
時刻の合わせ方

１：ケースの側面、３時の位置にあるりゅうずを2段引き
、通常位置1(P1)から設定位置3(P3)に動かします。りゅう
ずが完全に引き出されると、秒針が止まります。

２：りゅうずを回し、正しい時刻に合わせます。

３：時刻を合わせたら、りゅうずを通常位置に押し込ん
でください。秒針は再び動き始めます。

日付の合わせ方

１：りゅうずを１段引き、通常位置１(P1)から設定位置
２(P2)に動かします。

２：設定位置２(P2)で日付を調整する間も、時計は動き
続けます。りゅうずを時計回りに回し日付を合わせます。

３：日付を合わせたら、りゅうずを通常位置に押し込ん
でください。

注意：月末には日付の手動修正が必要になることがあり
ます。また、時刻が夜中の12時から2時の間は日付の設
定は避けてください。この時間帯に日付の設定を行いま
すと、正しく設定が出来なかったり、時計の故障の原因
となることがあります。

注意：りゅうずが設定位置(P2)(P3)にある間は、耐湿性
が失われます。

クロノグラフの使い方

このクロノグラフ時計は、時針･分針、スモールセコンド
(1)、日付表示(2)、分･秒単位のストップウオッチといった
、従来の腕時計の機能を備えています。

秒カウンター

ダイヤルの中央には、時針･分針とは別に、秒カウンタ
ーと呼ばれる秒針があります。秒カウンターは、計測中
の時間のうち、秒単位の数値を示します。秒数はメイン
ダイヤルの外枠の60分割された目盛りと中央のライン
で読み取ることができ、１周＝１分です。

分カウンター

左のインダイヤル(3)は、計測中の時間のうち、分単位の
数値を示します。秒カウンターが１周するごとに分カウ
ンターの針が１目盛り進み、１分経過したことを示しま
す。このインダイヤルの目盛りは３０分割で、１周＝30
分です。

機能：クロノグラフ

クロノグラフのすべての機能は(A)と(B)の２つのボタン
でコントロールされます。ボタン(A)にはスタートとスト
ップの機能があります。ボタン(B)にはスプリットとリセッ
トの機能があります。

特定の出来事の経過時間を計測する時は、ボタン(A)を
１度押します。メインダイヤル中央の秒カウンターの針
が進み始めます。計測を終える時は再度ボタン(A)を押
します。クロノグラフの針が止まり、結果を読み取ること
ができます。

機能：リセット

計測終了後、クロノグラフ針をデフォルト位置に戻す必
要があります。ボタン(B)を押すと、針は０位置に戻り、次
の計測を行う準備ができます。
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機能：スプリット

クロノグラフには、もう１つ、スプリットという重要な機
能がついており、計測中の出来事の中間タイムを記録
することができます。

ボタン(A)を押してクロノグラフをスタートさせます。中
間タイムを計りたい時に、ボタン(B)を押します。（クロノ
グラフの計測を止めずに、ダイヤル上の表示だけを一
時停止します。）秒カウンターの針が止まります。クロノ
グラフの計測を続けながら、中間タイムを読み取ること
ができます。

中間タイムを読み終えたら、再度ボタン(B)を押します。
計測中の経過時間に追いつくまでの間、クロノグラフの
針が通常より速く進みます。一度追いついたら通常の速
さに戻ります。スプリット機能は同じ出来事中に複数回
使用できます。計測を終える時はボタン(A)を押して最
終的な経過時間を読み取ります。それからボタン(B)を
押してクロノグラフ針を０位置に戻します。

機能：タキメーター

この時計のクロノグラフ機能には、タキメーターも含ま
れています。タキメーターは、“ある１単位にかかる時間
(最大60秒)”を計測し、それを“１時間あたりの単位数”
に置き換えることで、速度や距離、１時間当たりの生産
量などを計算することができる機能です。

ボタン(A)を押してクロノグラフをスタートさせます。タ
キメーターで数値を読みたい地点に達したら、（例：１
Km走行した時や、１単位の生産が完了した時など）再
びボタン(A)を押して計測を止めます。

タキメーターの数値は中央の秒針とそれに対応する目
盛りから読み取ることができます。例えば、計測結果が
20秒だった場合、それに対応するタキメーターの目盛り
は180です。(すなわち、時速180キロメートル、あるいは
１時間当たりの生産量は180単位)

数値を読み取ったら、ボタン(B)を押してクロノグラフ針
を０位置に戻します。

クロノグラフ針をリセットする

電池交換後、あるいは深刻な衝撃や強磁場の影響で機
能に不具合が生じた場合は、クロノグラフの針を０位
置にリセットする必要があります。
分カウンターと秒カウンターをリセットする

１：りゅうずを設定位置３(P3)まで引き出します。クロノ
グラフボタンの（A）と（B）を少なくとも２秒以上、押し続
けます。すると、秒針が１回転します。これでクロノグラ
フの針はリセットされます。

2：ボタン(A)を短く連続して押し、秒カウンターの針を
０位置に戻します。

3 : ボタン(B)を押し、隣のクロノグラフ針を選択します。
ボタン（A）を押して次のカウンター針をリセットします。

4 : ボタン(A)を短く連続して押し、クロノグラフ針を0位
置に戻します。全てのクロノグラフの針をゼロ位置にリ
セットしたら、りゅうずを通常位置（P1）に押し戻します。
注意：すべてのクロノグラフ針を０位置に戻すまで、り
ゅうずを通常位置(P1)に戻さないでください。

注意：りゅうずを設定位置２(P2)まで引き出した状態で
、２０分以上放置しないでください。

時計のお手入れ方法

ユニフォーム ウェアーズの腕時計は、ある程度の手入れ
が必要です。ガイドラインに沿ったお手入れをすること
で、長期間状態良くお使いいただけます。

クリーニング

ケースの汚れを取り除く際は、清潔な柔らかい布等で拭
きとってください。薬品などは変色の原因となりますの
で、使用しないでください。レンズのクリーニングには清
潔なセーム革クロスをお使いください。ケースを水に入
れることはお避けください。

電池交換

この腕時計はスイス製のRenata(レナータ)ボタン電池
を使用しています。電池の寿命は推定60ヵ月です。交換
が必要になりましたら、ユニフォーム ウェアーズのウェ
ブサイト(www.uniformwares.com)内の、電池交換に
ついての情報をご参照ください。（もしくは、お買い求め
の店舗にご相談ください。）

耐水性能について

この腕時計は日常生活に耐えられるよう設計されており
、５気圧防水に分類されています。湿気の多い場所や軽
い雨の中での使用は可能ですが、シャワーや水泳、ダイ
ビング、その他異常な水圧にさらされる可能性のあるア
クティビティ、極端な高温多湿になる環境下(サウナ､浴
室など)でのご使用はお避けください。

結露防止

突然の気温や湿度の変化によって、サファイアガラスの
内部にわずかな結露が見られることがあります。水滴は
自然に消え、時計の機能に影響することはありません。
結露が長時間消えない場合は、弊社お問い合わせ窓口
へ修理、点検を依頼して下さい。
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となることがあります。

注意：りゅうずが設定位置(P2)(P3)にある間は、耐湿性
が失われます。

クロノグラフの使い方

このクロノグラフ時計は、時針･分針、スモールセコンド
(1)、日付表示(2)、分･秒単位のストップウオッチといった
、従来の腕時計の機能を備えています。

秒カウンター
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でコントロールされます。ボタン(A)にはスタートとスト
ップの機能があります。ボタン(B)にはスプリットとリセッ
トの機能があります。
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クロノグラフには、もう１つ、スプリットという重要な機
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ボタン(A)を押してクロノグラフをスタートさせます。中
間タイムを計りたい時に、ボタン(B)を押します。（クロノ
グラフの計測を止めずに、ダイヤル上の表示だけを一
時停止します。）秒カウンターの針が止まります。クロノ
グラフの計測を続けながら、中間タイムを読み取ること
ができます。

中間タイムを読み終えたら、再度ボタン(B)を押します。
計測中の経過時間に追いつくまでの間、クロノグラフの
針が通常より速く進みます。一度追いついたら通常の速
さに戻ります。スプリット機能は同じ出来事中に複数回
使用できます。計測を終える時はボタン(A)を押して最
終的な経過時間を読み取ります。それからボタン(B)を
押してクロノグラフ針を０位置に戻します。

機能：タキメーター

この時計のクロノグラフ機能には、タキメーターも含ま
れています。タキメーターは、“ある１単位にかかる時間
(最大60秒)”を計測し、それを“１時間あたりの単位数”
に置き換えることで、速度や距離、１時間当たりの生産
量などを計算することができる機能です。

ボタン(A)を押してクロノグラフをスタートさせます。タ
キメーターで数値を読みたい地点に達したら、（例：１
Km走行した時や、１単位の生産が完了した時など）再
びボタン(A)を押して計測を止めます。

タキメーターの数値は中央の秒針とそれに対応する目
盛りから読み取ることができます。例えば、計測結果が
20秒だった場合、それに対応するタキメーターの目盛り
は180です。(すなわち、時速180キロメートル、あるいは
１時間当たりの生産量は180単位)

数値を読み取ったら、ボタン(B)を押してクロノグラフ針
を０位置に戻します。

クロノグラフ針をリセットする

電池交換後、あるいは深刻な衝撃や強磁場の影響で機
能に不具合が生じた場合は、クロノグラフの針を０位
置にリセットする必要があります。
分カウンターと秒カウンターをリセットする

１：りゅうずを設定位置３(P3)まで引き出します。クロノ
グラフボタンの（A）と（B）を少なくとも２秒以上、押し続
けます。すると、秒針が１回転します。これでクロノグラ
フの針はリセットされます。

2：ボタン(A)を短く連続して押し、秒カウンターの針を
０位置に戻します。

3 : ボタン(B)を押し、隣のクロノグラフ針を選択します。
ボタン（A）を押して次のカウンター針をリセットします。

4 : ボタン(A)を短く連続して押し、クロノグラフ針を0位
置に戻します。全てのクロノグラフの針をゼロ位置にリ
セットしたら、りゅうずを通常位置（P1）に押し戻します。
注意：すべてのクロノグラフ針を０位置に戻すまで、り
ゅうずを通常位置(P1)に戻さないでください。

注意：りゅうずを設定位置２(P2)まで引き出した状態で
、２０分以上放置しないでください。

時計のお手入れ方法

ユニフォーム ウェアーズの腕時計は、ある程度の手入れ
が必要です。ガイドラインに沿ったお手入れをすること
で、長期間状態良くお使いいただけます。

クリーニング

ケースの汚れを取り除く際は、清潔な柔らかい布等で拭
きとってください。薬品などは変色の原因となりますの
で、使用しないでください。レンズのクリーニングには清
潔なセーム革クロスをお使いください。ケースを水に入
れることはお避けください。

電池交換

この腕時計はスイス製のRenata(レナータ)ボタン電池
を使用しています。電池の寿命は推定60ヵ月です。交換
が必要になりましたら、ユニフォーム ウェアーズのウェ
ブサイト(www.uniformwares.com)内の、電池交換に
ついての情報をご参照ください。（もしくは、お買い求め
の店舗にご相談ください。）

耐水性能について

この腕時計は日常生活に耐えられるよう設計されており
、５気圧防水に分類されています。湿気の多い場所や軽
い雨の中での使用は可能ですが、シャワーや水泳、ダイ
ビング、その他異常な水圧にさらされる可能性のあるア
クティビティ、極端な高温多湿になる環境下(サウナ､浴
室など)でのご使用はお避けください。

結露防止

突然の気温や湿度の変化によって、サファイアガラスの
内部にわずかな結露が見られることがあります。水滴は
自然に消え、時計の機能に影響することはありません。
結露が長時間消えない場合は、弊社お問い合わせ窓口
へ修理、点検を依頼して下さい。
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２(P2)に動かします。
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定は避けてください。この時間帯に日付の設定を行いま
すと、正しく設定が出来なかったり、時計の故障の原因
となることがあります。

注意：りゅうずが設定位置(P2)(P3)にある間は、耐湿性
が失われます。

クロノグラフの使い方

このクロノグラフ時計は、時針･分針、スモールセコンド
(1)、日付表示(2)、分･秒単位のストップウオッチといった
、従来の腕時計の機能を備えています。

秒カウンター

ダイヤルの中央には、時針･分針とは別に、秒カウンタ
ーと呼ばれる秒針があります。秒カウンターは、計測中
の時間のうち、秒単位の数値を示します。秒数はメイン
ダイヤルの外枠の60分割された目盛りと中央のライン
で読み取ることができ、１周＝１分です。

分カウンター

左のインダイヤル(3)は、計測中の時間のうち、分単位の
数値を示します。秒カウンターが１周するごとに分カウ
ンターの針が１目盛り進み、１分経過したことを示しま
す。このインダイヤルの目盛りは３０分割で、１周＝30
分です。

機能：クロノグラフ

クロノグラフのすべての機能は(A)と(B)の２つのボタン
でコントロールされます。ボタン(A)にはスタートとスト
ップの機能があります。ボタン(B)にはスプリットとリセッ
トの機能があります。

特定の出来事の経過時間を計測する時は、ボタン(A)を
１度押します。メインダイヤル中央の秒カウンターの針
が進み始めます。計測を終える時は再度ボタン(A)を押
します。クロノグラフの針が止まり、結果を読み取ること
ができます。

機能：リセット

計測終了後、クロノグラフ針をデフォルト位置に戻す必
要があります。ボタン(B)を押すと、針は０位置に戻り、次
の計測を行う準備ができます。

機能：スプリット

クロノグラフには、もう１つ、スプリットという重要な機
能がついており、計測中の出来事の中間タイムを記録
することができます。

ボタン(A)を押してクロノグラフをスタートさせます。中
間タイムを計りたい時に、ボタン(B)を押します。（クロノ
グラフの計測を止めずに、ダイヤル上の表示だけを一
時停止します。）秒カウンターの針が止まります。クロノ
グラフの計測を続けながら、中間タイムを読み取ること
ができます。

中間タイムを読み終えたら、再度ボタン(B)を押します。
計測中の経過時間に追いつくまでの間、クロノグラフの
針が通常より速く進みます。一度追いついたら通常の速
さに戻ります。スプリット機能は同じ出来事中に複数回
使用できます。計測を終える時はボタン(A)を押して最
終的な経過時間を読み取ります。それからボタン(B)を
押してクロノグラフ針を０位置に戻します。

機能：タキメーター

この時計のクロノグラフ機能には、タキメーターも含ま
れています。タキメーターは、“ある１単位にかかる時間
(最大60秒)”を計測し、それを“１時間あたりの単位数”
に置き換えることで、速度や距離、１時間当たりの生産
量などを計算することができる機能です。

ボタン(A)を押してクロノグラフをスタートさせます。タ
キメーターで数値を読みたい地点に達したら、（例：１
Km走行した時や、１単位の生産が完了した時など）再
びボタン(A)を押して計測を止めます。

タキメーターの数値は中央の秒針とそれに対応する目
盛りから読み取ることができます。例えば、計測結果が
20秒だった場合、それに対応するタキメーターの目盛り
は180です。(すなわち、時速180キロメートル、あるいは
１時間当たりの生産量は180単位)

数値を読み取ったら、ボタン(B)を押してクロノグラフ針
を０位置に戻します。

クロノグラフ針をリセットする

電池交換後、あるいは深刻な衝撃や強磁場の影響で機
能に不具合が生じた場合は、クロノグラフの針を０位
置にリセットする必要があります。
分カウンターと秒カウンターをリセットする

１：りゅうずを設定位置３(P3)まで引き出します。クロノ
グラフボタンの（A）と（B）を少なくとも２秒以上、押し続
けます。すると、秒針が１回転します。これでクロノグラ
フの針はリセットされます。

2：ボタン(A)を短く連続して押し、秒カウンターの針を
０位置に戻します。

3 : ボタン(B)を押し、隣のクロノグラフ針を選択します。
ボタン（A）を押して次のカウンター針をリセットします。

4 : ボタン(A)を短く連続して押し、クロノグラフ針を0位
置に戻します。全てのクロノグラフの針をゼロ位置にリ
セットしたら、りゅうずを通常位置（P1）に押し戻します。
注意：すべてのクロノグラフ針を０位置に戻すまで、り
ゅうずを通常位置(P1)に戻さないでください。

注意：りゅうずを設定位置２(P2)まで引き出した状態で
、２０分以上放置しないでください。

時計のお手入れ方法

ユニフォーム ウェアーズの腕時計は、ある程度の手入れ
が必要です。ガイドラインに沿ったお手入れをすること
で、長期間状態良くお使いいただけます。

クリーニング

ケースの汚れを取り除く際は、清潔な柔らかい布等で拭
きとってください。薬品などは変色の原因となりますの
で、使用しないでください。レンズのクリーニングには清
潔なセーム革クロスをお使いください。ケースを水に入
れることはお避けください。

電池交換

この腕時計はスイス製のRenata(レナータ)ボタン電池
を使用しています。電池の寿命は推定60ヵ月です。交換
が必要になりましたら、ユニフォーム ウェアーズのウェ
ブサイト(www.uniformwares.com)内の、電池交換に
ついての情報をご参照ください。（もしくは、お買い求め
の店舗にご相談ください。）

耐水性能について

この腕時計は日常生活に耐えられるよう設計されており
、５気圧防水に分類されています。湿気の多い場所や軽
い雨の中での使用は可能ですが、シャワーや水泳、ダイ
ビング、その他異常な水圧にさらされる可能性のあるア
クティビティ、極端な高温多湿になる環境下(サウナ､浴
室など)でのご使用はお避けください。

結露防止

突然の気温や湿度の変化によって、サファイアガラスの
内部にわずかな結露が見られることがあります。水滴は
自然に消え、時計の機能に影響することはありません。
結露が長時間消えない場合は、弊社お問い合わせ窓口
へ修理、点検を依頼して下さい。


