
■To preserve the quality of your watch

■FEATURES

This watch is equipped with the following functions.

●TIME/CALENDAR function
・Year*, month, date, day of the week, hour, minute and second* are displayed.（*The year and second are
displayed only during the time setting.）
・For 50 years from the year 2010 through to 2059, the fully automatic calendar adjusts the end-of-month
dates for odd and even months including Februaries of leap years.
・The time indication format is selectable between the 12-hour format and 24-hour format.
・The language of the day indication is selectable among Japanese, English, French and Chinese.
●CHRONOGRAPH function
・The chronograph can measure up to 99 minutes and 59 seconds in 1-second increments.
●ALARM function
・The alarm can be set to sound once every 24 hours.
●ILLUMINATION function
・By pressing the Button B in the TIME mode or the CALENDAR mode, the built-in backlight is illuminated
for 2 seconds.

●ANIMATION display
・The animation of a lizard, an icon of  agnès b, appears randomly.
●ICONS
・Icons of agnès b, such as a heart or a star, appear when switching the display mode between functions.

＊The display returns to the normal display
in approximately one minute. 

■TIME SETTING AND CONTRAST LEVEL ADJUSTMENT

①In the TIME mode, keep holding down the Button
A for 2 seconds to enter the TIME SETTING
mode.
②Press the Button B to select the time indication
format. After selecting either 12-hour format or
24-hour format, press the Button A.
③To set the second, press the Button B in
accordance with a time signal. The second digits
are reset to “00.” Press the Button A to move
on.
④To set the minute, press the Button B. One digit
is increased with each pressing of the Button B.
To move the digits quickly, keep holding down
the button. To confirm the setting, press the
Button A.
⑤To set the hour, press the Button B. To confirm
the setting, press the Button A.
⑥To adjust the contrast level of the display, press
the Button B.
＊The default setting of the contrast level is “0.” The
contrast level can be selected among seven different
levels ranging from “-3” to “3.”
To confirm the selection, press the Button A.
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■HOW TO USE THE CHRONOGRAPH

①Go to the CHRONOGRAPH mode.
②Before start using the chronograph, keep holding down
the Button B for 2 seconds to reset the digits to “00.”
③Press the Button B to start the chronograph. Press the
Button B again to stop the chronograph. By repeatedly
pressing the Button B , the measured elapsed times
are accumulated.
④After using the chronograph, make sure that you return
the display to the TIME mode.
＊When the chronograph is operating, the flashing 
“‘ ” indicator appears between the minute and second digits
on the display.

B

■NAMES OF THE PARTS
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●With each pressing of the 
Button A  the display mode 
changes in the following order.
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Press the ButtonB repeatedly to 
accumulate the measured elapsed times.

■REPLACEMENT OF THE ELECTROLUMINESCENT PANEL（FOR ILLUMINNATING LIGHT）

The Electro-Luminescent（EL）panel for illumination of the display loses its luminance as the battery
voltage becomes low. Also, its luminance level decreases gradually with use.
＊After 120 hours of use, the luminance level decreases by about half.  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 watch was purchased. A fee will be charged for replacement.

■NOTE ON LIQUID CRYSTAL PANEL

The normal life expectancy for the liquid crystal panel of the watch is approximately 7 years.  After
that, it may decrease in contrast, becoming difficult to read. Please contact the retailer from whom the
watch was purchased to have the liquid crystal panel replaced with a new one. A fee will be charged
for replacement.

■NECESSARY PROCEDURE AFTER REPLACING THE BATTERY

After the battery is replaced with a new one, or if abnormal display（broken digits, etc.）appears,
follow the procedure below. The built-in IC will be reset and the watch will resume normal operation.

●How to reset the built-in IC
In the TIME SETTING mode, keep holding down the Button A and B simultaneously for 4
seconds. All the display segments will be displayed, and then disappear  except for the outer frame,
which will remain shown.Subsequently, the black-and-white grid pattern display will appear,
followed by the display of “12:00:00 a.m., Jan 1,Mon., 2010.”

Before start using the watch, reset the watch in the following order.
①Time and calendar setting
②Alarm setting

■NOTES ON THE LIZARD ANIMATION

The watch shows the lizard animation at the following times:
①when 0, 4, 8, 12, 16, or 20 o’clock is reached, and
②when the Button A is pressed and the display returns to the TIME mode, while the seconds read
“X0” or “X5”.（that is, when the seconds read 00,05,10,15,20,25,30,35,40,45,50 or 55）.
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CAUTION

●Care of your watch
・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.

・Please wipe away moisture, sweat or
dirt with a soft cloth.

・To clean the clearances (around the
metal bracelet, crown or case back), a
soft toothbrush is convenient.

・After soaking the watch in seawater, be
sure to wash the watch in clean pure
water and wipe it dry carefully.

・In order to prevent corrosion of the
crown, turn the crown from time to time. 

・The same practice should be applied to
a screw lock type crown. (No need to
pull out the screw lock type crown.)

〈Metal bracelet〉
・Clean the watch bracelet with a soft toothbrush dipped in water or
soapy water. If your watch is not water-resistant, be careful not to get
the case wet when cleaning.

〈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.

〈Soft plastic bracelet〉
・If your watch has a soft plastic band such as urethane band, do not
leave the watch under a fluorescent lamp or direct sunlight for a long
time, or do not leave the band soiled. Otherwise, the band may be
discolored, hardened or broken. Also, do not keep the watch in a
place where it is exposed to high humidity, or do not leave the band
wet with perspiration or water. Otherwise, the band may be
discolored in a very short time.
When the band is soiled, rinse it in soapy water. Do not use solvents
for cleaning as some solvents may deteriorate the band.
If your watch has a semitransparent urethane band, which is easily
discolored, special care should be taken to keep it clean. Depending
on the condition of use, the semitransparent band may be discolored
after several months of use.

●Rash and allergy

・Adjust the bracelet or 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 causes 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.

CAUTION

■HOW TO USE THE ILLUMINATION

①Either in the TIME mode or in the CALENDAR mode, press the Button B to illuminate the display
for 2 seconds.

■SPECIFICATIONS

1. Frequency of crystal oscillator ・・・・・・32,768 Hz（Hz = Hertz ... Cycles per second）
2. Loss/gain（monthly rate）・・・・・・・・Less than 30 seconds（worn on the wrist within normal

temperature range between 5℃ and 35℃）
3. Operational temperature range・・・・・・Between -5℃ and +50℃

Between 0℃ and +50℃ for display function
4. Display medium: Nematic Liquid Crystal, FEM
5. Power source ・・・・・・・・・・・・・Lithium battery SB-T17, 1 piece
6. Battery life・・・・・・・・・・・・・・・Approximately 2 years 
7. Battery life indicator
8. IC（Integrated Circuit）・・・・・・・・・Oscillator, frequency divider and driving circuit（C-MOS-

IC）, 1 piece
※The specifications are subject to change without prior notice due to product improvements.

■LumiBrite

[If your watch has LumiBrite]
・LumiBrite uses externally-energized luminous material which doesn't contain any radioactive substance.
LumiBrite is a newly-developed luminous paint that absorbs the light energy of the sunlight and lighting apparatus in a
short time and stores it to emit light in the dark.
For example, if exposed to a light of more than 500 lux for approximately 10 minutes, LumiBrite can emit light for 3 to 5
hours.
Please note, however, that, as LumiBrite emits the light it stores, the luminance level of the light decreases gradually
over time. The duration of the emitted light may also differ slightly depending on such factors as the brightness of the
place where the watch is exposed to light and the distance from the light source to the watch.

■After-sale service

・If the watch requires service, take it to the retaller from whom the watch was purchased. If the trouble occurs within the
guarantee period, submit the cirtificate of guarantee together with the watch. Guarantee coverage is spelled out in the
certificate of guarantee. Please read it carefully and keep the certificate for ready.

・SEIKO makes it a policy to usually keep a stock of spare parts for its watches for 7 years. In priciple, your watch can be
reconditioned within this period if used normally.

・The number of years that a watch is considered repairable may vary greatly depending on the condition under which
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 repaired with substitutes if the originals are not
available. If necessary, movements will be replaced. Depending on the condition of the watch, the complete set of the
watch body may be replaced with a new one or substitute product.

・For repair after guarantee period or for any other information regarding the watch, contact the retailer from whom the
watch was purchased or the "COSTOMER SERVICE DEPARTMENT" of SEIKO WATCH CORPORATION. 

■Remarks on the battery

（1）Monitor battery
The battery in your watch may run down in less than two years after the date of purchase, as it is a
monitor battery which is inserted at the factory to check the function and performance of the watch.

（2）Battery change
・For battery replacement, be sure to have the battery replaced with a new one at the retailer from
whom the watch was purchased or a DEALER, and request the genuine battery.
・If the old battery is left in the watch for a long time, a malfunction may be caused due to battery
leakage, etc. Have it replaced with a new one as soon as possible.
・Battery replacement is charged even if it runs down within the guarantee period.
・Once the case back is opened for battery replacement or other purposes, the original water resistant quality designed
for the watch may deteriorate when it is closed. When you have the battery replaced with a new one, also request the
water resistance test pertaining to the water resistant quality of your watch.

（3）Battery life indicator
・The watch is equipped with a battery life indicator that enables you to know when the battery needs to be
replaced.
・When the battery nears its end, all the digits start flashing. In that case, immediately have it replaced with a
new one by the retailer from whom the watch was purchased.

● Notes on battery

●Places to keep your watch
・If the watch is left in a temperature below -5℃ or above +50℃ for a long time it may function improperly or stop
operating.
＊This watch is so adjusted that it will  maintain stable time accuracy in normal tempertures. (5℃～35℃) It will lose or
gain slightly, but it will regain high time accuracy when it returns to normal temperature.
・Do not leave the watch in a place where it is subjected to strong magnetism or static electricity.
・Do not leave the watch where there is strong vibration.
・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.

・Do not remove the battery from the watch.
・If it is necessary to take out the battery, keep it out of the reach of children.
・If the child swallows it, consult a doctor immediately as it will adversely affect the health of the child.

WARNING

・Never short-circuit, tamper with or heat the battery, or never expose it to fire as it may explode, generate and
intense heat or catch fire.
・The battery in your watch is not rechargeable. Never attempt to recharge it, as this may cause battery leakage
or damage to the battery.
・If the watch is left in a temperature below 5℃ or above 35℃ for a long time, it may cause the battery life to be
shortened.

CAUTION

ENGLISH FRENCH JAPANESE CHINESE

■HOW TO USE THE ALARM

●How to set the alarm time
①In the ALARM mode, keep holding down the Button A for 2 seconds to enter the ALARM SETTING
mode.
②To set the hour, press the Button B. One digit is increased with each pressing of the Button B. To
move the digits quickly, keep holding down the button. To confirm the setting, press the Button A.
③To set the minute, press the Button B. To confirm the setting, press the Button A.
④After completing all the settings, press the Button A to return to the TIME mode.

●Turning the alarm ON/OFF
①In the ALARM mode, keep holding down the Button A for longer than 2 seconds. The alarm
indicator appears on the display. Keep holding down the Button A for another 2 seconds or longer,
the alarm indicator disappears from the display.

●To stop the alarm
The alarm sounds for 20 seconds at the designated alarm time. To stop the alarm while it is
sounding, press either the Button A or B.

Alarm OFF Alarm ONBLonger than 
2 seconds

A

Hour setting Minute setting

Alarm indicator

■CALENDAR SETTING

①In the CALENDAR mode, keep holding down the Button A
for 2 seconds to enter the DATE/DAY SETTING mode.
②Press the Button B to select the language of the day
indication. After selecting the language, press the Button A.
＊Only the language of the day indication is to be set at this stage,
as the day of the week is automatically set according to the
settings of the year, month and date.

③To set the date, press the Button B. One digit is increased
with each pressing of the Button B. To move the digits
quickly, keep holding down the button. To confirm the
setting, press the Button A.
④To set the month, press the Button B. To confirm the
setting, press the Button A.
⑤To set the year, press the Button B. To confirm the setting,
press the Button A.
⑥After completing all the settings, press the Button A
to return the display to the TIME mode.
＊From the year 2010 through to 2059, the year, month, date and
day of the week of the calendar are pre-programmed. During this
period, there is no need to adjust the calendar for even and odd
months including Februaries of leap years.

A

A

A

Language selection Date setting

Month settingYear setting

弊社製品についての修理その他のご相談は、「お買い上げ店」で 
承っております。なお、ご不明の点は下記へお問い合せください。 

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

お客様相談室 

全国共通フリーダイヤル  0120-612-911

本　社　〒105-8467 東京都港区虎ノ門2-8-10

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

このたびは弊社ウオッチをお買いあ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
ご覧ください。

■DEMONSTRATION MODE

This watch has the demonstration function, which allows you to view icons and lizard animation.
①In the TIME mode, keep holding down the Button B for 3 seconds or longer.
②The display changes in the following order: time → date and day of the week（displayed in the four
languages）→ chronograph → lizard animation.
③Make sure that you press either the Button A or B to cancel the demonstration function. Failing to
do so will cause the watch to continue to show the demonstration at 10-minute intervals from 9
minutes and 59 seconds of each hour.
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CAUTION

●Water resistace
・Check the dial or case back

of your watch for the water

resistant quality, and then

see the table below.

"WATER RESISTANT" is not inscribed 
on the back of your watch case.

"WATER RESISTANT" is inscribed on 
the back of your watch case.

"WATER RESISTANT 5・10・15・ 
20 BAR.", "WATER RESISTANT" 
and       marks inscribed on the  
back of your watch case.

5 BAR

10・15・ 
20 BAR

× 

○ 

○ 

○ 

× 

× 

○ 

○ 

× 

× 

× 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

Designed and 
manufactured to 
withstand the 
water usually 
experienced in a 
daily- living such 
as splashes and 
rain.

Designed and 
manufactured 
for swimming 
and kitchen 
work.

S k i n d i v i n g  
without scuba 
and bathing

Genuine diving 
using scuba or 
heliumgas.

Crown opera-
tion when the 
watch is wet.

・Do not turn or pull out the crown when the watch is wet, as water may get inside the watch.
・Do not leave moisture, sweat and dirt on the watch for a long time. Be aware of a risk that a water resistant
watch may lessen its water resistant performance because of deferioration of the adhesive on the glass or
gasket, or the development of rust on stainless steel.

・Do not wear the watch while talking a bath or a sauna. Steam, soap or some components of a hot spring may
accelerate the deterioration of water resistant performance of the watch.

・Do not pour running water directly from faucet. The water pressure of tap water from a faucet is high enough to
degrade the water resistant performance of a water resistant watch for everyday life.

・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.

WARNING

●Precautions on wearing your watch
・When clasping and unclasping the band, you may damage your nail, depending on the type of clasp used with the
band.
・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 rash caused by
allergy.

●Inspection and adjustment by disassembly and cleaning (overhaul)
・The watch is a precision device. If the parts run short of the oil or get worn out, the watch may stop its operation or
lose time. In such a case, have the watch overhauled.
・When an overhaul is indicated, the watch will be disassembled, cleaned and adjusted. In some cases, the movement
may be replaced, if needed, instead of being overhauled.

・If your watch is of the fob or pendant type, the strap or chain attached to the watch may damage your clothes, or
injure the hand, neck, or other parts of your body.

CAUTION



■特長

この時計は、以下の機能を備えています。

●時刻・カレンダー機能
・（年）、月、日、曜日、時、分、（秒）を表示します。（年、秒は時刻合わせの時のみ表示します。）
・2010年から2059年までの50年間、うるう年などの月末修正がいらない「フルオートカレンダー」
です。
・12時間制／24時間制の表示切替ができます。
・曜日表示は日・英・仏・中の４ヶ国語から選べます。
●クロノグラフ機能
・１秒単位で計測できる最大計測時間99分59秒のストップウオッチ機能です。
●アラーム機能
・１日に１回鳴る、アラームの設定ができます。
●パネライト機能
・時刻・カレンダー表示の時にボタンBを押すと内部照明が2秒間点灯します。電圧をかけると光
を放つ現象（エレクトロルミネッセンス＝EL）を利用した発光方式です。

※詳しくは“エレクトロルミッセンスパネル（内部照明）について”の項をご参照ください
●アニメーション表示
・アニエスベーのアイコンであるトカゲのアニメーションがランダムに現われます。
●アイコン
・アニエスベーのアイコンのハートや星などが機能切替のときに現われます。

※１秒ほどで、通常表示に戻ります。

■時刻の合わせ方とコントラストの調整

①時刻表示で、ボタンAを２秒押し続けると、時刻合わせ状態になります。
②ボタンBを押すと表示が切り替わるので、12時制表示か24時制表示かを選びます。選んだらボ
タンAを押します。

③「秒」を合わせます。時報と同時にボタンBを押すと「00」に合います。
④選んだらボタンAを押します。「分」を合わせます。ボタンBを１回押すごとに数字が１つ進み、
押し続けると自走します。選んだらボタンAを押します。

⑤「時」を合わせます。ボタンBで合わせた後、ボタンAで確定します。
⑥「コントラスト」を調整します。ボタンBを押してコントラストを調整します。
※初期化されたときおよびオールクリア時のコントラストは「０」設定です。－３から３まで７段階の調整ができます。
選んだらボタンAを押します。

分修正 

時修正 コントラスト調整 

A

A

A

12時制／24時制選択 秒修正 

B

A

調整範囲：ー３～３ 
ー３ ー２ ー１ ０ １ ２ ３ 

コントラスト 弱 強 

■各部の名称

時刻表示 
TIME

カレンダー表示 
DATE

クロノグラフ表示 
CHRONO

アラーム表示 
ALARM

ボタンB

アラームマーク 

ボタンA

●ボタン◯Aを押すごとに、 
　次の順序で切り替わります。 

■修理について

・万一故障した場合には、お買い上げ店にお持ちください。保証期間内の場合は保証書を添えてくださ
い。保証内容は、保証書に記載したとおりですので、よくお読みいただき大切に保管してください。
・この時計の修理用部品の保有期間は通常7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。
・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があります
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、ムーブメントを交換させていただいたり、ケース・文字板・針・ガラス・バンドなど
に、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。また、ケースごと
の一式交換や代替品に替わることもありますので、併せてご了承ください。
・修理期間経過後の修理およびこの時計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、ご不明の点は「セイコーウオッチ株式会社　お客様相談室」にお問い合わせください。

■ルミブライトについて

［お買い上げの時計がルミブライトつきの場合］
・ルミブライトは放射性物質等を全く含んでいない環境・人に安全な蓄光（蓄えた光を放出する）物
質を使用しています。ルミブライトは太陽光や照明器具の明りを短時間（約10分間：500ルクス以
上）で吸収して蓄え、暗い中で長時間（約３～５時間）光を放つ夜光です。なお、蓄えた光を発光
させていますので、輝度（明るさ）は時間が経つに従ってだんだん弱まってきます。また、光を蓄
える際のまわりの明るさや時計との距離、光の吸収度合により光を放つ時間には多少の誤差が生ず
ることがあります。

■エレクトロルミネッセンスパネル（内部照明）について

内部照明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パネルは発光時間の経過と共に、徐々に輝度が減衰す
る特性を持っています。
※ELパネルの輝度は、点灯時間の累積で約120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。お買い上げ店に
交換をお申しつけください。有料にて申し受けます。

■製品仕様

（1）水晶振動数・・・・・・・32,768Hz
（2）精度・・・・・・・・・・平均月差±30秒

（気温５℃～35℃において腕につけた場合）
（3）作動温度範囲・・・・・・ー５℃～＋50℃

ただし表示機能は　０℃～＋50℃
（4）表示体・・・・・・・・・FE型ネマチック液晶
（5）使用電池・・・・・・・・小型リチウム電池

SBーT17 １個
（6）電池寿命・・・・・・・・約２年
（7）電池寿命切れ予告機能
（8）電子回路・・・・・・・・発振・分周・駆動回路

（CーMOSー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。

■電池についてのお願いとご注意

（1）最初の電池
お買い上げの時計にあらかじめ組み込まれている電池は、機能・性能をみるためのモニター用です。
お買い上げ後上記の期間に満たないうちに電池寿命が切れることがありますのでご了承ください。

（2）電池交換
・電池交換は、必ずお買い上げ店または、取扱店で「純正電池」とご指定の上、ご用
命ください。
・電池寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと、漏液など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。
・電池交換は、保証期間内でも有料となります。
・電池交換等で裏ぶたを開閉しますと当初の防水性能を維持できなくなる場合があります。電池交
換の際には、お客様の時計の防水性能に合った防水検査をご依頼ください。

（3）電池寿命切れ予告機能
・この時計には、電池の交換時期を知らせる電池寿命切れ予告機能が付いています。
※「時刻表示」のときに全ての点灯セグメントが点滅状態になりますと、２～３日中に時計が止まる可能性があります。
お早めにお買い上げ店で電池交換をご依頼ください。

■液晶パネルについて

この時計の〈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。お買い上げ店に交換をお申しつけください。有料にて申し受けます。

・破裂、発熱、発火などのおそれがありますので、電池を絶対にショート、分解、加熱、火に入れ
るなどしないでください。
・この時計に使用している電池は、充電式ではないので、充電すると液漏れ、破損のおそれがあり
ます。絶対に充電しないでください。
・「常温（5℃～35℃）からはずれた温度」下で長時間放置すると、電池寿命が短くなることがあります。

注意

■デモモードについて

アイコンやトカゲのアニメーションを見るためのデモンストレーション機能を持たせています。
①時刻表示状態にしてボタンBを３秒以上押してください。
②時刻→日付曜日（選択している言語にかかわらず４ヶ国語を順に表示）→クロノグラフ→トカゲア
ニメーションが表示されます。
③必ずボタンAかBを押してデモンストレーション機能を解除してください。解除しないと、以降、
毎X9分59秒ごとに10分周期でデモンストレーションが開始されます。

■電池交換後のお願い（システムリセット）

電池交換後に、万一異常な表示（読めない表示など）になった場合、以下の操作をしてください。時
計内部のシステムがリセットされ、正常に機能するようになります。

●システムリセットのしかた
時刻合わせ状態で、ボタンAB２つを同時に４秒間押し続けてください。全表示→枠表示→千鳥表
示後「2010年１月１日　MONDAY AM12時00分00秒」になります。

ご使用前に下記の順番で操作してください。
①時刻・カレンダー合わせ
②アラームの設定

・お客様は、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は、電池はただちに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、体に害があるため直ちに医師とご相談ください。

警告

■トカゲのアニメーションについて

次のタイミングで見ることができます。
①０時、４時、８時、12時、16時、20時になったとき。
②ボタンAを押して時刻表示状態に戻る際に、秒がX0秒かX5秒のとき。

英語 フランス語 日本語 中国語

■クロノグラフの使い方

①クロノグラフ表示にしてください。
②使う前に00秒に戻してください。ボタンBを２秒
以上押すとリセットされます。
③ボタンBでスタート、ボタンBでストップ。くり返
すと積算できます。
④クロノグラフ使用後は、ボタンAで時刻表示に戻し
てください。
※クロノグラフ機能使用時は、分と秒表示の間に’マークが点
滅します。
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■パネライトの使い方

①時刻およびカレンダー表示時にボタンBを押すと、２秒間点灯します。

■アラームの使い方

●アラームの時刻合わせ
①アラーム表示でボタンAを２秒押し続けると、アラーム時刻合わせ状態になります。
②「時」を合わせます。ボタンBを１回押すごとに「時」が１つ進み、押し続けると自走します。
選んだらボタンAを押します。
③「分」を合わせます。ボタンBで合わせた後、ボタンAで確定します。
④設定後は、ボタンAで時刻表示に戻してください。

●アラームのON／OFF
①アラーム表示でボタンBを２秒以上押し続けると、アラームマークが表示され、さらに２秒以上押
し続けると消えます。

●アラームを止めるには
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。
途中で止めたい場合は、ボタンAかボタンBのいずれかを押してください。
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■カレンダーの合わせ方

①カレンダー表示で、ボタンAを２秒押し続けると、
日付曜日合わせ状態になります。
②ボタンBを押すと表示が切り替わるので、曜日表
記言語を選びます。選んだらボタンAを押します。
※年月日をセットすると「曜日」は自動的に設定されますの
で、ここでは言語を選びます。

③「日」を合わせます。ボタンBを１回押すごとに
日付が１つ進み、押し続けると自走します。選ん
だらボタンAを押します。
④「月」を合わせます。ボタンBで合わせた後、ボ
タンAで確定します。
⑤「年」を合わせます。ボタンBで合わせた後、ボ
タンAを押します。
⑥設定後は、ボタンAで時刻表示に戻してください。
※カレンダーは、2010年から2059年までの年・月・日・曜
がプログラムされていますので、この間月の大小や、うる
う年を修正する必要はありません。
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■使用上の注意とお手入れの方法

注意

・水分のついたままボタン操作をしないでください。時計内部に水分が入ることがあります。
・水や汗、汚れが付着したままにしておくのは避けてください。防水時計でもガラスの接着面・パ
ッキンの劣化や、ステンレスが錆びることにより、防水不良になる恐れがあります。
・入浴やサウナの際はご使用を避けてください。蒸気や石けん、温泉の成分などが防水性能の劣化
を早めます。
・直接蛇口から水をかけることは避けてください。水道水は非常に水圧が高く、日常生活用強化防
水の時計でも防水不良になる恐れがあります。

●日常のお手入れ
・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錆びて衣類の
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。
・水分や汗、汚れはこまめに柔らかい布で拭き取るように心掛けてください。
・すきま（金属バンド、ボタン周り、裏ぶた周りなど）の汚れは柔らかい歯ブラシが有効です。
・海水に浸けた後は、必ず真水でよく洗ってから拭き取ってください。
その際、直接蛇口から水をかけることは避け、容器に水をためるなどしてから洗ってください。

〈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。そ
の際に非防水の時計の場合には時計本体に水がかからないようにご注意ください。

〈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。

〈軟質プラスチックバンド〉
・ウレタンバンドなど軟質プラスチックでできているバンドは、蛍光灯や太陽光の下に長時間放置
されたり、汚れが染み込んだりすることによって、色あせ・変色、あるいは硬くなったり切れた
りする場合があります。特に半透明のウレタンバンドは、変色などが目立ちやすく、条件によっ
ては数ヵ月のご使用で起こり始める場合があります。湿気の多い場所に保管したり、汗や水で濡
れたまま放置しておくと、早く変化することがありますので、汚れたときは石けん水で洗ってく
ださい。ただし、化学製品ですので溶剤によっては変質することがあります。

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ますのは、
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び、汚れ、付着した汗等です。
・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。

注意

●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、使用可能範囲にそって正
しくご使用ください。
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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。

警告

●保管について
・この時計は常温（５℃～35℃の範囲内）で腕につけた時に安定した精度を得られるように調整してあります。
よって、温度によって多少の進み遅れが生ずることがありますが、常温にもどればもとの精度にもどります。
・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、及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ひきだしなど特殊な環境に放置しないでください。

●その他、携帯上ご注意いただきたいこと
・バンドの着脱の際に中留などで爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
・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ご注意ください。

●点検調整のための分解掃除（オーバーホール）について
・長くご愛用いただくために、３年～４年に１度程度の点検調整のための分解掃除（オーバーホール）を
おすすめします。
・点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際には、ムーブメント交換となる場合もあります。

・提げ時計やペンダント時計の場合、ひもやチェーンによって衣類や手・首などを傷つけたり首を
締めたりすることがありますのでご注意ください。

注意


