客様
が実際に携帯使用されたときの進み・遅れ（携帯精度）とは異なる数値なのです。
グランドセイコーの携帯精度は、−１〜＋10秒／日が目安です。通常のご使用状
態で一週間から十日間程度お使いになった際の平均値がこの目安範囲を超えてしま 21
う場合は、調整させていただきます。
＊日本国内のみ。ご購入後２年以内は無償、それ以降は有償。ただしご使用期間が長く、
部品が経年劣化している場合にはご希望の精度に調整できないこともありますので予
めご了承ください。また、精度調整には、精度確認のための実測期間も含まれますので、
通常の修理より時間をいただきます。ご依頼の際に納期を予めご確認ください。
④ 精度に影響を与える要素：その１ ゼンマイの巻上げ量
機械式時計をより良い精度でお使いいただくためには、ゼンマイがなるべく一定し
た強いエネルギーを各部品に供給することが重要です。
ゼンマイがいっぱいに巻き上げられている状態では精度も安定していますが、ゼン
マイがほどけてきて供給されるエネルギーが弱まると精度を制御する部品が外部か

（１）GRAND SEIKO規格

GS検定中でムーブメントがおかれる温度環境のことで、以下
の３温度である。
①38℃
②23℃
③８℃

平均日差
異なる６姿勢で各２日づつ実測した合計12の日差データの平
（Mean daily rate in different 均値のことで、秒／日の単位で示す。
positions）
異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
平均日較差
日差のばらつき（変化量）６データの平均値のことで、秒／
（Mean variation）
日の単位で示す。

2

3

3
項目
6

35
Turn the crown to set the hour and
minute hands to the desired time.
※The mechanism of the mechanical watch is
different from that of the quartz one. To set
the time accurately, first turn the minute
hand 4 to 5 minutes behind of the desired
time and then advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL.
117) is helpful in setting the second hand.
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Push the crown back in to the normal
position in accordance with a time signal
for "00" seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock type,
screw it in completely by turning it
clockwise while pressing it.

Confirm the second hand is moving and pull out the crown to the second click when the
second hand is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot. Advance the hour and minute hands until the
desired date appears. The time is now set for the A.M. period. Keep advancing the
hands until the correct time.

１＝証明書番号
２＝機械番号
３＝機械の固有番号
４＝ケースの固有番号
５＝検定日数
６＝日差のデータ、秒単位
７＝日較差のデータ、秒単位
８＝姿勢
９＝温度
10＝平均日差、秒単位
11＝平均日較差、秒単位
12＝最大日較差、秒単位
13＝水平・垂直の姿勢差、秒単位
14＝最大姿勢偏差、秒単位
15＝第一温度係数、秒単位
16＝第二温度係数、秒単位
17＝復元差、秒単位
18＝検定日

<Parts of your Grand Seiko watch>
2

Minute hand

Hour hand

1998年規格

（s/d）

−3.0 〜 ＋5.0

平均日較差

（s/d）

1.8以下

最大日較差

（s/d）

4.0以下

水平垂直差

（s/d）

−6.0 〜 ＋8.0

最大姿勢偏差

（s/d）

8.0以下

第一温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

第二温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

復元差

（s/d）

−5.0 〜 ＋5.0

⑤

2. 3 HANDS WITH DATE (cal. 9S55)

新GS規格

単位

平均日差

※The mechanism of the mechanical watch is different from that of the quartz one. To set the time
accurately, first turn the minute hand 4 to 5 minutes behind of the desired time and then
advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL. 117) is helpful in setting the second hand.

（２）歩度証明書の読みかた
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9S55
３針（時、分、秒）・日

■GRAND SEIKO級について

項目名

Ｃ

9S51
３針（時、分、秒）

WATER RESIST 20 BAR

（３）用語説明

Ａ

種

２．振動数

■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH

機械式時計は、現在広く一般的に普及しているクオーツ時計とはまったく違った特性
があります。次にいくつかのポイントを挙げますので、ぜひご一読の上ご理解いただ
き、機械式時計を毎日より良い性能でお使いいただくためにお役立て下さい。
①機械式時計の仕組み
クオーツ時計は、電池からの電力を水晶とICによって非常に正確な信号に変換す
ることで時計の精度を電子的に制御しています。
機械式時計は、ゼンマイの力を動力にして、小さな金属部品が物理的に働き合い、
ヒゲゼンマイなどの微細な部品の調節によって精度をコントロールする機構です。
これらの微細な部品は、温度や重力、衝撃などの外部環境や、携帯時間やゼンマイ
の巻上げ量といった使用状況の影響を受けやすく、それが「一日に何秒」といった
時計の進み・遅れとして現れてきます。
②機械式時計の精度は平均日差
クオーツ時計の精度は月差±15秒や年差±10秒というように、月や年単位で表さ
れます。これは、一ヶ月あるいは一年を通して使った場合にトータルの精度誤差が
どの位であるか、ということを示しています。
これに対し機械式時計の精度は、
「平均日差」と表現するのが一般的です。
機械式時計の精度は様々な条件を受けて毎日微妙に変化し、一定していないのが普
通です。そこで、進み・遅れは一日のみで判断せず、一週間から十日間程度の期間
の平均値から判断するのです。

機
１．機能

the watch.
Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance

■機械式時計の精度について

20

■製品仕様

CAUTION
●WATER RESISTANCE

It is necessary to adjust the date at the end of
February and 30-day month.

⑥

検定姿勢数

６姿勢

検定温度

８，23，38℃

検定日数

17日間

⑦

⑧

⑨

歩度証明書は、ム
ーブメント単体で
測定した出荷時の
静的精度を記載し
ているものです。
紛失および修理・
調整後の歩度証明
書の再発行はいた
しません。

<To set the time and date>
1

Date
5

6

6
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①
②

Turn the crown until the previous date appears.
For example, if today is the 6th of the month, first set the date to "5".

③
④

・Do not set the date between 10:00p.m. and 1:00a.m. Otherwise, the date may
not change properly.

Crown

36
Second hand

The watch is provided with a date function
and is so designed that the date changes
once every 24 hours.
The date changes around 12 o'clock
midnight. If AM/PM is not properly set,
the date will change at 12 o'clock noon.

First, set the date. Pull out the crown to
the first click.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.

23

⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱

25
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らの影響を受けやすくなり、精度も不安定になるのです。
安定した精度を得るためには、できるだけ一日一回は一定の時刻にゼンマイを充分
巻き上げることをお勧めします。
⑤ 精度に影響を与える要素：その２ 温度の影響
機械式時計を構成する部品は金属製なので、温度の変化によって微妙に膨張・収縮
します。高温時には機械式時計の精度を制御する部品が伸び、動きもやや緩慢にな
りますので、一般的に精度は遅れがちになります。低温時には逆の理由で、進みが
ちになります。真夏や真冬の極端に寒暖が激しい季節には、以上のような条件をご
理解のうえで機械式時計の精度をみることが肝要です。
⑥ 精度に影響を与える要素：その３ 姿勢（時計の向き）による差
機械式時計の精度を制御する部品は、地球の重力からも影響を受けています。つま
り時計を水平にしたときや、12時側や竜頭を上にして縦にしたとき等、すべての
姿勢（時計の向き）の違いによって進み・遅れが変わるのです。
したがって機械式時計を実際にお使いになる場合、腕に着用しているときと夜間等
に腕から外して置いておくときでも精度は違ってきますが、この両方を含んだもの
が「携帯精度」です。
時計を腕に着用しないときは、置きかたによって着用中に生じた精度の誤差をある
程度補正できます。様々な向きをお試しになり、ご自分の時計に合う置き方を見つ
けてください。

<Date adjustment at the end of the month>

4

6

Push the crown back in to the
normal position in accordance
with a time signal for "00"
seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock
type, screw it in completely by
turning it clockwise while
pressing it.

EXAMPLE: To adjust the date in the A.M. period on
the first day of a month following a 30day month
①The watch displays "31" instead of "1". Pull out the
crown to the first click.
If the crown is of the screw lock type, unscrew the
crown by turning it counterclockwise, and then
pull it out.
②Turn the crown clockwise to set the date to "1"
and then push it back to the normal position.
If the crown is of the screw lock type, screw it in
completely by turning it clockwise while pressing
it.

・Check the dial or case back of your watch for the water resistant quality, and then
see the table below.
・Do not turn or pull out the crown when the watch is wet, as water may get inside
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a
b
a
b
a
b

a

・Do not set the date between 10:00p.m. and
1:00a.m. Otherwise, the date may not
change properly.

b

a
b

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

Suitable for swimming, yachting Suitable for shallow
and other aquatic sports as wellas
for works closely associated with diving without a heavy
breathingapparatus.
water such as kitchen work,
watening and fishing.

Genuine
Genuine diving
diving using using heliumgas.
scuba.

Water resistance
（3 bar）

×
◯

×
×

×
×

×
×

×
×

Water resistance
（5 bar）

◯

◯

×

×

×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
WATER RESIST 10 BAR

◯

◯

◯

×

×

No indication, or
WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）

◯

◯

◯

×

×

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

No water resistance

Ｂ

歩度証明書に記載されている内容と意味

日差
（Daily rates）
日較差
（Variation of the daily rates）

１日当たりの進み・遅れの実測値のこと
秒／日の単位で示す
同一条件（姿勢・温度・ゼンマイ巻き上げ量）での日差のば
らつき（変化量）のことで、秒／日の単位で示す

姿勢
（Positions）

GS検定中で静置されるムーブメントの姿勢のことで、以下の
６姿勢がISO3158で定義されている。
①水平・文字板上（Horizontal, Dial Up：DU）
②水平・文字板下（Horizontal, Dial Down：DD）
③垂直・３時上（Vertical,３ O'clock UP：３U）
④垂直・６時上（Vertical,６ O'clock UP：６U）
⑤垂直・９時上（Vertical,９ O'clock UP：９U）
⑥垂直・12時上（Vertical, 12 O'clock UP：12U）
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Ｄ

E
F

温度
（Temperatures）

CAUTION

CAUTION

●RASH AND ALLERGY

●CARE OF YOUR WATCH

・Adjust the bracelet and band so that there will be a little clearance between the
bracelet or band and your wrist to avoid accumulation of perspiration.
・If you are constitutionally predisposed to rash, the band may cause you to
develop a rash or an itch depending on your physical condition.
・The possible cause of the rash are as follows:
1. Allergy to metals or leathers
2. Rust, dust or perspiration on the watch or band
・If you develop any skin reactions, take off the watch and consult a doctor
immediately.

・The case and bracelet touch the skin directly just as underwear. If they are left
dirty, the edge of a sleeve may be stained with rust of those who have a
delicate skin may have a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture with
a soft cloth. This will prevent the watch from being soiled, adding to the life of
the gasket.
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<LEATHER BAND>
・When removing moisture from a leather band, do not rub the band with the
cloth as this may discolor it or reduce its gloss. Be sure to blot up the moisture
using a soft dry cloth.
<METAL BRACELET>
・Clean the watch bracelet with a soft toothbrush dipped in water or soapy
water.

28,800振動／時間
平均日差※

３．精度

＋５秒〜−３秒

ゼンマイ巻［自動巻（手巻付き）］

４．駆動方式

24石

５．使用石数

26石

19

※

平均日差 ：６姿勢で12日間ムーブメントを固定して測定した日差の平均値
です。
※ご使用になる条件（携帯時間、腕の動き、ゼンマイの巻き上げ具合等）によって
は、上記精度の範囲を超える場合があります。
※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

③静的精度と携帯精度
機械式時計は、同じ時計であっても使われる環境が異なれば精度も違ってきます。
そこで機械式時計の性能・実力をなるべく公平に評価・表示するために、スイスの
クロノメーター検定やグランドセイコー規格検定では、ケース組込み前のムーブメ
ント単体の状態で、製造工場内で人工的に管理された様々な温度・姿勢（向き）の
条件下での進み・遅れを測定します。これを「静的精度」と呼びます。（⇒グラン
ドセイコー規格について詳しくはＰ．23）
したがいまして、グランドセイコー歩度証明書に記載されているデータは、お客様
が実際に携帯使用されたときの進み・遅れ（携帯精度）とは異なる数値なのです。
グランドセイコーの携帯精度は、−１〜＋10秒／日が目安です。通常のご使用状
態で一週間から十日間程度お使いになった際の平均値がこの目安範囲を超えてしま 21
う場合は、調整させていただきます。
＊日本国内のみ。ご購入後２年以内は無償、それ以降は有償。ただしご使用期間が長く、
部品が経年劣化している場合にはご希望の精度に調整できないこともありますので予
めご了承ください。また、精度調整には、精度確認のための実測期間も含まれますので、
通常の修理より時間をいただきます。ご依頼の際に納期を予めご確認ください。
④ 精度に影響を与える要素：その１ ゼンマイの巻上げ量
機械式時計をより良い精度でお使いいただくためには、ゼンマイがなるべく一定し
た強いエネルギーを各部品に供給することが重要です。
ゼンマイがいっぱいに巻き上げられている状態では精度も安定していますが、ゼン
マイがほどけてきて供給されるエネルギーが弱まると精度を制御する部品が外部か

（１）GRAND SEIKO規格

GS検定中でムーブメントがおかれる温度環境のことで、以下
の３温度である。
①38℃
②23℃
③８℃

平均日差
異なる６姿勢で各２日づつ実測した合計12の日差データの平
（Mean daily rate in different 均値のことで、秒／日の単位で示す。
positions）
異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
平均日較差
日差のばらつき（変化量）６データの平均値のことで、秒／
（Mean variation）
日の単位で示す。

2

3

3
項目
6
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Turn the crown to set the hour and
minute hands to the desired time.
※The mechanism of the mechanical watch is
different from that of the quartz one. To set
the time accurately, first turn the minute
hand 4 to 5 minutes behind of the desired
time and then advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL.
117) is helpful in setting the second hand.
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Push the crown back in to the normal
position in accordance with a time signal
for "00" seconds. The second hand will
start moving immediately.
If the crown is of the screw lock type,
screw it in completely by turning it
clockwise while pressing it.

Confirm the second hand is moving and pull out the crown to the second click when the
second hand is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot. Advance the hour and minute hands until the
desired date appears. The time is now set for the A.M. period. Keep advancing the
hands until the correct time.

１＝証明書番号
２＝機械番号
３＝機械の固有番号
４＝ケースの固有番号
５＝検定日数
６＝日差のデータ、秒単位
７＝日較差のデータ、秒単位
８＝姿勢
９＝温度
10＝平均日差、秒単位
11＝平均日較差、秒単位
12＝最大日較差、秒単位
13＝水平・垂直の姿勢差、秒単位
14＝最大姿勢偏差、秒単位
15＝第一温度係数、秒単位
16＝第二温度係数、秒単位
17＝復元差、秒単位
18＝検定日

<Parts of your Grand Seiko watch>
2

Minute hand

Hour hand

1998年規格

（s/d）

−3.0 〜 ＋5.0

平均日較差

（s/d）

1.8以下

最大日較差

（s/d）

4.0以下

水平垂直差

（s/d）

−6.0 〜 ＋8.0

最大姿勢偏差

（s/d）

8.0以下

第一温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

第二温度係数

（s/d/℃）

−0.5 〜 ＋0.5

復元差

（s/d）

−5.0 〜 ＋5.0

⑤

2. 3 HANDS WITH DATE (cal. 9S55)

新GS規格

単位

平均日差

※The mechanism of the mechanical watch is different from that of the quartz one. To set the time
accurately, first turn the minute hand 4 to 5 minutes behind of the desired time and then
advance it to the correct time.
※The telephone time signal service (TEL. 117) is helpful in setting the second hand.

（２）歩度証明書の読みかた
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9S55
３針（時、分、秒）・日

■GRAND SEIKO級について

項目名

Ｃ

9S51
３針（時、分、秒）

WATER RESIST 20 BAR

（３）用語説明

Ａ

種

２．振動数

■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH

機械式時計は、現在広く一般的に普及しているクオーツ時計とはまったく違った特性
があります。次にいくつかのポイントを挙げますので、ぜひご一読の上ご理解いただ
き、機械式時計を毎日より良い性能でお使いいただくためにお役立て下さい。
①機械式時計の仕組み
クオーツ時計は、電池からの電力を水晶とICによって非常に正確な信号に変換す
ることで時計の精度を電子的に制御しています。
機械式時計は、ゼンマイの力を動力にして、小さな金属部品が物理的に働き合い、
ヒゲゼンマイなどの微細な部品の調節によって精度をコントロールする機構です。
これらの微細な部品は、温度や重力、衝撃などの外部環境や、携帯時間やゼンマイ
の巻上げ量といった使用状況の影響を受けやすく、それが「一日に何秒」といった
時計の進み・遅れとして現れてきます。
②機械式時計の精度は平均日差
クオーツ時計の精度は月差±15秒や年差±10秒というように、月や年単位で表さ
れます。これは、一ヶ月あるいは一年を通して使った場合にトータルの精度誤差が
どの位であるか、ということを示しています。
これに対し機械式時計の精度は、
「平均日差」と表現するのが一般的です。
機械式時計の精度は様々な条件を受けて毎日微妙に変化し、一定していないのが普
通です。そこで、進み・遅れは一日のみで判断せず、一週間から十日間程度の期間
の平均値から判断するのです。

機
１．機能

the watch.
Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance

■機械式時計の精度について
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■製品仕様

CAUTION
●WATER RESISTANCE

It is necessary to adjust the date at the end of
February and 30-day month.

⑥

検定姿勢数

６姿勢

検定温度

８，23，38℃

検定日数

17日間

⑦

⑧

⑨

歩度証明書は、ム
ーブメント単体で
測定した出荷時の
静的精度を記載し
ているものです。
紛失および修理・
調整後の歩度証明
書の再発行はいた
しません。

<To set the time and date>
1

Date
5

6

6
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①
②

Turn the crown until the previous date appears.
For example, if today is the 6th of the month, first set the date to "5".

③
④

・Do not set the date between 10:00p.m. and 1:00a.m. Otherwise, the date may
not change properly.

Crown

36
Second hand

The watch is provided with a date function
and is so designed that the date changes
once every 24 hours.
The date changes around 12 o'clock
midnight. If AM/PM is not properly set,
the date will change at 12 o'clock noon.

First, set the date. Pull out the crown to
the first click.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.
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⑩

⑭
⑮
⑯
⑰

⑪
⑫
⑬
⑱
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To preserve the highest quality of your GRAND SEIKO watch,
please read the instructions in this booklet carefully for its proper
use and care, and keep this booklet for ready reference.
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<To set the time>
1

Minute hand

H hanging position）
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Confirm the second hand is moving and
pull out the crown when the second hand
is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.

Second hand
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・お買い求めいただきましたグランドセイコーは厳重な検査、
調整を行った後、お手元にお届けしております。しかし、取
扱説明書にそった正常なご使用状態で保証期間内に万一、不
具合が生じた場合には保証書をそえて、お買い上げ店へお持
ちください。メーカにて無料で修理、調整させていただきま
す。保証内容は、保証書に記載してあります。
・保証期間経過後の修理およびグランドセイコーについてのご
相談は、お買い上げ店でうけたまわっております。
なお、ご不明な点は58頁の「セイコーウオッチ株式会社お客
様相談室・お客様相談係」へお問い合わせください。

試験初期の12日間の日差と、平均日差との差の最大値。時計

I （Greatest difference between の置き方により、日差がどの程度変化しているかを表し、秒

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING･････････････････････56

・To wind up the watch by turning the crown, turn it clockwise slowly. The
watch cannot be wound by turning the crown counterclockwise.
About 40 turns of the crown will wind up the watch fully. Please note that the
crown can be turned even after the watch is wound up fully.
・Once the watch is wound up fully, it operates about 50 hours. (If the watch is
used without being wound up fully, gain or loss of the watch may result. To
avoid this, wear the watch for more than 10 hours a day.) If the watch is used
without wearing on the wrist ; if it is used on the desk, for example : be sure
to wind it up fully every day at a fixed time.

異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
日差のばらつき（変化量）６データ中の最大値のことで、秒
／日の単位で示す。

垂直・水平差
日常生活で最も使われると想定される２姿勢における日差の
（Difference between flat and 変化を表す。時計を垂直・６時上に置いた場合の２日間の平
均日差と、水平・文字板上に置いた場合の２日間の平均日差
との差で、秒／日の単位で示す。

■TROUBLE SHOOTING ･･････････････････････････････････････46

Crown

■アフターサービスについて

最大日較差

Ｇ （Maximum variation）

■HOW TO USE
※How to use automatic mechanical watch (9S51・9S55)
This is an automatic mechanical watch with manual winding mechanism.

33

32

・If the watch is worn on the wrist, the mainspring will be wound automatically
through normal wrist movement.
It can also be wound up by turning the crown.
・To start the watch after it stops completely, wind it up either by turning the
crown or swinging it from side to side until the second hand starts moving.
Then, set the time and date before wearing the watch on the wrist.

J

the mean daily rate and any ／日の単位で示す。
individual rate）
第一温度係数
同一姿勢（水平・文字板上）において、38℃から８ ℃までの
（First variation of rate per １°環境で１℃あたりの日差の変化を表し、秒／日／℃の単位で
centigrade（ F r o m 3 8 ℃ t o 示す。
8℃））
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第二温度係数
同一姿勢（水平・文字板上）において、38℃から23 ℃までの
（Second variation of rate per 環境で１℃あたりの日差の変化を表し、秒／日／℃の単位で

K １° centigrade（From 38℃ to 示す。
23℃））
復元差

L （Rate-resumption）

検定最後の１日の日差から最初の２日間の平均日差を差し引
いた値で、時計をある一定期間使用後に、日差がどの程度安
定しているかを表し、秒／日の単位で示す。

■補修用性能部品について
・グランドセイコーの補修用性能部品の保有期間は通常10年間
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
原則として修理可能です。（補修用性能部品とは、時計の機
能を維持するのに不可欠な修理用部品です。）
・修理可能な期間はご使用条件によりいちじるしく異なり、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、わからない点がありましたら、「セイコーウオッチ
株式会社お客様相談室・お客様相談係」にお問い合わせくだ
さい。
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To preserve the highest quality of your GRAND SEIKO watch,
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use and care, and keep this booklet for ready reference.
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Confirm the second hand is moving and
pull out the crown when the second hand
is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.

Second hand
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・お買い求めいただきましたグランドセイコーは厳重な検査、
調整を行った後、お手元にお届けしております。しかし、取
扱説明書にそった正常なご使用状態で保証期間内に万一、不
具合が生じた場合には保証書をそえて、お買い上げ店へお持
ちください。メーカにて無料で修理、調整させていただきま
す。保証内容は、保証書に記載してあります。
・保証期間経過後の修理およびグランドセイコーについてのご
相談は、お買い上げ店でうけたまわっております。
なお、ご不明な点は58頁の「セイコーウオッチ株式会社お客
様相談室・お客様相談係」へお問い合わせください。

試験初期の12日間の日差と、平均日差との差の最大値。時計

I （Greatest difference between の置き方により、日差がどの程度変化しているかを表し、秒

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING･････････････････････56

・To wind up the watch by turning the crown, turn it clockwise slowly. The
watch cannot be wound by turning the crown counterclockwise.
About 40 turns of the crown will wind up the watch fully. Please note that the
crown can be turned even after the watch is wound up fully.
・Once the watch is wound up fully, it operates about 50 hours. (If the watch is
used without being wound up fully, gain or loss of the watch may result. To
avoid this, wear the watch for more than 10 hours a day.) If the watch is used
without wearing on the wrist ; if it is used on the desk, for example : be sure
to wind it up fully every day at a fixed time.

異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
日差のばらつき（変化量）６データ中の最大値のことで、秒
／日の単位で示す。

垂直・水平差
日常生活で最も使われると想定される２姿勢における日差の
（Difference between flat and 変化を表す。時計を垂直・６時上に置いた場合の２日間の平
均日差と、水平・文字板上に置いた場合の２日間の平均日差
との差で、秒／日の単位で示す。

■TROUBLE SHOOTING ･･････････････････････････････････････46

Crown

■アフターサービスについて

最大日較差

Ｇ （Maximum variation）

■HOW TO USE
※How to use automatic mechanical watch (9S51・9S55)
This is an automatic mechanical watch with manual winding mechanism.
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・If the watch is worn on the wrist, the mainspring will be wound automatically
through normal wrist movement.
It can also be wound up by turning the crown.
・To start the watch after it stops completely, wind it up either by turning the
crown or swinging it from side to side until the second hand starts moving.
Then, set the time and date before wearing the watch on the wrist.

J

the mean daily rate and any ／日の単位で示す。
individual rate）
第一温度係数
同一姿勢（水平・文字板上）において、38℃から８ ℃までの
（First variation of rate per １°環境で１℃あたりの日差の変化を表し、秒／日／℃の単位で
centigrade（ F r o m 3 8 ℃ t o 示す。
8℃））

27

第二温度係数
同一姿勢（水平・文字板上）において、38℃から23 ℃までの
（Second variation of rate per 環境で１℃あたりの日差の変化を表し、秒／日／℃の単位で

K １° centigrade（From 38℃ to 示す。
23℃））
復元差

L （Rate-resumption）

検定最後の１日の日差から最初の２日間の平均日差を差し引
いた値で、時計をある一定期間使用後に、日差がどの程度安
定しているかを表し、秒／日の単位で示す。

■補修用性能部品について
・グランドセイコーの補修用性能部品の保有期間は通常10年間
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
原則として修理可能です。（補修用性能部品とは、時計の機
能を維持するのに不可欠な修理用部品です。）
・修理可能な期間はご使用条件によりいちじるしく異なり、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、わからない点がありましたら、「セイコーウオッチ
株式会社お客様相談室・お客様相談係」にお問い合わせくだ
さい。
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please read the instructions in this booklet carefully for its proper
use and care, and keep this booklet for ready reference.

1. 3 HANDS WITHOUT DATE (cal. 9S51)
<Parts of your Grand Seiko watch>

■HOW TO USE ･･････････････････････････････････････････････32
■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH ･･････････････40

Hour hand

<To set the time>
1

Minute hand

H hanging position）

■SPECIFICATIONS ･･････････････････････････････････････････47

最大姿勢偏差

■ACCURACY OF MECHANICAL WATCHES ････････････････････48
■GRAND SEIKO STANDARD ･････････････････････････････････51
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34

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS ･･･････････････････････57

Confirm the second hand is moving and
pull out the crown when the second hand
is at the 12 o'clock position.
The second hand will stop on the spot.
If the crown is of the screw lock type,
unscrew the crown by turning it
counterclockwise, and then pull it out.

Second hand
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・お買い求めいただきましたグランドセイコーは厳重な検査、
調整を行った後、お手元にお届けしております。しかし、取
扱説明書にそった正常なご使用状態で保証期間内に万一、不
具合が生じた場合には保証書をそえて、お買い上げ店へお持
ちください。メーカにて無料で修理、調整させていただきま
す。保証内容は、保証書に記載してあります。
・保証期間経過後の修理およびグランドセイコーについてのご
相談は、お買い上げ店でうけたまわっております。
なお、ご不明な点は58頁の「セイコーウオッチ株式会社お客
様相談室・お客様相談係」へお問い合わせください。

試験初期の12日間の日差と、平均日差との差の最大値。時計

I （Greatest difference between の置き方により、日差がどの程度変化しているかを表し、秒

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING･････････････････････56

・To wind up the watch by turning the crown, turn it clockwise slowly. The
watch cannot be wound by turning the crown counterclockwise.
About 40 turns of the crown will wind up the watch fully. Please note that the
crown can be turned even after the watch is wound up fully.
・Once the watch is wound up fully, it operates about 50 hours. (If the watch is
used without being wound up fully, gain or loss of the watch may result. To
avoid this, wear the watch for more than 10 hours a day.) If the watch is used
without wearing on the wrist ; if it is used on the desk, for example : be sure
to wind it up fully every day at a fixed time.

異なる６姿勢で各２日づつ実測した日差の１日目と２日目の
日差のばらつき（変化量）６データ中の最大値のことで、秒
／日の単位で示す。

垂直・水平差
日常生活で最も使われると想定される２姿勢における日差の
（Difference between flat and 変化を表す。時計を垂直・６時上に置いた場合の２日間の平
均日差と、水平・文字板上に置いた場合の２日間の平均日差
との差で、秒／日の単位で示す。

■TROUBLE SHOOTING ･･････････････････････････････････････46

Crown

■アフターサービスについて

最大日較差

Ｇ （Maximum variation）

■HOW TO USE
※How to use automatic mechanical watch (9S51・9S55)
This is an automatic mechanical watch with manual winding mechanism.

33

32

・If the watch is worn on the wrist, the mainspring will be wound automatically
through normal wrist movement.
It can also be wound up by turning the crown.
・To start the watch after it stops completely, wind it up either by turning the
crown or swinging it from side to side until the second hand starts moving.
Then, set the time and date before wearing the watch on the wrist.

J

the mean daily rate and any ／日の単位で示す。
individual rate）
第一温度係数
同一姿勢（水平・文字板上）において、38℃から８ ℃までの
（First variation of rate per １°環境で１℃あたりの日差の変化を表し、秒／日／℃の単位で
centigrade（ F r o m 3 8 ℃ t o 示す。
8℃））
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第二温度係数
同一姿勢（水平・文字板上）において、38℃から23 ℃までの
（Second variation of rate per 環境で１℃あたりの日差の変化を表し、秒／日／℃の単位で

K １° centigrade（From 38℃ to 示す。
23℃））
復元差

L （Rate-resumption）

検定最後の１日の日差から最初の２日間の平均日差を差し引
いた値で、時計をある一定期間使用後に、日差がどの程度安
定しているかを表し、秒／日の単位で示す。

■補修用性能部品について
・グランドセイコーの補修用性能部品の保有期間は通常10年間
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
原則として修理可能です。（補修用性能部品とは、時計の機
能を維持するのに不可欠な修理用部品です。）
・修理可能な期間はご使用条件によりいちじるしく異なり、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、わからない点がありましたら、「セイコーウオッチ
株式会社お客様相談室・お客様相談係」にお問い合わせくだ
さい。
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