
Change the way you think about time



INSTRUCTION MANUAL

Button A

Button B



• This watch uses an LCD “always on” display to show the  
　time.
• You can illuminate the display for a short time with the EL 
　backlight by pressing button A.
• The time is displayed digitally on three sides of the cube as 
　shown in the diagrams below.

Hours

10 Minutes

1. How to read the time

Example 12:54

Single Minutes



• Press button B to display the date.
• The date icon indicates that you are in date mode.
• You can illuminate the display for a short time with the EL 
　backlight by pressing button A.
• The date is displayed on three sides of the cube as shown 
　in the diagrams below. 
• The display will change back to time mode after a short time.

Month Single Days

Date icon

2. How to read the date

10 Days

Example May 26th



• Press and hold button B for 3 seconds to enter setting mode.
　*Note after 10 seconds of inactivity setting mode will deactivate

• The year digits will flash when you are in year setting 
    mode.
• Press button A to increase the year as required.
• Hold button A to increase the years more quickly.
• Press button B to confirm and move to the month.

• The month digits will flash when you are in month 
　setting mode.
• Press button A to increase the month as required.
• Hold button A to increase the months more quickly.
• Press button B to confirm and move to the date.

• The date digits will flash when you are in date setting 
    mode.
• Press button A to increase the date as required.
• Hold button A to increase the date more quickly.
• Press button B to confirm and move to the hour.

3. How to set the date and time

I. Setting the year

II. Setting the month

III. Setting the date



Date icon

• The hour digits will flash when you are in hour 
    setting mode.
• The PM icon in setting mode indicates that you are 
　setting the time in PM.
• Press button A to increase the hour as required.
• Hold button A to increase the hours more quickly. 
• Press button B to confirm and move to the minutes.

• The minute digits will flash when you are in minute 
    setting mode.
• Press button A to increase the minutes as required.
• Hold button A to increase the minutes more quickly. 
• Press button B to confirm and exit setting mode.

IV. Setting the hour

Example

June 24th 8:41PM

PM icon (only for setting) 

V. Setting the minutes



• This watch is covered by a 1 year manufacturers’ warranty. 
    This warranty does not cover water damage, accidental 
    damage, neglect or unauthorized repair.

II. Warranty

• This watch uses an CR2016 replaceable watch battery.
• Battery lifetime will vary depending on use, but is 
　estimated to last for at least one year.
• To maximize battery life you should limit use of the EL 
　backlight.

• This watch is water resistant to 3ATM. Please do not use 
　the watch in the shower, for swimming or for other water 
　related activities.

4. User information

I. Battery

III. Caution



Case Materials

Case Dimensions

Maximum Fit 
Wrist Size

Display

Water Resistance

Strap Materials

Finish

Weight

Battery

Stainless Steel

38 x 42 x 8.3 mm

210mm (approx.)

Colored LCD with EL Backlight

3 ATM

Stainless Steel

Polished

120g

CR 2016

SPECIFICATIONS



Button A

Button B

取り扱い説明書



• この商品はLCDディスプレイに常時に時刻が表示されます。
• Aボタンを押すと数秒間ELバックライトを点灯させることが
  できます。
• 時刻は下図のように、立方体の3面に沿うようデジタル数字
  で表示されます。

1. 時刻の読み方

時 1分単位

10分単位

時刻表示例 12:54



2. 日付の読み方
• Bボタンを押すと日付が表示されます。
• 日付表示の画面ではDATEアイコンが表示されます。
• Aボタンを押すと数秒間ELバックライトを点灯させることが
  できます。
• 日付は下図のように、立方体の3面に沿うようデジタル数字
  で表示されます。
• 数秒間表示した後、時刻表示に戻ります。

月 1日単位

10日単位

DATE アイコン

日付表示例 5月26日



3. 日付・時刻の設定

• 「月」の設定時は、月表示のデジタル数字が点滅します。
• Aボタンでひと月ずつ増やすことができます。
• Aボタンを長押しすると連続で月を増やすことができます。
• Bボタンを押すと確定して次の「日」の設定に移動します。

• 「日」の設定時は、日表示のデジタル数字が点滅します。
• Aボタンで1日ずつ増やすことができます。
• Aボタンを長押しすると連続で日を増やすことができます。
• Bボタンを押すと確定して次の「時」の設定に移動します。

• 「年」の設定時は、年表示のデジタル数字が点滅します。
• Aボタンで1年ずつ増やすことができます。
• Aボタンを長押しすると連続で年を増やすことができます。
• Bボタンを押すと確定して次の「月」の設定に移動します。

II. 「月」の設定

I. 「年」の設定

III. 「日」の設定

• Bボタンを3秒間押し続けると設定モードになります。
  ※10秒間何も操作をおこなわないと、設定モードは自動的
　  に終了します。



• 「分」の設定時は、分表示のデジタル数字が点滅します。
• Aボタンで1分ずつ増やすことができます。
• Aボタンを長押しすると連続で分を増やすことができます。
• Bボタンを押すと確定して設定モードは終了します。

• 「時」の設定時は、時表示のデジタル数字が点滅します。
• PM時間帯の設定時にはPMアイコンが表示されます。 
• Aボタンで1時間ずつ増やすことができます。
• Aボタンを長押しすると連続で時間を増やすことができます。
• Bボタンを押すと確定して次の「分」の設定に移動します。

V. 「分」の設定

IV. 「時」の設定

DATE アイコン PM アイコン (設定時のみ表示)

表示例
6月24日 8:41PM



4. インフォメーション

I. バッテリー

II. 保証

II. ご注意

• 本品には交換可能なCR2016リチウムバッテリーが
  内蔵されています。
• バッテリーの寿命は使用状況によって異なりますが、
  およそ1年間のご使用が可能です。
• ELバックライトの使用回数を減らすことで、バッテリー
  の寿命を長くすることができます。 

• 生産時に生じた不良にのみ1年間の無償修理を保証
  します。不注意による故障、破損、水没等は保証期間内
  であっても有償修理となりますので、ご了承ください。

• この商品は3気圧防水(日常生活防水)です。シャワーや
   スイミングまたは、水を扱う際の使用はお避けください。



ケース素材

ケースサイズ

最大装着
リストサイズ

ディスプレイ

防水性能

ストラップ素材

仕上げ

重量

バッテリー

ステンレス スチール

38 x 42 x 8.3 mm

約210mm

ELバックライト付カラーLCD

3気圧(日常生活防水)

ステンレス スチール

光沢

120g

CR2016

商品仕様




