■STOPWATCH

●Button operation

Button A
●Activation/deactivation
of the memory recall
function

P/

SP

AR

T

(RESTART OF GAME)

(STOP)

(RESTART)

TIME

STOP-W.

LUMINESCENCE
WATER RESISTANT

M

3DAR

30

LAP

/S P LIT M E M

Button D

O

A

●Changeover of displays

Y
OR

●Button operation

●Activation/deactivation
of the alarm setting
function

●Setting the digits to be
adjusted

Current time
(Hour and Minute and
second)

Button E

LI

RE

T

SE

RECALL

T

ST

SET

AR

T

S

SLECT

Button D

●Changeover of
the display

LIG

HT

SP

●Turning on the illuminating light (Electroluminescent
panel)

●Selection of the digits to
be adjusted
●Engagement/disengagement of the alarm

P/

SP

SE

A / P
(Displayed in the
12-hour indication)

TIME

STOP-W.

on (alarm engagement)
mark

ALARM

ELECTRO

Designated alarm time
(Ex.: 12:00 AM)

D

WATER RESISTANT

M

3DAR

30

Alarm mark

LAP

/S P LIT M E M O

O

RY

ST

AR

T

STOP-W.

●Button operations

E

3DAR

LAP

/S P LIT M E M

D

WATER RESISTANT

30

M

O

●Activation/deactivation
of the TIME/CALENDAR setting function

●Setting the digits

Button E

Date

Month

A

necessary by pressing C .

(RESET)
(Reset to 00 .)

(FINISH)
(STOP)

(3) Press button
◯
A
to set the digits. One
digit is advanced with
each press of the
button.

◯
B
to return to the alarm
display. The alarm
mark and on mark
are
automatically
displayed.
If the stopwatch is left
untouched in the
alarm setting display
with the digits flashing,
it will automatically
return to the alarm
display in 3 minutes.

A

C

(The alarm will not ring.)

●To stop the alarm
＊The alarm rings at the designated time for
20 seconds and stop. To stop it manually,
press button ◯
A , ◯
B , ◯
C , ◯
D or
◯
E .

C

・With each press of ◯
C the stored data are
recalled successively in the following order.
Lap/split No.: (10)・(1)・(2)………(9)

Split time

E
[Alarm engaged]

Alarm
mark

＊With each press of button ◯
C in the time/calendar display,
the hourly time signal is engaged and disengaged, and the
confirmation sound for the button operation is turned on and off
alternately. By keeping buttons ◯
A and ◯
C pressed at
the same time in the time/calendar display, the alarm sound
can be tested.

C

C

[Alarm disengaged]

RE

T

SE

●Selection of the digits to be adjusted

●TIME/CALENDAR display
●Engagement/disengagement of the

C

The hourly time signal
mark is displayed.

＊If the stopwatch is left untouched with the measurement in memory
displayed, the display will automatically return to the measurement in
progress in 30 seconds.

The electroluminescent panel for illumination of the display loses its
luminance as the battery voltage gets lowered.
Also, its luminance level decreases gradually with time.
＊For example, the luminance level decreases by half after the total
time of use of about 500 hours.
When the illuminating light becomes dim, replace the battery with a
new one,
If the illuminating light remains dim after the battery is replaced, have
the electroluminescent panel replaced with a new one by the retailer
from whom the stopwach was purchased, or an AUTHORIZED SEIKO
DEALER. It will be replaced at cost.

The hourly time signal mark
is not displayed.

＊While the hourly time signal mark is displayed, the hourly time
signal rings every hour on the hour and the confirmation sound
beeps with each press of the buttons. When the mark is not
displayed, neither of them rings.
＊If the hourly time signal coincides with the alarm time, the
hourly time signal will not ring.

on
(alarm engagement)
mark

■REMARKS ON THE BATTERY

P/

●Press D to show the TIME/CALENDAR display.
(Activation of the TIME/
CALENDAR setting function)

hourly time signal and turning on/off
of the confirmation sound for button
operation

(SECOND SETTING)

(MINUTES SETTING)

A

A

BATTERY LIFE
(HOUR SETTING)

(DATE SETTING)

(MONTH)

(YEAR)

(12- or 24-hour indication)

(Deactivation of the TIME/
CALENDAR setting function)

B

B

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

RECALL

T

ST

AR

T

S

SET

SLECT

Minute
Second

TIME

STOP-W.

Hour

ALARM

ELECTRO

AM mark

D

E

LUMINESCENCE
WATER RESISTANT

M

3DAR

30

TIME/CALENDAR display indicator

LAP

/S P LIT M E M O

O

Button D

RY

●Changeover of
displays

＊About engagement/disengagement of the hourly time signal and turning on/off of the
confirmation sound, refer to ●How to use the alarm .
＊Flashing STOPWATCH display indicator indicates that the measurement is in progress in the function.

■Keep ◯
B pressed for a
second to show the
TIME/CALENDAR
SETTING display.
The SECOND digits
start flashing and the
DAY disappears.

■Press ◯
A in the
accordance with a
time signal. The
SECONDS are
reset to 00 .

■Press ◯
C. The
MINUTES digits
start flashing.
■With each press
of ◯
A, one minute
is advanced.

■Press ◯
C. The HOUR
digits start flashing.
■With each press of ◯
A,
one hour is advanced.
When setting the
HOUR digits in the 12hour indication check
that
AM/PM
is
correctly set.

■Press ◯
C. The
DATE digits start
flashing.
■With each press
of ◯
A, one day is
advanced.

＊When the SECONDS read any number from 30 to 59 and ◯
A is pressed, one minute is added and the
SECONDS and reset to 00 .
＊When setting the MINUTES, HOUR, DATE, MONTH and YEAR the digits move quickly while ◯
A is kept pressed.
＊If ◯
A and ◯
C are pressed at the same time in the TIME/CALENDAR SETTING display, all the segments of the display
will light up. This is not a malfunction. Press ◯
A or ◯
C to return to the TIME/CALENDAR display, then set the time
and calendar again.

■Press ◯
C. The
MONTH digits
start flashing.
■With each press
◯
Aone month is
advanced.

■Press ◯
C. The
YEAR digits start
flashing.
■With each press
of ◯
A, one year is
advanced.

＊Once the YEAR, MONTH and DATE digits are
set, the DAY is automatically set accordingly.

■Press ◯
C.
12 H
or
24 H
starts
flashing.
■With each press of
◯
A, the changeover
between. 12- and
24-hour indications
is made alternately.
＊In the 24-hour
indication, AM/PM
mark
is
not
displayed.

＊The calendar adjusts automatically for odd and even months
including February of leap years from 1995 to 2044.

■Press ◯
B to return
to the
TIME
/CALENDAR
display.

＊If the stopwatch is left
untouched in the TIME/
CALENDAR SETTING
display with the digits
flashing, it will automatically return to the
TIME/CALENDAR in 3
minutes.

■CARE OF YOUR WATCH
●With each press of ◯
D, the display changes in the following order.
With each press of ◯
B in the STOPWATCH display, the memory recall function is
activated or deactivated alternately.

WATER RESISTANT

ANTI-SHOCK

A new normal battery will last
approximately three years.
＊If the alarm is used for more than
20 seconds a day, the confirmation
sound more than 50 times a day
and / or the illuminating light more
than 3 times a day (3 seconds for
each time ), the battery life may be
less than the specified period.
＊The battery in your stopwatch may
run down in less than the specified
period after the date of purchase,
as it is a monitor battery inserted at
the factory to check the functions
and performance of the stopwatch.
＊The battery in your stopwatch will
therefore be replaced with a new
one only at cost even if it runs
down within the guarantee period.

■LIQUID CRYSTAL PANEL
TEMPERATURE

CHEMICALS

STATIC ELECTRICITY

When plastic materials
are used for the
stopwatch cause: Be
careful not to expose
the watch to solvents
(such as alcohol and
gasoline), cosmetic
spray,
detergent,
adhesives or paints, as
case, bracelet, etc. will
discover, deteriorate or
deform through the
chemical action.

The IC (Integrated
Circuit) used in your
stopwatch will be
affected by static
electricity, which may
disturb the display. Keep
your stopwatch with
such objects as TV
screens which emit
strong static electricity.

Your stopwatch is designed to work with stable accuracy
between normal temperature range of 5℃ and 35℃.

BATTERY LIFE INDICATOR

mark

SPLIT

B

D

Split time

D
Accumulated

〔STOPWATCH display〕 elapsed time
〔MEMORY RECALL display〕
B
B
Lap time

Button D

D

Current time

D

Designated alarm time

ANTI-MAGNETIC

Your stopwatch can be worn
while participating in most
sports.
＊But be careful not to drop or hit
the stopwatch against hard
objects or otherwise subject the
stopwatch to violent shocks.

D

Split time

D

＊Even if the STOPWATCH display is changed over to another
while the measurement is in progress, the stopwatch continues
counting properly.

Magnetism will not affect the stopwatch.

Do not leave your stopwatch
in direct sunlight or very high
temperatures for a long time.
●The display may become
black, but this condition
will be corrected when the
stopwatch returns to
normal temperature.

Do not leave the stopwatch
in very low temperature, as
this may cause:
1) A slight time loss or gain.
2) The change of digits to
become slow (with accuracy
remaining normal.)
＊The illuminating light may
temporarily become dim.

In all cases, the above conditions will be corrected when the
stopwatch returns to normal temperature.
＊Be careful not to leave your stopwatch in a temperature below
−10℃ or over ＋60℃ for a long time, as this may cause the
battery electrolyte leakage or shorten the battery life.

When replacing the battery, be sure to take
your stopwatch to the retailer from whom
your watch was purchased or an
AUTHORIZED SEIKO DEALER, and specify
the SEIKO genuine SB battery .
If an old battery is kept inside the stopwatch
for a long time, electrolyte leakage may
occur and a malfunction may be caused. Be
sure to replace the battery as soon as it runs
down to prevent any possible malfunction.
＊Don't take a battery out of your
stopwatch.When a battery is taken out of a
stopwatch, it must be kept at a place beyond
the reach of an infant. In case it is swallowed
by an infant, consult a doctor immediately.

■CARE OF YOUR WATCH ■SPECIFICATIONS
CHECK

After about 7 years of use
digital display panel will
decrease
in
contrast,
becoming difficult to read.
Have the panel replaced with a
new one by the retailer from
whom your stopwatch was
purchased or an AUTHORIZED
SEIKO DEALER.

川

＊Even though the display is flashing,
time accuracy is not affected.

mark

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

BATTERY CHANGE

When all the digits start flashing,
the stopwatch may stop operating
within two or three days. We
suggest that you have the battery
replaced by a SEIKO DEALER.

D
D
〔STOPWATCH display〕D〔STOPWATCH display〕D
〔LAP TIME display〕 〔SPLIT TIME display〕 〔ALARM display〕 〔TIME/CALENDAR display〕
LAP

＊The digits move quickly if button ◯
C or ◯
A is kept depressed
■Press ◯
B to return to the LAP TIME or SPLIT TIME display. The
measurement is in progress and lap time and split time
measurement can be continued.

D

-- mark is displayed
on mark is displayed.
The alarm mark is displayed. in place of on mark.
The alarm mark is not displayed.

＊When setting the hour digits in the 12-hour indication, check that AM/PM is properly set.
＊When the time function is displayed in the 24-hour indication, the alarm is also displayed in
the 24-hour indication.

●Alarm test, engagement/disengagement of the hourly time signal
and turning on/off of the confirmation sound for button operation.

(The hourly time signal rings.) (The hourly time signal will not ring.)

B

A

B

◯
A

C

PANEL (FOR ILLUMINATING LIGHT)

＊With each press of button ◯
C in the
alarm display, the alarm is engaged and
disengaged alternately.

(The alarm rings.)

B

A

■REPLACEMENT OF THE ELECTROLUMINESCENT

●Engagement/disengagement of the
alarm

(4) Press button

C

＊The digits move quickly if button ◯
A or ◯
C is
kept depressd.
■Press ◯
B to return to the LAP TIME or SPLIT TIME display.
＊Even if the stopwatch is reset to 00 , the stored data will not be
erased and can be recalled by following the above procedure unless a
new measurement is started. In this case, the STOP mark is not
shown on the display.
D is pressed while the memory recall function is being activated, the
＊If ◯
ALARM display will be shown.

(40km)
(LAP 3)

C A

Lap time

・With each press of ◯
C , the stored data are
recalled successively in the following order.
Lap/split No.:(1)・(30)・(29)…(2)

LIG

Day

LI

LA

HT

SP

●Illuminating light
(Electroluminescent
panel)

Y
OR

〔Ex.: LAP TIME display〕

C

B

A

(LAP 2)

●Time/calendar setting

●TIME/CALENDAR setting display

Button B

●TIME/CALENDAR SETTING
display

ELECTRO

LUMINESCENCE

A

・With each press of ◯
A, the stored data are
recalled successively in the following order.
Lap/split No.: (10)・(9)・(8)………(1)

Button C

ButtonＡ

Accumulated
elapsed time

ALARM

(STOP)

＊A flashing STOPWATCH display mark indicates that the stopwatch is
measuring.

Lap time
TIME

(GAME OVER)

＊The digits move quickly by keeping button
pressed.

Alarm display mark

S

SLECT

LIG

LA

SET

C

B

E

LUMINESCENCE

RECALL

T

(10km)

(5km)
(LAP 1)

●How to use the alarm

(2) Press button
◯
C
to select the digits to
be adjusted (flashing).

(1) Press button
◯
B
for 2 to 3 seconds to
show the alarm
setting display. The
on / -mark
disappears and the
hour digits (and A
/ P
mark if the
time is set in the 12hour indication) start
flashing.

P

HT

RE

(RESET)
(Reset to 00 )

Lap time
＊Restart and stop of the stopwatch Accumulated
elapsed
time
can be repeated as many times as

●Press ◯
D to show the alarm display.

Button C

Button B

TO

T
LI

C A

Ex.: When 10 sets of lap and split times have been measured.

・With each press of ◯
A , the stored data are
recalled successively in the following order.
Lap/split No.:(1)・(2)・(3)…(30)

(A confirmation beep sounds.)

＊The stopwatch can measure up to 100 hours. After 100 hours, the digits are
automatically reset to 00 .

Button Ａ
Button E
Illuminating light
(Electroluminescent panel)

Ex.) Marathon race
Press the buttons in the following order：◯
C→◯
A→◯
A……◯
A→◯
C→◯
A

C

C

●How to set the alarm

P

Button C

Button B

〔Ex.: LAP TIME display〕 C

ALARM

TO

■BUTTONS AND CHANGEOVER OF DISPLAYS

C

ELECTRO

Lap time

Split time

C A

〔Ex.) LAP TIME display〕
LAP mark
Lap No.

■TIME/CALENDAR

Lap time is the time that has
Start
elapsed from the start of one stage
of an activity to that of the next stage.
Split time is the time that has
elapsed from the start of an activity
to any given stage.

(TIME-OUT)

(START)

(START)

Daily alarm: It can be set to ring at a designated time
on a 24-hour basis.

The SEIKO Quartz Cal. S034 is a digital stopwatch that features a stopwatch and
alarm functions. For everyday use, time/calendar function is also provided.
In addition, the stopwatch is equipped with an electroluminescent panel which
evenly illuminates the display for easy viewing in the dark.
●STOPWATCH
・It measures up to 10 hours in 1/100 second increments.
・Two separate stopwatch displays are available for lap time and split time
measurement, and they can be selected whenever necessary.
・The first 30 sets of lap times and split times are automatically stored in memory,
and they can be recalled either during or after the measurement.
●ALARM
・The alarm can be set to ring at a designated time on a 24-hour basis.
・The alarm can be engaged and disengaged alternately with a press of a button.
●TIME/CALENDAR DISPLAY
・Month, date, day, hour, minutes and seconds are displayed.
・The calendar automatically adjusts for odd and even months including February
of leap years from 1995 to 2044.
●ILLUMINATING LIGHT (ELECTROLUMINESCENT PANEL)
・A certain material emits light by applying voltage. This phenomenon is called
electroluminescence , and the stopwatch illuminates the display using it.
・With a press of the button in any mode, the display is illuminated for 3 seconds.
It remains illuminated if the button is kept pressed. (If the alarm starts ringing
while the illuminating light is turned on, the light will be turned off automatically.)
＊Please note that the electroluminescent material deteriorates with time, losing its
luminance gradually. 〈For details, see REPLACEMENT OF THE
ELECTROLUMINESCENT PANEL (FOR ILLUMINATING LIGHT)〉

(START OF GAME)

(Reset to 00 )

〔Ex.: SPLIT TIME display〕

札幌市中央区南一条西 7-20-1（札幌スカイビル）(011)231-0615
仙台市青葉区中央 2-7-28（セイコー仙台ビル）(022)227-4171
(052)723-8206
名古屋市東区矢田南 3-3-12
広島市中区三川町8-21（広島芙蓉ビル） (082)248-1020
福岡市博多区中洲 5-1-22（松月堂ビル） (092)271-2538

■ FEATURES

〔RESET〕

(STOP)

●How to use the memory recall function

The first 30 sets of lap and split times measured are automatically stored in memory. To recall the stored measurements, follow the
procedure below.
〔Memory recall after measurement〕
〔Memory recall during measurement〕
■Press ◯
B in the LAP TIME or SPLIT TIME display to activate the ■Press ◯
B in the LAP TIME or SPLIT TIME display to activate the
＊ LAP mark is shown in the LAP TIME display, and SPLIT mark is shown
memory
recall
function.
The
oldest
data
in
memory
(lap/split
memory recall function. The newest data in memory will be
in the SPLIT TIME display.
No.1) will be displayed.
displayed. Lap/split No.30 will be displayed if more than 30 sets
＊Up to 99 sets of lap and split times can be displayed, and the first 30 sets of lap
of lap and split times have been measured.
Ex.: When more than 30 sets of lap and split times have been measured.
times and split times measured are automatically stored in memory.

S

SLECT

P

お客様相談係 ″

〒 060
〒 980
〒 461
〒 730
〒 810

SET

TO

お客様相談室 ″

〒 104 東京都中央区京橋 2-8-5（京橋富士ビル） (03)3535-2211
〒 550 大阪市西区新町 1-4-24（大阪四ﾂ橋第一生命ビル） (06)538-6541

″

ST

〒104

セイコー製品について、修理その他のご相談は、「お買い上げ店」
またはお近くの「セイコー取扱店」でうけたまわっております。
なお、ご不明の点は下記へお問い合せください。

〔FINISH〕

(START)
Ex.) LAP TIME display

RECALL

T

〔START〕

* While the alarm is ringing, pressing any of the buttons will not control the
stopwatch but only stop the alarm.
* While the illuminating light is turned on, the stopwatch may give out a slight
sound, but this is not a malfunction.

ButtonＡ

″

R

P/

東京都中央区京橋２丁目6番21号

T

LA

社

LI

E
ES

LA

LIG
H

T

●Illuminating light
(Electroluminescent
panel)
SPLIT mark
Split No.
Split time
(2:03'36''88)
Accumulated
elapsed time
(2:05'28''00)
STOPWATCH display indicator

■ALARM
本

●Press ◯
D to show the LAP TIME or SPLIT TIME display. The button
operation of the lap time/split time measurement is explained here with the
lap time measurement taken as an example. To measure split times, press
the buttons in the same manner.

P

このたびはセイコーストップウオッチS034をお買い上げい
ただきありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しく
ご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なおこの取
扱説明書はお手もとに保存し、必要に応じてご覽くださ
い。

●Press ◯
D to show the LAP TIME or SPLIT TIME display.
Ex.) Basketball game
Press the buttons in the following order: ◯
C→◯
C→◯
C……→◯
C→◯
A
(A confirmation beep sounds.)

TO

S034

●Press ◯
D to show the LAP TIME or SPLIT TIME display.
Ex.) 100m race
Press the buttons in the following order: ◯
C→◯
C→◯
A
(A confirmation beep sounds.)

●LAP TIME/SPLIT
TIME display
●START/STOP
●MEMORY RECALL
display
●Selection of the stored
data (from the oldest to
the newest data)

Button B

Button E

INSTRUCTION

●Lap time/split time measurement

E

取扱説明書

●Accumulated elapsed time measurement

Button C

●LAP TIME/SPLIT TIME
display
●LAP/SPLIT
●Reset
●MEMORY RECALL
● Selsction of the
stored data (from
the newest to the
oldest data)

D

セイコースポーツ
ストップウォッチ

●Standard measurement

HT

G802-07

LIG

S034

We suggest that you have your
stopwatch checked by the retailer
from whom the stopwatch was
purchased every 2 or 3 years or
when the battery is replaced, for oil
condition, battery electrolyte leakage
or damage due to water or sweat.
After checking the stopwatch,
adjusted or repaired may be
required.

＊Be sure to have the gasket replaced
with new ones by the retailer from whom
the stopwatch was purchased after the
stopwatch is adjusted or repaired.
＊Specify
SEIKO GENUINE PARTS
when replacing the parts.

1. Frequency of crystal
oscillator ････････････････ 32,768Hz (Hz＝Hertz…Cycles per second)
2. Loss/gain (monthly rate)･･･ Less than 0.0012％ or 30 seconds at normal
temperature range (5℃〜35℃)
3. Operational temperature range･･･−10℃〜＋60℃
4. Desirable temperature range of use･･･0℃〜＋50℃
5. Display system ･･････････ Stopwatch display
Lap/split No.,1/100 seconds, hours, minutes,
seconds, Stopwatch display mark.
●LAP Time display (Lap time and accumulated
elapsed time)
LAP
and
STOP
marks (Alarm and
hourly time signal marks)
●Split time display (Split time and accumulated
elapsed time)
SPLIT
and
STOP
marks (Alarm and
hourly time signal marks)
●Memory recall display (Lap time and split time)
LAP , SPLIT , STOP and RECALL marks
(Alarm and hourly time signal marks)
Alarm display
●Designated alarm time (hour and minutes) and
AM/PM mark (in the 12-hour indication)
●Current time (hour, minutes and seconds) and
AM/PM mark (in the 12-hour indication)
●Alarm display mark and alarm nark. (Hourly
time signal mark)
Time/calender display
Hour, minute, second, month, date, day, time/
calendar display mark and AM/PM mark.
(alarm and hourly time signal marks)
6. Display medium…Nematic Liquid Crystal, FEM (Field Effect Mode)
7. Battery …Litium battery SB-T51, 1 piece
8. Battery life indicator
9. IC (Integrated Circuit)…C-MOS-LSI, 1 piece
＊The specifications are subject to change without prior notice, for product
improvement.

■ストップウオッチ表示 ●ボタンの名称とはたらき

●メモリー区間の選択
（区間数増）
RE

SE

P/

T
LI

RECALL

T

ST

SET

LA

スプリットマーク
区間数
スプリットタイム
（2時間03分36秒88）

T

TIME

STOP-W.

M

3DAR

30

LAP

/S P LIT M E M

●アラームの修正状態
●セット時間の修正箇所の選択

●セット（on）と解除（--）
の選択

ボタン E

●内部照明
（全面パネルライト）
T

RE

SE

ST

P/

SP

S

C A

C

（例：ラップ計測表示） C

（リセット）

T

ALARM

E
D

M

3DAR

30

他の全てのボタンは無機能となりますのでご注
意ください。

LAP

/S P LIT M E M O

O

STOP-W.

Ｂを約２秒
①ボ タ ン ○
間押し続けると、
on（--）が消え、
「時」が点滅表示し、
「アラームの修正状
態」になります。

C を押します
②ボタン○
と、押すたびに「時」
と「分」が交互に点
滅表示します。修正
する箇所を選択して
ください。

B

C

③合 わ せ た い と こ ろ
Ｂを押して「アラー
④ボタン○
を点滅させたら、
ム表示」にもどしてくださ
A を１回押
ボタン ○
い。アラームマークとon
す毎に点滅してい
マークが点灯します。押し
る数字が１つずつ
忘れた場合でも約３分後に
進みます。
は「アラーム表示」へ自動
的にもどります。

30

LAP

A

アラーム
マーク

アラーム表示マーク

A を押し続けると、早送りできます。
※ボタン○

on(セット)
マーク

●アラーム音の試し聴き（サウンドデモンストレーション）と報時並びに操
作確認音のセットと解除。
C を押すごとに、報時・操作確認音のセットと
※「時刻・カレンダー表示」でボタン○
A と○
C を同時に押し続けると「アラーム音の試し聴
解除ができます。また、ボタン○
き」ができます。

E

〔アラーム解除状態〕

（報時します）

B

C

（報時しません）

C

C

--マーク点灯
（onマーク消灯）
アラームマーク消灯

報時マーク点灯

D

Ｂを押します。
■ボタン○
ラップまたはスプリット計測表示へもどり、引き続き計測が
できます。

Ｂを押し忘れた場合でも、約30秒たつと自動的に計測状態に
※ボタン○
戻ります。

内部照明用として使用されているエレクトロルミネッ
センス（EL）パネルは、電池の電圧が低くなると、輝
度（明るさ）が低下します。
また、ELパネルは点灯時間の経過と共に、徐々に輝度
が減衰する特性をもっています。
※ELパネルの輝度は、点灯時間の累積で約500時間経過する
と半減します。
ご使用中に内部照明が暗くなったときは、まず、電池を新
しいものに交換してください。

電池を交換しても暗すぎる場合は、ELパネルの交換と
なります。
お買い上げ店または、セイコー取扱店に交換をお申し
つけください。
実費にて申し受けます。

報時マーク消灯

※報時マークを「点灯」した状態では、毎正時の「報時」と「操作確認音」が鳴り、
「消灯」した状態では「報時」
「操作確認音」は鳴りません。

※12時間制の場合は、AM（午前）
、PM（午後）に注意して合わせてください。
※アラーム表示の12H/24Hは、
「時刻・カレンダー表示」の12H/24Hに連動しています。

※「アラーム」のセット時間と「報時」が重なった場合「報時」は鳴らず、
「アラーム」
が優先的に鳴ります。

●内部照明
（全面パネルライト）

〔時刻・カレンダー表示〕

T

RE

SE

ST

P/

ボタンC

●時刻・カレンダーの修正状態

積算タイム
〔ストップウオッチ表示〕
〔リコール状態〕
B
B
B

ラップタイム

ラップタイム

●報時並びに操作確認音のセットと解除

AR

T

D

スプリットタイム
※「ストップウオッチ」計測中に、他の表示へ切り換えても正常に
作動していますが、計測していない場合は電池寿命に影響しますの
で作動を停止させてください。

STOP-W.

分

時

ALARM

ELECTRO

LUMINESCENCE
WATER RESISTANT

30

A

A

（時合わせ）

（日合わせ）

A

C

A

LAP

/S P LIT M E M O

Ｂ を約２秒間
■ボタン○
押し続けてください。
秒が点滅し、曜日の
表示が消え、年表示
に切り換わります。

■時報と同時にボタン
A を押すと00秒に合
○
います。

C を押すと分
■ボタン○
が点滅します。
A を押すごと
■ボタン○
に１分ずつ進みます。

M

RY

O

ボタン D

●表示の切り換え

※報時並びに操作確認音については「アラームの使いかた」を参照してください。
※ストップウオッチ表示マークが点滅している場合は、ストップウオッチ計測して
いることを表します。

A を押すと分が
※秒表示が30〜59秒のとき、ボタン○
１分くり上り、00秒に合います。

C を押すと時
■ボタン○
が点滅します。
A を押すごとに
■ボタン○
１時間ずつ進みます。
12時間制のときは、
AM
（午前）
PM
（午後）
にご
注意ください。

落したり、ぶつけたり
等の過度の衝撃はお避
けください。

磁気の影響はありま
せん。

※ストップウオッチの内部にも多少湿気がありますので、外気がストップウオッチ内部
の温度より低い場合には、ガラス内面がくもるときがあります。
くもりが一時的な場合には支障はありませんが、長時間消えない場合はお買い上げ店
にご相談ください。

温度

A

C

C を押すと日
■ボタン○
が点滅します。
A を押すごと
■ボタン○
に１日ずつ進みます。

A を押し続けてくだ
※分・時・日・月・年の合わせで早送りする場合は、ボタン○
さい。押し続けている間、早送りします。
A ・○
C を同時に押した場合、全表示になりますが異常ではありません。
※時刻・カレンダー合わせ状態で、ボタン○
いずれかのボタンを押すと、時刻・カレンダー表示へ切り換わりますので再び、時刻・カレンダーを合わせてください。

■液晶パネルについて
磁気

（年合わせ）

（12／24時制の切り替え）

A○
C○
D○
E
Ｂ○
○

（時刻・カレンダー合わせの解除）

B
C

■お取扱いにあたって
ショック

（月合わせ）

C

A

A

C

C

S

SLECT

3DAR

時刻・カレンダー表示マーク

（分合わせ）

E

AM（午前）マーク

B

（秒合わせ）

D

D

（時刻・カレンダー合わ
せへの呼び出し）

●時刻・カレンダーの修正箇所の選択

LIG

LA

SET

TIME

D

■電池についてのお願いとご注意

RECALL

T

P

HT

LI

TO

現在時刻

セット時間

■時刻・カレンダーの合わせかた

日

月

SP

〔アラーム表示〕

●時刻・カレンダー修正
状態への呼び出しと
解除

●時刻・カレンダーの修正

ボタン E

D

D

ボタン B

●時刻・カレンダーの修正状態

秒

３気圧防水ですので、
雨天時や水しぶきのか
かりやすいスポーツ時
でもご使用できます。

※リセット（00秒にもどす）しても、新しく計測を始めない限りメモ
Ｂでリコールできます。
リーは消去されず、ボタン○
このとき、STOPマークは表示しません。
Dを押すと、アラーム表示へ切り換わります。
※リコール状態からボタン○

●ボタン D を押し、時刻・カレンダー表示に合わせます。

ボタンＡ

曜日

防水

A 及び○
C は押し続けると早送りできます。
※ボタン○

RY

D

D

onマーク点灯
アラームマーク点灯

O

RY

C

スプリットタイム

Ｂを押します。
■ボタン○
ラップまたはスプリット計測表示へもどります。

C（アラームが鳴りません） C
A

E

/S P LIT M E M O

A

C を押すごとに、次の区間を順に表示します。
●ボタン○
(10)・(1)・(2)…(9)

(1)・(30)・(29)…(2)

（ゴールイン）
（40km地点）
C A
（ストップ）
（ラップ）

※アラームはセットした時刻になると、
20秒間鳴り続けます。鳴っているア
A○
Ｂ
ラームを止めたい時は、ボタン○
C○
D○
E いずれか１つのボタンを押し
○
てください。

B

D

M

3DAR

C

A を押すごとに、前の区間を順に表示します。
●ボタン○

C 及び○
A は押し続けると、
※ボタン○
早送りできます。

デイリーアラーム：毎日、１日１回設定時刻に
アラームが鳴る機能（24時間制）

※操作確認音がセットされていますと、表示を切り換えるごとに「ピッ」と鳴ります。
「アラーム表示」から「時刻・カレンダー表示」に切り換わる所のみ音色が違います。
（操作確認音については、
「アラームの使いかた」を参照してください。
）

D

（アラームが鳴ります）

〔アラームセット状態〕

WATER RESISTANT

ラップタイム

B

A

（10km地点）
（ラップ）

●鳴っているアラームを止めるには

C を押すご
※「アラーム表示」でボタン○
とに、セット（on）と解除（--）がで
きます。

ALARM

LUMINESCENCE

A

(1)・(2)・(3)…(30)

最新区間のラップ／スプリットタイムを表示します。
(30)区間以上を計測している場合は、(30)区間を表示します。
例：(10)区間を表示している場合
A を押すごとに、前の区間を順に表示します。
●ボタン○
(10)・(9)・(8)…(1)
B

■エレクトロルミネッセンスパネル（内部照明）の交換について

●アラームを鳴らしたいとき、鳴ら
したくないとき

ELECTRO

ボタン D

D を押すごとに表示（機能）が切り換わります。
●ボタン○
Ｂを押すとリコール状態の呼び
ストップウオッチ表示のとき、ボタン○
D を押すと、アラ
出しまたは解除となります。リコール状態でボタン○
ーム表示へ切り換わります。

D スプリットタイム

ラップマーク
区間数
ラップタイム
（ゲーム終了）
※ボタン C を押すことで、途中の
積算タイプ
（ストップ）
C 再スタート・ストップは何回で
（リセット）
もくり返すことができます。
A

●アラームの使いかた

●表示の切り換え

■時刻･カレンダー表示 ●ボタンの名称とはたらき

〔スプリット表示〕

（５km地点）
（スタート） C A （ラップ）
（例：ラップ計測表示）

Ｄを押してアラーム表示に合わせます。
●ボタン○

ボタン D

S

〔例：ラップ計測表示〕

スプリットマーク

C

C

●アラームの合わせかた

LIG

STOP-W.

WATER RESISTANT

例：マラソンの場合
C →○
A →○
A …→○
A →○
C →○
A）
（ボタンを押す順序：○

最初の(1)区間のラップ／スプリットタイムを表示します。
例：(30)区間以上の表示をしている場合
C を押すごとに、次の区間を順に表示します。
●ボタン○

※100時間以上計測すると、
自動的にスタート状態
（リセット）
に戻ります。
。

※ストップウオッチ表示マークが点滅している場合は、
ストップウオッチ計測をしていることを表します。

LUMINESCENCE

す。押し続けている間は、照明機能が優先され、

積算タイム

（再スタート）

アラームon（セット）マーク

アラームマーク

P

LA

AR

SLECT

LIG

LA

SET

ELECTRO

押し続けるとその間ずっと内部照明が点灯しま

ラップマーク

（ストップ）

RECALL

T

P

HT

LI

P/

SP

現在時刻（時・分・秒）

A(AM)/P(PM)

TO

TIME

※どの表示でもボタン ◯
Eを１回押すと約３秒間、

〔ストップウオッチ表示〕D
〔ラップ計測〕

（スタート）

●メモリー機能（リコール）の使いかた

マークを表示します。
※区間数は(99)まで表示し、(1)〜(30)区間のラップ・スプリットタイムは、
自動的にメモリー（記憶）しています。

（00秒にもどす）

ボタンC
ボタン B

アラームセット時間
（例：午前12時00分）
T

〔00秒にもどす〕

A （00秒にもどす）

TO

AR

〔ストップ〕

●表示の切り換え

●アラームの修正状態

ボタン C

SLECT

（ゲーム再開）

ボタン D

O

Y
OR

■アラーム表示

RECALL

SET

（ゲーム中断）

※計測中に「アラーム」が鳴った場合、ボタン機能はアラームの鳴り止めが
優先となっています。
※内部照明が点灯している間、まれにかすかな音が発する場合がありますが、
異常ではありません。

TIME

R

（ゲーム開始）

（例：スプリット計測表示）

ボタンＡ
T

〔リセット〕

E

WATER RESISTANT

積算タイム
（2時間05分28秒00）
ストップウオッチ表示マーク

スプリット

LI

〔スタート〕

〔ゴールイン〕

ALARM

LUMINESCENCE

●呼び出しと解除

ST

Ｄを押して、ラップ計測またはスプリット計測表示にします。
このストップウオッチは、最初の１〜30区間（１〜30位）までのラップ・スプリットタイムを自動的にメモリー（記憶）しています。
●ボタン○
（呼び出し）
は、
次の順序でおこないます。
ここでは、ラップ計測表示でご説明しますがスプリット計測表示でも、 メモリーしているラップ／スプリットタイムのリコール
ボタン操作方法は同じです。
〔計測終了後にリコールする場合〕
〔計測中にリコールする場合〕
※ラップ計測表示ではラップマークを、スプリット計測表示ではスプリット
Ｂを押します。
Ｂを押します。
■ボタン○
■ボタン○

ELECTRO

●アラーム修正状態

T

Ｄを押して、ラップ計測またはスプリット計測表示に
●ボタン○
します。
例：バスケットボールの場合
C →○
C →○
C …→○
C →○
A
ボタンを押す順序：○

（例：ラップ計測表示）

S

SLECT

ボタンＡ

ボタン B

HT

AR

D

●内部照明
（全面パネルライト）

SP

ボタン E

Ｄ を押して、ラップ計測またはスプリット計測
●ボタン ○
表示にします。
例：100m走
C →○
C →○
A
ボタンを押す順序：○

●リコールの状態

●メモリー区間の選択
（区間数減）

●セット時間の修正

E
ES

●スタート（START）
●ストップ（STOP）

●メモリーの呼び出しと
解除

●リコールの状態

■ボタン名称と表示の切り換え

ボタン E
内部照明
（全面パネルライト）

●ストップウオッチの状態

ボタン B

●ラップ計測またはスプリット計測をおこなうとき

HT

●ラップ（LAP）または
スプリット（SPLIT）
●リセット（RESET）

ラップ

ス
タ
ー
ト

ボタンC

●時間計測を積算でおこなうとき

P

ラップタイムは、区間と
区間の経過時間を、スプ
リットタイムは、スタート
からある区間までの途中
経過時間をさします。

●ストップウオッチの状態

TO

※エレクトロルミネッセンスの発光体は、発光時間の経過と共に徐々に輝度が減衰
する特性をもっています。
（詳しくは、 ■エレクトロルミネッセンスパネル（内部照明）の交換について
の項をご参照ください。
）

ボタンＡ

●普通の使いかた

LIG

セイコーデジタルストップウオッチS034は、ストップウオッチ機能の他にア
ラーム機能と時刻・カレンダー機能を備えています。
又、暗いところでも表示全体を確認することができる内部照明（全面パネ
ルライト）がついています。
●ストップウオッチ機能
・1/100秒単位で計測できる10時間計です。
・ラップ計測とスプリット計測は、それぞれ別画面に表示しますので、
必要に応じ選択できます。
・最初の1区間から30区間までのラップ／スプリットタイムは、自動的に記憶
（メモリー機能）
していますので呼び出して確認することができます。
●アラーム機能
・設定した時刻に毎日鳴るデイリーアラームです。
・アラームのON/OFFを切り換えることができます。
●時刻・カレンダー機能
・時刻（時／分／秒）の他に月／日／曜を表示します。
・1995年〜2044年までの月末のカレンダー修正を必要としない、フルオ
ートカレンダーです。
●内部照明（全面パネルライト）
・物質に電圧をかけると光を放す現象（エレクトロルミネッセンス＝EL）
を利用した発光方式を採用しています。
・専用ボタン操作により、どの機能でも１回押しで約３秒間点灯し、押
し続けている間は点灯し続けます。

LIG
HT

■セイコーデジタルストップウオッチS034の主な特長

この時計は常温（５℃〜35℃の範囲内）の時に安定した精度
が得られるように調整してあります。

直射日光が長時間あたったり、
高温になる所に置かないでくだ
さい。
●表示が黒くなることがありま
すが、常温にもどれば影響は
残りません。

寒い所に長く置かないでください。
1）多少の進み遅れが生ずるこ
とがあります。
2）数字の変わり方が遅くなる
ことがあります。
（精度には
関係ありません）
※内部照明が暗くなることがあ
ります。

いずれの場合も、もとの温度にもどれば、正常な状態にもどります。
※−10℃以下、＋60℃以上の温度下で長時間放置しますと止まりの原因に
なったり、電池が漏液したり、電池寿命が短くなることがありますので、
ご注意ください。

薬品

ケースの材料として、プラスチッ
クを使用しておりますのでアルコ
ール、ガソリン等の溶剤類、化粧
品などのスプレー液また、クリー
ナー類、接着剤および塗料類が付
着しますと、化学作用により、ケ
ース、ヒモなどの変色、劣化や破
損の原因となることがありますの
で充分ご注意ください。

静電気

時計に使われているIC（集積回路）
は静電気に弱い性質をもっていま
す。強い静電気を受けた場合は、
表示が狂うことがありますので、
ご注意ください。
特にテレビ画面からは強い静電気
が出ておりますので、ご注意くだ
さい。

ストップウオッチの液晶パネル
は、７年をすぎますと、コント
ラストが低下したり数字が読み
にくくなることがあります。お
買い上げ店またはセイコー取扱
店に交換をお申しつけ下さい。
有料にて申し受けます。

C を押すと月
■ボタン○
が点滅します。
A を押すごと
■ボタン○
に１月ずつ進みます。

C を押すと年
■ボタン○
が点滅します。
A を押すごと
■ボタン○
に１年ずつ進みます。

※日・月・年を合わせると、自動的に曜日が合います。

Cを押すと12
■ボタン○
（ 時 間 制 ）ま た は 2 4
（時間制）
が点滅しま
す。
A を押し、選
■ボタン ○
んでください。

Ｂ を押し、時
■ボタン ○
刻・カレンダー表示
へもどします。

※2 4 時 間 制 の 場 合 、
AM/PMマークは表示
しません。

※時刻・カレンダー合わ
せ状態で約３分間放置
しますと、自動的に時
刻・カレンダー表示へ
もどります。

※カレンダーは1995年〜2044年までの年・月・日・曜日がプログラムされていま
すのでこの間、月の大小やうるう年でも修正する必要がないフルオートカレン
ダーです。

電池寿命
この時計は、新しい正常な電池
を組み込んだ場合、その後約３
年間作動します。
※ただし、電池はアラームを１日20
秒以内、操作確認音を１日50回以
内、内部照明の点灯を１日に３回
（１回あたり３秒間）を基準とし
ていますので、それ以上使用した
場合は３年に満たないうちに容量
が切れます。
※この時計には、工場出荷時に時計
の機能を点検し、性能を検査する
ために使用した電池（モニター電
池…機能検査用電池）が組み込ま
れていますので、お買い上げ後３
年に満たないうちに電池寿命が切
れることがありますがご了承くだ
さい。
※電池寿命が切れた場合は、保証期間
内であっても電池交換は有料となり
ます。

電池寿命切れ予告機能
電池交換
表示全体が点滅を始めます
と２〜３日中に時計が止ま
る可能性がありますので、
お早めにお買い上げ店また
はセイコー取扱店で電池交
換をご依頼ください。
（表示が点滅を始めても時刻
電池交換は必ずお買い上げ店、またはセイコ
は正確です。
）
ー取扱店で「セイコー純正SB電池」とご指
定の上、ご用命ください。
電池が切れたまま、長時間放置しますと、漏
液等で故障の原因になりますのでお早めに交
換してください。
川

※時計から電池を取り出さないでください。やむ
を得ずお客様が時計から電池を取り出した場
合、電池は幼児の手が届かないところに保管し
てください。
万一飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談
ください。

■長くご愛用いただくために

■製品仕様

■保証について

点検のおすすめ

１．
水晶振動数…………………………32,768Hz
（Hz＝１秒間の振動数）
２．
時間精度……………………………常温
（５℃〜35℃）
において±0.0012％以内
（月差換算±30秒以内）
３．
作動温度範囲………………………−10℃〜＋60℃
４．
使用温度範囲………………………０℃〜＋50℃
５．
表示内容
［ストップウオッチ表示］
区間数、
1/100、
時／分／秒／ストップウオッチ表示のマーク
・ラップ計測
（ラップタイム／積算タイム）
LAP/STOPのマーク、
（アラーム・報時マーク）
・スプリット計測
（スプリットタイム／積算タイム）
SPLIT/STOPのマーク、
（アラーム・報時マーク）
・リコール
（ラップタイム／スプリットタイム）
LAP/SPLIT/STOP/RECALLのマーク、
（アラーム・報時マーク）
［アラーム表示］
・アラームセット時刻
（時、
分）
、
AM/PM
（12時間制のとき表示）
・現在時刻
（時／分／秒）
A/P
（12時間制のとき表示）
・アラーム表示のマーク、
アラームマーク、
（報時マーク）
［時刻・カレンダー表示］

保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で、万一故障し
た場合には、保証書をそえてお買い上げ店、またはセイコー取扱店に
お持ちください。
保証内容は、保証書に記載したとおりです。
この時計の修理用部品の保有期間は、通常７年を基準としています。
正常なご使用であれば、この期間中は原則として修理は可能です。

電池交換時または２〜３年に１度の点検をお
すすめします。保油状態・漏液の有無・汗や
水分浸入の有無などをお買い上げ店またはセ
イコー取扱店で点検してもらってください。
点検の結果によっては、分解掃除を必要とす
る場合があります。
※その時にパッキンの交換をご依頼ください。
※部品交換のときは「セイコー純正部品」と
ご指定ください。

時、分、秒、月、日、曜、時刻・カレンダー表示、AM/PMのマーク（アラーム・報時マーク）
６．
表示体 …………………………………………FE型ネマチック液晶
７．
使用電池………………………………………リチウム電池 SB-T51 １個
８．
電池寿命切れ予告機能付き
９．
電子回路………………………………………C-MOS-LSI １個
※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。

※修理用部品とは、製品の機能を維持するのに不可欠な時計本体の部品です。

修理の可能な期間は、ご使用条件によりいちじるしく異なりますし、
精度ももと通りにならない場合がありますので、修理ご依頼の際に取
扱店とよくご相談ください。
修理のとき、ケース、ひもなどは一部代替部品を使用させていただく
こともありますので、ご了承ください。
セイコークオーツウオッチについてのご相談は、
「お買い上げ店」ま
たはお近くの「セイコー取扱店」でうけたまわっております。
なお、ご不明の点がありましたら、裏面の セイコー株式会社お客様
相談室 または セイコーサービスセンターお客様相談係 へお問い
合わせください。

