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Ａ-１  ボタンの基本的な操作

Ａボタン

Ｂボタン

Ｃボタン

Ｄボタン

■ 機能と概要

Ａボタン
・各モードで設定画面へ移行
・計測のストップ / リセット

Ｂボタン
・モードの切り替え
・設定画面中、次の項目へ移行

Ｃボタン
・設定画面中、数値の加算
・計測のスタート

Ｄボタン
・設定画面中、数値の減算
・バックライトの点灯
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Ａ-２  操作方法

■ モードについて
この腕時計には８つのモードがあります。

Ｂボタンを押すたびに、下記の順番でモードが切り替わります。

時刻モード　( Ｐ６～ )
画面にカレンダーと現在時刻が表示されます。

アラームモード　( Ｐ14～ )
画面左側に「 ALM 」と表示されます。
５つのアラームが使用できます。

ストップウォッチモード　( Ｐ９～ )
画面左側に「 STW 」と表示されます。
ストップウォッチが使用できます。

タイマーモード　( Ｐ12～ )
画面左側に「 TMR 」と表示されます。
タイマーが使用できます。

ワールドタイムモード　( Ｐ16～ )
画面左側に都市コードが表示されます。
世界各国の時間を確認できます。

Ａ-２  操作方法

タイドグラフモード　( Ｐ22～ )
画面下部に「 TC01 」～「 TC20 」が表示されます。
登録した場所の潮の状態や月の見え方が確認できます。

ペースメーカーモード　( Ｐ18～ )
画面左側に「 PAC 」と表示されます。
ペースメーカーを使用できます。

タイドグラフ設定モード　( Ｐ19～ )
画面下部に「 TS01 」～「 TS20 」が表示されます。
潮の状態や月の見え方を調べる場所の登録ができます。

時刻モード

Ｂボタン

ストップウォッチ
モード

タイマーモード アラームモード

ワールドタイム
モード

ペースメーカー
モード

タイドグラフ
設定モード

タイドグラフ
モード

Ｂボタン Ｂボタン

Ｂボタン

Ｂボタン

Ｂボタン Ｂボタン

Ｂボタン
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Ｂ-１  時刻モード：画面の確認

上段：ムーンデータ、タイドグラフ

中段：カレンダー ( 曜日、日付 )

下段：現在時刻

■ 画面説明

■ 画面の切り替え
Ｃボタンを押している間、現在のタイドグラフの設定場所と
西暦が表示されます。

時刻表示 西暦表示

■ タイドグラフについて
画面上部には満潮、干潮を表したタイドグラフが表示されます。
下記のように、７つのパーツで潮の様子を表します。

干潮 干潮満潮

①
②
③ ⑤
④

⑥
⑦

①、⑦

②、③

④

⑤、⑥

…

…

…

…

干潮

上げ潮

満潮

下げ潮

※本機のタイドグラフ表示は、あくまで潮の満ち引きの様子を見る「目安」として
　お使いください。

※ムーンデータ、タイドグラフは、タイドグラフ設定モードで
　選択した場所のものが表示されます。( 詳細はＰ21 )

Ｂ-２  時刻モード：画面の確認

大潮

中潮

小潮

新月と満月の前後２、３日を表します。

大潮と小潮の間の期間を表します。

上弦、下弦の前後２、３日を表します。

画面表示潮の状態 グラフの見方

■ タイドグラフの種類と見方

■ ムーンデータの見方
通常液晶と反転液晶では表示色が変わります。
どちらのタイプでも、点灯している部分が月の形（見える形）です。

※南半球では、月の見え方が逆向きになります。
※この表は通常液晶の見方を示しています。

画面表示

14~16
（満月）

16~18 18~20 20~22 22~24
（下弦）

24~25 25~27 27~28月齢

29~1
（新月）

2~3 3~5 5~7 7~9
（上弦）

9~11 11~13 13~14月齢

画面表示

通常液晶 反転液晶

新月 満月 新月 満月
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Ｂ-３  時刻モード：設定方法

■ 時刻設定方法
Ａボタンを長押しすると画面に「 SET HoLd 」が点滅し、
設定画面に移ります。
Cボタンを押すと数値が増え、Dボタンを押すと数値が減ります。
ボタンを長押しすると数値が早く変わります。
Ｂボタンを押すたびに、下記の順番で項目が切り替わります。

分の設定 時間表示の設定
（12/24時間表示）

西暦の設定 月の設定

日の設定 カレンダー表示の設定
（月/日、日/月）

操作音の設定

日本で使用する場合、都市の設定では「 TYO 」を選んで下さい。
( 都市コードの詳細はＰ17 )
設定終了後、Ａボタンを押すと時刻モードに戻ります。

※サマータイム、操作音設定ではＣボタンまたはＤボタンを押すとON / OFFが切り替わります。
※秒の設定では、ＣボタンまたはＤボタンを押すと秒を「00」にリセットできます。
※時間表示、カレンダー表示設定ではＣボタンまたはＤボタンを押すと表示が切り替わります。
※設定画面中、１分間何も操作をしなければ自動的に時刻モードに戻ります。

都市の設定 サマータイムの設定 秒の設定 時の設定

Ｃ-１ ストップウォッチモード(STW)：画面の確認

■ 画面説明

中段：モード表示 ( LAP / SPL )

下段：計測時間

■ ストップウォッチモードについて
通常の時間計測のほか、スプリットタイムとラップタイムの計測が
できます。

■ スプリットとラップについて

スタート地点から任意の地点までの累計タイムがスプリットタイムです。

ある一定の距離ごとのタイムがラップタイムです。

スタート地点

スプリット１スプリット１
スプリット２スプリット２

スプリット３スプリット３

ゴール地点

スタート地点

ラップ１ラップ１ ラップ２ラップ２ ラップ３ラップ３

ゴール地点
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Ｃ-２ ストップウォッチモード (STW)：操作方法

■ スプリット / ラップタイムの切り替え方法
Ａボタンを長押しすると、画面に「 SET HoLd 」が点滅し、
設定画面に移ります。
ＣボタンもしくはＤボタンを押すと、
スプリット ( SPL ) とラップ ( LAP ) が切り替わります。
画面右側に「 SPL 」と表示されていればスプリット、
「 LAP 」と表示されていればラップが選択されています。
選択終了後、Ａボタンを押すとストップウォッチモードに戻ります。 ■ラップタイムの計測方法

ストップウォッチの計測中にＣボタンを押すと、
ラップタイムの記録ができます。
ラップタイムは２秒間、画面に表示され、
２秒後に計測画面に戻ります。
ラップタイムは8個まで記録ができます。 ラップ８スプリット選択 ラップ選択

■ 操作方法
Cボタンを押すと計測がスタート、Aボタンでストップします。
計測がストップしている状態の時に、Cボタンを押すと計測を再開、
Aボタンを押すと計測タイムをリセットします。

 Ｃ-２ ストップウォッチモード (STW)：操作方法

■ スプリットタイムの計測方法
ストップウォッチの計測中にＣボタンを押すと、
スプリットタイムの記録ができます。
スプリットタイムは２秒間、画面に表示され、
２秒後に計測画面に戻ります。
スプリットタイムは８個まで記録できます。

■ スプリット / ラップタイムの確認方法
ストップウォッチ停止中にＤボタンを押すと、
スプリット /ラップタイムのデータの確認ができます。
Ｃボタンを押すと次の記録、
Ｄボタンを押すと前の記録が表示されます。
Ａボタンを押すとストップウォッチモードに戻ります。

ラップタイム
確認画面

スプリットタイム
確認画面

スプリット８
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■ 操作方法
Ｐ13を参考に、計測時間を設定します。
Ｃボタンを押すとタイマーがスタート、
もう一度Ｃボタンを押すとストップします。
ストップ中にＡボタンを押すと、リセットされ設定した時間に
戻ります。

■ カウントダウンタイマーについて
設定した時間から０秒になるまでを計測できます。
計測時間は99時間59分59秒まで設定可能です。
残り1分を過ぎると10秒ごと、残り5秒を過ぎると1秒ごとに音が鳴ります。
タイマーが０秒になると、アラームが鳴ります。
いずれかのボタンを押すと音は止まります。

■ 画面説明

中段：現在時刻

下段：設定時間、計測時間

Ｄ-１  タイマーモード ( TM R )：操作方法 Ｄ-２  タイマーモード ( TM R )：設定方法

■ 設定方法
Ａボタンを長押しすると画面に「 SET HoLd 」が点滅し、
設定画面に移ります。
Cボタンを押すと数値が増え、Dボタンを押すと減ります。
ボタンを長押しすると、数値が早く変わります。
Ｂボタンを押すたびに、下記の順番で項目が切り替わります。

設定終了後、Ａボタンを押すとタイマーモードに戻ります。

※設定中に１分間何も操作を行わないと、自動的にタイマーモードに戻ります。

時の設定 分の設定 秒の設定
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Ｅ-１  アラームーモード ( A LM )：操作方法

中段：現在時刻

下段：アラーム設定時刻、アラーム１～５

■ 画面説明

■ アラームモードについて
時報と５つのアラーム ( アラーム１～５ ) の設定ができます。
時報をONに設定すると、１時間ごとにアラームが鳴ります。
アラーム１～５は設定時刻、ON / OFFを個別に設定できます。

■ 操作方法
アラームモードでＤボタンを押すたびに、下記の順番で項目が
切り替わります。

時報画面を選択中にＣボタンを押すと、
時報のON / OFFが切り替わります。
画面左下に「　」が表示されていれば、時報がONの状態です。

アラーム１～５を選択中にＣボタンを押すと、
アラームのON/OFFが切り替わります。
画面左下に「　」が表示されていれば、アラームがONの状態です。

時報画面 アラーム１ アラーム５

Ｅ-２  アラームーモード ( A LM )：設定方法

■ 設定方法
アラーム１～５のいずれかを選択し、Ａボタンを長押しすると
画面に「 SET HoLd 」が点滅し、設定画面に移ります。
Cボタンを押すと数値が増え、Dボタンを押すと減ります。
ボタンを長押しすると、数値が早く変わります。
Ｂボタンを押すたびに、下記の順番で項目が切り替わります。

設定終了後、Ａボタンを押すとアラームモードに戻ります。

分の設定時の設定

※時間を設定したアラームは自動的にONに切り替わります。
※設定中に１分間何も操作を行わないと、自動的にアラームモードに戻ります。
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Ｆ-１  ワールドタイムモード：操作方法

■ ワールドタイムモードについて
ホームタイム ( 生活の拠点の時刻 ) のほかに、
ワールドタイム ( 別の都市の時刻 ) を表示することができます。

中段：都市コード、ホームタイム

下段：ワールドタイム

■ 画面説明

■ 設定方法
Ｐ17の都市コード一覧を参考に、都市コードを確認して下さい。

ワールドタイムモード中にＣボタンもしくはＤボタンを押すと、
都市コードが切り替わります。
ボタンを長押しすると、都市コードが早く切り替わります。
Ａボタンを長押しすると、サマータイムのON / OFFが切り替わります。

サマータイムが
ONの状態

（daylight saving time）

都市コード

CXI
TBU
CHT
WLG
NOU
SYD
ADL
TYO
HKG
BKK
RGN
DAC
KTM
DEL
KHI
KBL
DXB
THR

ジッダ
カイロ
パリ
ロンドン
プライア
フェルナンド・デ・ノローニャ
リオ・デ・ジャネイロ
セント・ジョンズ
サンティアゴ
カラカス
ニューヨーク
シカゴ
デンバー
ロサンゼルス
アンカレッジ
ホノルル
パゴパゴ

都市名

+3
+2
+1
+0
-1
-2
-3
-3.5
-4
-4.5
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

時差

Ｆ-２ ワールドタイムモード：都市コードについて

都市名

クリスマス島
ヌクアロファ
チャタム諸島
ウェリントン
ヌメア
シドニー
アデレード
東京
香港
バンコク
ヤンゴン
ダッカ
カトマンズ
デリー
カラチ
カーブル
ドバイ
テヘラン

+14
+13
+12.75
+12
+11
+10
+9.5
+9
+8
+7
+6.5
+6
+5.75
+5.5
+5
+4.5
+4
+3.5

時差

JED
CAI
PAR
LON
RAI
FEN
RIO
YYT
SCL
CCS
NYC
CHI
DEN
LAX
ANC
HNL
PPG

都市コード

都市コード一覧

※この表の時差は、協定世界時 ( UTC ) を基準としたものです。
※時差やサマータイムは、その国や都市の都合により変更になることがあります。
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Ｇ-１  ペースメーカーモード (PAC)：操作方法

■ペースメーカーモードについて
音を鳴らすペースを設定し、規則的に音を鳴らします。
例えば120と設定すると、0.5秒に1回、音が鳴ります。

■操作方法
Cボタンを押すと音が鳴り始めます。
再度Cボタンを押すとストップします。

■ 設定方法
Ａボタンを長押しすると画面に「SET HoLd」が点滅し、
設定画面に移ります。
設定画面では、画面下段の警報を鳴らす回数が設定できます。
設定できる回数は、下記の通りです。

10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120、140、160、
180、200、240、280、320

Cボタンを押すと数値が増え、Dボタンを押すと減ります。
ボタンを長押しすると、数値が早く変わります。
設定終了後、Ａボタンを押すとペースメーカーモードに戻ります。

※設定中に１分間何も操作を行わないと、自動的にペースメーカーモードに戻ります。

中段：現在時刻

下段：１分間に音を鳴らす回数
　　　( この場合は 60 回 )

■画面説明

Ｈ-１  タイドグラフ設定モード：画面の確認

上段：ムーンデータ、タイドグラフ

中段：登録名、現在時刻

下段：登録コード

■ 画面説明

■ タイドグラフ設定モードについて
潮の状態や月の見え方を確認したい場所の、満潮時刻を登録します。
登録は20カ所まで行えます。( TS01 ～ TS20 )
潮の状態や月の見え方は場所により異なります。
登録したデータからそれらを算出し、表示します。
登録方法は、P20「 場所の登録 」を参照して下さい。

■ 画面の切り替え
Ｃボタンを押すたびに、下記の順番で登録状況の確認ができます。

登録コード 登録した満潮日 登録した満潮時刻

Ｄボタンを押すたびに、登録コード ( 登録場所 ) が切り替わります。
時刻モードでは、ここで選択した設定場所のムーングラフ、タイドグラフ
が表示されます。( 時刻モードの詳細はＰ６ )

１番目の登録場所 ２番目の登録場所 20番目の登録場所

※登録場所が１カ所しかない場合、画面の切り替えはできません。
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■ 場所の登録
Ｄボタンを押し、登録したいコードを選びます。
( 初めて登録する場合は「 TS01 」以外選べません )
コードを選択後、Ａボタンを押すと登録名の設定画面に移ります。
登録名は「 IZU 」「 AMAMI 」など、自由に設定して下さい ( 最大10文字 ）

登録名の入力後、Ｂボタンを押すと、満潮時刻の設定画面に移ります。
潮位表やインターネットを参考に、目的の場所の前回の満潮時刻を
入力して下さい。
Cボタンを押すと数値が増え、Dボタンを押すと減ります。
ボタンを長押しすると、数値が早く変わります。
Ｂボタンを押すたびに、下記の順番で項目が切り替わります。

ＣボタンもしくはＤボタンを押すと、
文字が切り替わります。
Ｂボタンを押すと、
次の文字の設定に移ります。
これを繰り返し、10文字入力します。

西暦の設定 月の設定 日の設定

時の設定 分の設定 位置の設定

設定終了後、Ａボタンを押すとタイドグラフ設定モードに戻ります。
※位置の設定は、北半球 ( 南方向に月が見える ) なら「N   Ｓ」、
　南半球 ( 北方向に月が見える )なら「Ｎ  Ｓ」を選択して下さい。

Ｈ-２  タイドグラフ設定モード：設定方法

設定画面と入力可能な文字・記号

Ｈ-３ タイドグラフ設定モード：データの削除

■ データの削除方法
Dボタンで削除したい登録コード ( 登録場所 ) を選択します。
Ａボタンを長押しすると画面に「 CLR 」が点滅し、削除画面に移ります。
ＣボタンもしくはＤボタンを押し、
選択したコードのみ削除する ( コード ) か、
全て削除する ( ALL ) かを選択します。

選択したコードのみ削除
（ コード ）

全てを削除
（ＡＬＬ）

Ｂボタンを押すと画面に「 NO 」が点滅します。
ＣボタンもしくはＤボタンを押すと、「 NO 」( 削除を中止する ) または
「 YES 」( データを削除する ) の選択ができます。
データを削除する場合、「 YES 」を選択して下さい。

「 YES 」を選択した状態でＢボタンを押すとデータが削除され、
タイドグラフ設定モードに戻ります。

削除を中止する データを削除する



22 23

Ｉ-１ タイドグラフモード：画面の確認

上段：ムーンデータ、タイドグラフ

中段：登録名、現在時刻

下段：登録コード

■ 画面説明

■ タイドグラフモードについて
タイドグラフ設定モード ( Ｐ19～ ) で登録した場所の潮の状態や、
月の見え方が確認できます。

■ 画面の切り替え
Ｃボタンを押すたびに、下記の順番で画面が切り替わります。

Ｄボタンを押すたびに、登録場所 ( 登録コード ) が切り替わります。

登録コード 次の満潮時刻 現在の月齢、
月の見え方

２番目の登録場所 20番目の登録場所１番目の登録場所

Ｉ-２ タイドグラフモード：操作方法

■ ムーンデータとタイドグラフの確認
Ｄボタンを押して確認したい登録コード ( 登録場所 ) を選択し、
Ａボタンを押します。
以降、西暦や月といった数値を加減するたびに
ムーンデータ、タイドグラフが変化し、その日時の潮の状態や
月の見え方を表示します。

Cボタンを押すと数値が増え、Dボタンを押すと減ります。
ボタンを長押しすると、数値が早く変わります。
Ｂボタンを押すたびに、下記の順番で項目が切り替わります。

※本機のタイドグラフ表示は、あくまで潮の満ち引きの様子を見る「目安」として
　お使いください。

Ａボタンを押すとタイドグラフモードに戻ります。

西暦の選択 月の選択 日の選択

時の選択 分の選択

■ ムーンデータとタイドグラフの変化
具体的な日時を入力することで、現在だけでなく、
過去、未来の潮の状態や月の見え方を確認できます。
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Ｊ-１  ご使用上の注意

■ メンテナンスについて
・ガソリンやアセトン、アルコールなどの化学製品を
　使用しないで下さい。

・使用しないときは、乾燥した場所で保管して下さい。

・電池が切れたまま長時間放置すると、漏液や故障の原因になります。
　お早めに電池交換をして下さい。
　また、長期間使用しない場合は、電池を取り外して下さい。

・取り出した電池は幼児の手の届かないようにして下さい。
　万が一飲み込んだ場合、ただちに医師にご相談下さい。

■ ご使用上の注意
・本機のタイドグラフ表示は、航海の用にするものではありません。
　航海には必ず海上保安庁刊行の潮汐表を使用して下さい。

・腕時計を分解しないで下さい。
　分解した場合は保証対象外になります。

・過度な衝撃を与えないで下さい。

・落としたり、投げたりしないで下さい。

・磁気や静電気の影響があるところで使用しないで下さい。

・腕時計を水に浸けないで下さい。
　濡れた場合はすぐに吸湿性のよい布などで水分を拭き取って下さい。

・時刻モード
時、分、秒、曜日、年、月、日、表示
ムーンデータ（月齢）、タイドグラフ表示
12時間/24時間表示変更可能
100年カレンダー（2000年～2099年）

・タイドグラフモード/タイドグラフ設定モード
20ヶ所まで登録可能

・ストップウォッチモード
計測単位 1/100秒
計測範囲 0'00"00 ～ 23:59'59"
ラップ数 8

・タイマーモード
計測範囲 23:59'59" ～ 0'00"00

・アラームモード
アラーム5個設定可能（ONにすると毎日設定した時刻に音が鳴る）
時報（毎時0分にお知らせ）

・ワールドタイムモード
35都市対応

・ペースメーカーモード
設定可能ペース 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120、140、160、
180、200、240、280、320

・防水
100m防水

・使用電池
 CR2025
※お買い上げ時に入っている電池は動作確認の為のモニター用電池です。

K-１ 製品仕様
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