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秒

（3回）

言語コード

（戻る）（進む）

ライト点灯についてデモ表示について
本機は工場出荷時に「デモ表示」に設定してあります。
デモ表示では時計の機能の一部を自動的に表示し続けます。
（デモ表示中はライト点灯以外の通常のボタン操作はできま
せん）

●デモ表示の解除
A、B、Cボタンのいずれかを押すと、デモ表示が解除
されます。

●デモ表示の設定
Bボタンを約2秒間押し続けます。

どのモードのときでも、Lボタンを押すと約1.5秒間文字
板が発光します。

➟暗いところでも表示を見ることができます。

■ご注意■
●直射日光下では、発光が見えにくくなります。
●発光中にLボタン以外のボタンを押したり、アラームな
どの電子音が鳴ると、発光を中断します。

本機のデータバンクは、設定している言語で名前部に文字
を入力することができます（13カ国語対応）。
また、時刻モードでは設定している言語で曜日を表示しま
す。
※工場出荷時および電池交換後は、「ENG（英語）」でセッ
トされています。他の言語に変更したい場合は、以下の
方法で設定しなおしてください。

■言語のセット
1. セット状態にする

時刻モードのとき、AAAAAボ
タンを約2秒間押します

➟「秒」が点滅します。

2.「言語設定」にする

BBBBBボタンを3回押します

➟「言語コード」が点滅し
て、言語設定の表示にな
ります（右図）。

※Bボタンを押すごとに点滅
箇所が移動します（「■ 時刻・
カレンダーのセット」参照）。

3. 言語を選ぶ

EEEEEまたはDDDDDボタンを押
します

➟Eボタンを押すごとに
「言語コード」が進み、D
ボタンを押すごとに戻り
ます。

※E・Dボタンとも、押し
続けると早送りします。

英語

ポルトガル語

スペイン語

フランス語

オランダ語

デンマーク語

ドイツ語

イタリア語

スウェーデン語

ポーランド語

ルーマニア語

トルコ語

ロシア語

言語 言語コードコード

4. セットを終わる

AAAAAボタンを押して、点滅を止めます

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

以下の操作は、時刻モードで行ないます。言語の設定について

BBBBBボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順でモードが切り替わります。
※各モードでLボタン以外のボタンを押した後にBボタンを押すと、直接時刻モードに戻ります。
※データバンクモードのまま2～3分すると、自動的に時刻モードに戻ります。

時刻モード

★12/24時間制表示切替について
時刻モードのとき、 ボタンを押すごとに12時間
制表示（午前はA／午後はPを表示）と24時間制表
示とが切り替わります。

★サマータイム切替について
時刻モードのとき、 ボタンを約2秒間押すごとに
サマータイムのON／OFFが切り替わります。
※サマータイムをONにすると、“DST”マークが点
灯して、通常の時刻より1時間早まります。

* サマータイムとはDST（Daylight Saving Time）とも言
い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。
サマータイムの採用時期は国や地域により異なりますし、
採用していないところもありますのでご注意ください。

* 時刻モードでは設定している言語で曜日を表示します。曜
日の見方については「■ 曜日の見方」参照。

ボタンを押し
ている間、デュ
アルタイムを表
示します。

ボタンを押して
いる間、データバ
ンクモードで最後
に見たデータを表
示します。

午後マーク
（午前はAを表示）

月・日
年

時・分・秒曜日

（モード切替）

（ライト点灯）
ボタン

ボタン ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

データバンクモード アラームモード

デュアルタイムモード タイマーモード ストップウオッチモード

アラーム番号電話番号

名前 アラーム時刻

モード名

データ残り件数 アラーム月・日現在時刻

モード名

モード名 モード名

モード名

タイマー時間現在時刻デュアルタイム現在時刻 計測値現在時刻

操作のしくみと表示の見方
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データバンクモードでは、名前（8文字）と電話番号（15
桁）のデータを最大30件記憶できます。
※データバンクモードに切り替えると、データ残り件数を表
示後、前回このモードで最後に見たデータを表示します。

※データを入力すると名前順に並び替わりますので、デー
タを探すときも大変便利です（自動ソート）。

* 自動ソートの順番については「■ 自動ソートの順番」参照。

■データのサーチ
データバンクモードのとき、
EEEEEまたはDDDDDボタンを押します

➟Eボタンを押すごとにペー
ジが進み、Dボタンを押すご
とに戻ります。

※E・Dボタンとも、押し続
けると早送りします。

※名前が4文字以上のときは、
右から左へ流れて表示されま
す（データの最後に“ ”マー
クがつきます）。

※データ入力をしたページと空きページを表示します。な
お、データを1件も入力していないときは、空きページ
のみ表示します。

■データを入力する
本機のデータバンクは、設定している言語で名前部に
文字を入力することができます（13カ国語対応）。

* 言語の設定については「■ 言語のセット」参照。

1. 空きページを選ぶ

データバンクモードのと
き、CCCCCボタンを押して、空
きページを表示させます

※データがすでに30件記憶
されているときは、不要な
データを消去しておいて
ください

*「■ データの消去」参照。

2. セット状態にする

AAAAAボタンを約2秒間押
します

➟名前部の1 桁目が点滅し
ます。

（戻る）（進む）

名前 電話番号

＜空きページ＞

名前部1桁目

データバンクの使い方 BBBBBボタンを押して、データバンクモード
にします。

3. 点滅箇所のセット

EEEEEまたはDDDDDボタンを押
します

➟Eボタンを押すごとに点
滅箇所の文字（数字）が進
み、Dボタンを押すごと
に戻ります。

※E・Dボタンとも、押し
続けると早送りします。

4. セット箇所を選ぶ

CCCCCボタンを押します

➟Cボタンを押すと点滅箇
所が右に1つ移動します。

※Bボタンを押すと戻ります。
※CまたはBボタンを押す
ごとに点滅箇所が以下の順
で移動しますので、設定し
たい箇所を点滅させます。

※C・Bボタンとも、押し
続けると点滅箇所が早く
移動します。

電話番号部
（1桁目～15桁目）

名前部
（1桁目～8桁目）

3.～4.の操作を繰り返して、データを入力します。

※名前は最大8文字まで入力できます。

* 名前部に入力できる文字については「■ 文字リスト」参照。

※電話番号は最大15桁まで入力できます。電話番号部に入
力できる文字は－、0～9、［　］、（空白）です。

5. セットを終わる

AAAAAボタンを押して、点滅を止めます

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

※続けて他のデータを入力したいときは、1.～5.の操
作を繰り返し行ないます。

（戻る）（進む）

名前部

電話番号部

■データの修正

1. 修正したいデータを選ぶ

EEEEEまたはDDDDDボタンを押します

➟EまたはDボタンを押して、修正したいデータを選
びます。

2. セット状態にする

AAAAAボタンを約2秒間押します

➟名前部の1桁目が点滅します。

3. データを修正する

CCCCCまたはBBBBBボタンを押して修正したい箇所に点滅
を移動させ、EEEEEまたはDDDDDボタンを押して正しい文
字（数字）を表示させます

4. セットを終わる

修正が終わりましたら、AAAAAボタンを押して点滅を止
めます

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

■データの消去

1. 消去したいデータを選ぶ

EEEEEまたはDDDDDボタンを押します

➟EまたはDボタンを押して、消去したいデータを選
びます。

2. セット状態にする

AAAAAボタンを約2秒間押します

➟名前部の1桁目が点滅します。

3. データを消去する

CCCCCボタンとBBBBBボタンを同時に押します

➟“ ”表示後、データが1件消去されます。
※データ消去後、引き続き他のデータを入力することが
できます。

4. セットを終わる

消去が終わりましたら、AAAAAボタンを押して点滅を止
めます

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

■アラームの使い方
●アラームについて
●通常アラーム
設定した時刻になると、10秒間電子音が鳴ります。
●スヌーズアラーム（アラーム1のみ切り替え可能）
設定した時刻になると、10秒間電子音が鳴り、5分
おきに合計7回報音を繰り返します。なお、ボタンを
押して音を止めても、再び鳴り出します。

●アラーム時刻のセット
1. アラームを選ぶ

アラームモードのとき、EEEEE
またはDDDDDボタンを押します

➟EまたはDボタンを押す
ごとに表示が以下の順で切
り替わりますので、設定し
たいアラームを選びます。

アラーム1 アラーム2 アラーム3

時報 アラーム5 アラーム4

2. セット状態にする

AAAAA ボタンを約2秒間押
します

➟「時」が点滅します。
※該当のアラームマークが
点灯して、自動的にアラー
ムONになります。

※アラーム1がスヌーズア
ラームONのときにセット
操作を行なうと、スヌーズ
機能はOFFになります。

3. セット箇所を選ぶ

CCCCCまたはBBBBBボタンを押
します

➟CまたはBボタンを押す
ごとに点滅箇所が以下の順
で移動しますので、設定し
たい箇所を点滅させます。

時 日月分

（戻る）（進む）

アラーム番号
アラーム1の
アラームマーク

時

日月

分

アラーム・時報の使い方 BBBBBボタンを押して、アラームモードに
します。
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4. 点滅箇所のセット

EEEEEまたはDDDDDボタンを押
します

➟Eボタンを押すごとに点滅
箇所の数字が進み、Dボタ
ンを押すごとに戻ります。

※E・Dボタンとも、押し
続けると早送りします。

※「月」をセットしないとき
は“－”を、「日」をセッ
トしないときは“－－”を
表示させます。

3.～4.の操作を繰り返して、アラーム時刻を合わせ
ます。

※「時」のセットのとき午前（A）／午後（P）、または24
時間制にご注意ください。

※基本時刻を24時間制にしているときは、アラーム時刻も
自動的に24時間制で表示されます。

※「時・分」に加えて、「月・日」をセットすることにより、
以下のようにアラームを鳴らすタイミングが選べます。

毎日鳴らす\「時・分」のみセット
指定月に毎日鳴らす\「月・時・分」のみセット
毎月同じ日に鳴らす\「日・時・分」のみセット
指定月日に鳴らす\「月・日・時・分」全てセット

5. セットを終わる

AAAAAボタンを押して、点滅を止めます

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

（戻る）（進む）

アラーム2の
アラームマーク

＜アラーム2表示＞

●アラームのON／OFF設定

★アラーム1（通常アラーム／スヌーズアラーム）

準備：アラームモードのとき、EEEEEまたはDDDDDボタンを押し
て、アラーム1を選びます。

CCCCCボタンを押します

➟Cボタンを押すごとにア
ラームのON／OFFが以下の
順で切り替わります。

※アラーム1のアラームマーク
が点灯しているときがONと
なり、アラームが鳴ります。

※スヌーズアラームONのとき
は“ ”も点灯します。

通常アラーム
ON

スヌーズアラーム
ON

アラーム
OFF

★アラーム2～アラーム5（通常アラーム）

準備：アラームモードのとき、EEEEEまたはDDDDDボタンを押し
て、設定したいアラームを選びます。

CCCCCボタンを押します

➟Cボタンを押すごとにア
ラームのON／OFFが切り替
わります。

※該当のアラームマークが点灯
しているときがONとなり、
アラームが鳴ります。

＜アラームマークの見方＞

アラーム3

アラーム2 アラーム5

アラーム4

＜アラーム1表示＞

＜時報表示＞

時報マーク

●鳴っている電子音を止めるには
いずれかのボタンを押すと、音が止まります。
※スヌーズアラームのときは、再び鳴り出します（スヌー
ズアラーム機能中は“ ”が点滅します）。

※「●アラームのON／OFF設定」の手順でアラームマー
クと“ ”を消すと、スヌーズアラーム機能が解除
され、以後音は鳴りません。

■ご注意■
●“ ”点滅中に以下の操作を行なうと、点滅が止ま
り、次回報音を中断します。

・時刻モードでセット状態に入ったとき。
・アラームモード（アラーム1表示）でセット状態に
入ったとき。

●基本時刻のセット中にスヌーズアラーム時刻と一致した
場合は、1回のみ報音を行ないます。

●モニターアラーム
アラームモードのとき、Cボタンを約2秒間押し続ける
と、押し続けている間、アラーム音が鳴ります。

■時報の使い方
●時報について
毎正時（00分）に“ピッピッ”と電子音を鳴らすことが
できます。

●時報のON／OFF設定

準備：アラームモードのとき、EEEEEまたはDDDDDボタンを押し
て、時報表示を選びます。

CCCCCボタンを押します

➟Cボタンを押すごとに時報
のON／OFFが切り替わりま
す。

※時報マークが点灯していると
きがONとなり、時報が鳴り
ます。

ストップウオッチは1/100秒単位で23時間59分59秒99（24時間計）まで計測できます。計測範囲を超えると、
自動的に0に戻って計測し続けます。

■計測のしかた
ストップウオッチモードのとき、CCCCCボタンを押します

➟Cボタンを押すごとに計測がスタート／ストップしま
す。

時 秒

分

1/100秒

スタート／
ストップ

スプリット／
リセット

●通常計測

スタート ストップ リセット

積算計測…ロスタイムのあるときは、ストップ後リセット
せずにC ボタンを押して再スタートすれば、
表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム（途中経過時間）の計測

スプリット

スプリットタイム表示

スプリット解除 リセットストップスタート

●1・2着同時計測

スタート 1着ゴール
（1着タイム表示）

2着ゴール 2着タイム表示 リセット

●計測中にAボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続けるスプリット計測となります
　（“ ”マーク点灯）。
※スプリット計測中にモードを切り替えると、スプリットは解除されます。

●計測終了後Aボタンを押すと、計測値が0に戻ります（リセット）。

ストップウオッチの使い方 BBBBBボタンを押して、ストップウオッ
チモードにします。
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タイマーは1分単位で24時間までセットできます。セッ
トした時間を経過（タイムアップ）すると、10秒間電子
音が鳴ります。

■タイマー時間のセット
1. セット状態にする

タイマーモードのとき、
AAAAA ボタンを約2秒間押
します

➟「時」が点滅します。

2. セット箇所を選ぶ

CCCCCまたはBBBBBボタンを押
します

➟CまたはBボタンを押
すごとに点滅箇所が以下
の順で移動しますので、
設定したい箇所を点滅さ
せます。

時 分

3. 点滅箇所をセットする

EEEEEまたはDDDDDボタンを押
します

➟Eボタンを押すごとに点
滅箇所の数字が進み、D
ボタンを押すごとに戻り
ます。

※E・Dボタンとも、押し
続けると早送りします。

2.～3.の操作を繰り返して、タイマー時間を合わせ
ます。

※1分単位で24時間までセットできます。
※タイマー時間を 24 時間に設定するときは、表示を
“0：00′”にします。

4. セットを終わる

AAAAAボタンを押して、点滅を止めます

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

時

分

（戻る）（進む）

タイマーの使い方 BBBBBボタンを押して、タイマーモードにします。

■タイマーの使い方（減算計測のしかた）
タイマーモードのとき、CCCCCボタンを押します

➟Cボタンを押すごとに計測がスタート／ストップします。
※計測は1秒単位で行ないます。

スタート／
ストップ

（リセット）

時 秒

分

●計測ストップ後、Aボタンを押すと、計測前の表示
に戻ります（リセット）。

●ロスタイムがあるときは、Cボタンでストップ後、
もう一度Cボタンを押すと表示タイムに引き続き
計測を始めます。

■タイムアップになると
セットした時間を経過すると、10秒間電子音が鳴り、タ
イムアップを知らせます。

■鳴っている電子音を止めるには
いずれかのボタンを押すと、音が止まります。

デュアルタイムとは、現在時刻とは別に海外時刻などもう
1つの時刻をセットできる機能です。
※デュアルタイムの「秒」は基本時刻の「秒」と連動してい
ます。

※基本時刻を24時間制にしているときは、デュアルタイム
も自動的に24時間制で表示されます。

現在時刻

ボタンを押してい
る間、時刻モードを
表示します。

ボタンを押している
間、データバンクモー
ドで最後に見たデータ
を表示します。

デュアルタイム

■デュアルタイムのセット
1. セット状態にする

デュアルタイムモードの
とき、AAAAAボタンを約2秒
間押します

➟「時」が点滅します。

2. セット箇所を選ぶ

CCCCCまたはBBBBBボタンを押
します

➟CまたはBボタンを押す
ごとに点滅箇所が以下の
順で移動しますので、設定
したい箇所を点滅させま
す。

時 分

時

分

デュアルタイムの使い方 BBBBBボタンを押して、デュアルタイムモード
にします。

3. 点滅箇所をセットする

EEEEEまたはDDDDDボタンを押
します

➟Eボタンを押すごとに点
滅箇所の数字が進み、D
ボタンを押すごとに戻り
ます。

※E・Dボタンとも、押し
続けると早送りします。

2.～3.の操作を繰り返して、デュアルタイムを合わ
せます。

※「時」のセットのとき午前（A）／午後（P）、または24
時間制にご注意ください。

4. セットを終わる

AAAAAボタンを押して、点滅を止めます

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

★デュアルタイムのサマータイム切替について
デュアルタイムモードのとき、Cボタンを約2秒間押すご
とにサマータイムのON／OFFが切り替わります。
※サマータイムをON にする
と、“DST”マークが点灯し
て、通常の時刻より1時間早
まります。

（戻る）（進む）

“DST”マーク
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電池交換後などで、時刻やカレンダーが合っていないとき
は、以下の方法でセットします。

■時刻・カレンダーのセット
1. セット状態にする

時刻モードのとき、AAAAAボ
タンを約2秒間押します

➟「秒」が点滅します。

2.「秒」合わせ…30秒以内の遅れ／進みの修正

時報に合わせてEEEEEボタ
ンを押します

➟「00秒」からスタートしま
す。

※秒が00～29のときは切
り捨てられ、30～59の
ときは1 分繰り上がって
「00秒」になります（時報
は「時報サービス117番」
が便利です）。

3.「時刻・カレンダー」合わせ

 a. 点滅箇所を選ぶ

CCCCCまたはBBBBBボタンを押
します

➟CまたはBボタンを押す
ごとに点滅箇所が以下の
順で移動しますので、設定
したい箇所を点滅させま
す。

秒 年 月 日

分 時 言語設定

秒

年

時 分

月日

00秒になる

時刻・カレンダーの合わせ方 以下の操作は、時刻モードで行
ないます。

 b. 点滅箇所をセットする

EEEEEまたはDDDDDボタンを押
します

➟Eボタンを押すごとに点
滅箇所の数字が進み、D
ボタンを押すごとに戻り
ます。

※E・Dボタンとも、押し
続けると早送りします。

a.～ b.の操作を繰り返して、「時刻・カレンダー」を
合わせます。

※「時」のセットのとき午前（A）／午後（P）、または24
時間制にご注意ください。

※「年」は2000～2039年の範囲内でセットできます。
※正しく年月日をセットすると、自動的に曜日が算出され
ます。

* 時刻モードでは設定している言語で曜日を表示します。曜日の見方
については「■ 曜日の見方」参照。

※カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別
するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外の
修正は不要です。

（戻る）（進む）

4. セットを終わる

AAAAAボタンを押して、点滅を止めます

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止
まります。

★サマータイム切替について
時刻モードのとき、Cボタンを約2秒間押すごとにサマー
タイムのON／OFFが切り替わります。
※サマータイムをONにすると、“DST”マークが点灯して、
通常の時刻より1時間早まります。

“DST”マーク

■曜日の見方
時刻モードでは設定している言語で曜日を表示します。

日曜 土曜金曜木曜水曜火曜月曜

（英語）

（ポルトガル語）

（スペイン語）

（フランス語）

（オランダ語）

（デンマーク語）

（ドイツ語）

（イタリア語）

（スウェーデン語）

（ポーランド語）

（ルーマニア語）

（トルコ語）

（ロシア語）

参考

■文字リスト
本機のデータバンクは、設定した言語で名前部に文字を入力することができます（13カ国語対応）。入力できる文字は以
下の通りです。

（英語）

（ポルトガル語）

（スペイン語）

（フランス語）

（オランダ語）

（デンマーク語）

（ドイツ語）

（空白）

（空白）

（空白）

（空白）

（空白）

（空白）

（空白）
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（イタリア語）

（スウェーデン語）

（ポーランド語）

（ルーマニア語）

（トルコ語）

（ロシア語）

（空白）

（空白）

（空白）

（空白）

（空白）

（空白）

■自動ソートの順番
データバンクモードでは、データを入力すると名前順に並び替わります。自動ソートの順番は以下の通りです。

10 24 38 52 66 80 94 108

11 25 39 53 67 81 95 109

12 26 40 54 68 82 96 110

13 27 41 55 69 83 97 111

14 28 42 56 70 84 98 112

1 （空白） 15 29 43 57 71 85 99 113

2 16 30 44 58 72 86 100 114

3 17 31 45 59 73 87 101 115

4 18 32 46 60 74 88 102 116

5 19 33 47 61 75 89 103 117

6 20 34 48 62 76 90 104 118

7 21 35 49 63 77 91 105 119

8 22 36 50 64 78 92 106 120

9 23 37 51 65 79 93 107 121

※7番の「 」はドイツ語で、69番の「 」はスウェーデン語です。
※43番の「 」はドイツ語とトルコ語で、70番の「 」はスウェーデン語です。
※71番から102番の文字はロシア語です。
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