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本 社 東京都中央区京橋2丁目6番21号 〒104-8331

セイコー製品について、修理その他のご相談は、「お買い上げ店」
でうけたまわっております。
なお、ご不明の点は下記へお問い合せください。

このたびはセイコーKINETICをお買い上げいただきまして
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

″

お客様相談室 ″

(03)3535-2211
〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-7-16
〒 550-0013 大阪市西区新町 1-4-24（大阪四ﾂ橋第一生命ビル） (06)6538-6541

″
〒 060-0061
〒 980-0021
〒 461-0048
〒 730-0037
〒 810-0801

お客様相談係 ″
札幌市中央区南一条西 7-20-1（札幌スカイビル）(011)231-0615
仙台市青葉区中央 2-7-28（セイコー仙台ビル）(022)227-4171
(052)723-8206
名古屋市東区矢田南 3-3-12
広島市中区中町 7-16（ポレスター広島） (082)248-1020
福岡市博多区中洲 5-1-22（松月堂ビル） (092)271-2538

■ご使用にあたって

目

Solution

●充電のしかた

次

Charge the watch referring to "How to charge the watch".

・止まっている時計（KINETIC）を動かす場合に下記の方法「①〜②」で行なってください。
・充電量が少なくなり（秒針が２秒運針の状態等）追加充電したい場合は「①」の振りかたを
ご参照ください。
・ストップウオッチは、充電されていない（＝時計が止まっている）と操作ができませんので、
充電をしてから操作してください。
（→「■ストップウオッチについて」を参照）
①時計を下図のように矢印の方向に振ってください。
（手振り）
１秒間に２往復のリズムで、約200回（往復）連続で振ってください。
この方法で充電すると、止まっている時計（秒針）が動きはじめ、2秒
運針から通常の1秒運針になります。約200回振り終わっても秒針が2
秒運針のままの場合は、1秒運針になるまでさらに振り続けてください。
振り終わったら、1秒運針になっていることをご確認ください。
※１秒間に２往復の早さで、約20cm位の距離を往復させるように振っていた
だくと、最も効率的です。
※極端に早く激しく振っても効率の良い充電はできません。
※発電機を回す音が聞こえますが、異常ではありません。

②さらに振り続けて１日分程度の充電をしてから携帯することをお勧め
振り終わったら、
１秒
します。
運針になっているこ
目安として約200回
（往復）
の手振りで、
１日分の充電量を追加ができる
とをご確認ください。
とお考えください。
※この時計はフル充電で「1ヶ月」以上の充電量が得られますが、ご使用前に
フル充電にしていただく必要はありません。
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■使用上のご注意とお手入れの方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・16
■製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
■こんな時には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
■アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
■補修用性能部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

When the watch returns to normal temperature, the condition will be corrected. Set the time again.
The watch is so adjusted that it works with stable accuracy when worn on your wrist at a normal
temperature range between 5℃ and 35℃.
When the watch is kept away from close contact with the magnetic source, the condition will be
corrected. Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was
purchased.
Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was purchased.

Contact the retailer from whom the watch was purchased.
The watch may stop operating in 12 hours. Charge the watch referring to "・How to charge the
watch".
Wear the watch for more than 10 hours a day. Refer to "・How to wear your watch properly".

Advance the hands by 12 hours.

4

45

■製品の特長
一般のクオーツ式の腕時計はボタン型電池で動きますが、KINETICは 時計を振る ことによっ
て内蔵された発電機が回され、発電した電気をキネティックE.S.Uに蓄えて時計を動かすという
SEIKO独自の機構を持ったクオーツ時計です。従って、電池交換の必要はありません。
フル充電になると、約１ヶ月動き続けます。
この時計は、ストップウオッチ機能を備えています。１/10秒単位12時間計です。このストップ
ウオッチは約12時間経過後、自動的に止まります。
また、ストップウオッチ針の帰零方式（リセット）としてメカ式のハートカム方式を備えている
ので、４本の針が素早く戻ります。
注意
・あなたの腕の動きを電気に変換して蓄える方式です。静止したままでは、充電され
ません。
・目安として１日10時間以上の携帯をおすすめします。

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

■SPECIFICATIONS

・If the watch requires service, take it to the retailer from whom the watch was purchased. If the
trouble occurs within the guarantee period, submit the cirtificate of guarantee together with the
watch.
・For repair after the guarantee period or for any other information reganding the watch, contact
the retailer from whom the watch was purehased or the "CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT" of SEIKO CORPORATION.
・Guarantee coverage is spelled out in the certificate of guarantee. Please read it carefully and
keep the certificate for ready reference.

1 Frequency of crystal oscillator ……………32,768 Hz (Hz = Hertz...Cycles per second)
2 Loss/gain (monthly rate) …………………Loss than 15 seconds at normal temperatures range
(5℃ - 35℃) (41゜F - 95゜F)
Monthly rate : less than ±30 seconds
3 Operational temperatures range …………-10℃ - +60℃) (14゜F - 140゜F)
4 Driving system ……………………………Step motor, 2 pieces
5 Display system
Time …………………………………………Hour, minute and second hands
Date …………………………………………Displayed in numerals.
Stopwatch …………………………………Hour, minute, second and 1/10 second hands
The stopwatch measures up to 12 hours, 6 minutes
and 12.2 seconds in 1/10 second increments.
6 Additional function …………………………Energy depletion forearming function and overcharge
prevention function
7 Duration of charge
Full charge …………………………………Approximately 1 month (if the stopwatch is used for
less than 3 hours a day)
After the second hand starts moving
at two-second intervals ……………………Approximately 12 hours (if the stopwatch is not used)
8 KINETIC electricity storage unit …………Button type, 1 piece
9 IC (Integrated Circle) ………………………C-MOS-IC, 1 piece

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS
・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for its watches for 7 years. In
principle, your watch can be reconditioned within this period if used normally. (Replacement
parts are those which are essential to maintaining the functional integrity of the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may very greatly depending on the
conditions under which it was 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 replaced with substitutes if
the originals are not available.

■各部の名称とはたらき

⑤時報と同時にリュウズを押し込んでください。
⑥さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。
〈月末の日付けの修正について〉
・この時計の日付け表示は１日〜31日となっています。小の月（２,４,６,９,11月）の場合は、
月末または、月初に日付けを合わせ直す必要があります。
①リュウズを1段目まで引き出してください。
ネジロックを
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
ゆるめた状態
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
引き出します。
②リュウズを左に回して今日の日付けに合わせます。
（例）月が変わって今日が「１日」だった場合、日付けを
「１日」に進めます。
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■TROUBLESHOOTING
Problem

●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 predisposed to skin rashes, the band may cause you to develop a rash or an itch.
・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.

A
ボタン○
（リセット）

B
ボタン○
（スタート／ストップ）

日付け

リュウズ

時計部

※ The specifications are subject to change without prior notice for product improvement.

47

2

ストップウオッチ部

3

Possible cause

All the electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
used up.
The watch temporarily gains or loses The watch has been left in extremely high or low temperatures
for a long time.
time.
The watch has stopped operating.

The watch was brought into close contact with a magnetic
object.

●２秒運針になったら（秒針が一度に２目盛ずつ運針する状態）
・携帯中または外してある時計が２秒運針を始めると、12時間以内に時計が止まる可能性があ
りますので、充電してください。（→「●充電のしかた」を参照）
・ストップウオッチを使用中の場合は、１〜２時間以内に止まる可能性がありますので、ご注
意ください。
※この状態でストップウオッチが作動し続けると、時計が止まる直前にストップウオッチの動きが不安
定になる場合があります。

You dropped the watch, hit it against a hard surface or wore it
while playing active sports.
The watch was exposed to strong vibrations.
Small amount of water has got inside the watch due to
Blur on the dial glass persists.
deterioration of the gasket, etc.
The second hand moves at two- The electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
reduced to an extremely low level.
second intervals.
The second hand frequently moves at You wear the watch daily but only for short time, or you lead a
two-second intervals even if you wear relatively sedentary life, which does not involve much arm
movement.
the watch daily on your wrist.
AM/PM is not properly set.
The date changes at 12 o'clock noon.

リュウズ１段目
ネジロック状態
（ネジロック式リュウズの場合）

1

※For the solutions of troubles other than the above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

8
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ネジロックを
ゆるめた状態
リュウズ２段目

■時刻・日付けの合わせかた

充電ができたら、日付け・時刻を合せてください。
〈日付け・時刻の合わせかた〉
①リュウズを1段目まで引き出してください。
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
リュウズ１段目
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
ネジロック状態
引き出します。
②リュウズを左に回して日付けを前日に合わせます。
（ネジロック式リュウズの場合）
（例）合 わ せ る 日 付 け が
「６日」の場合、「５
日」に合わせます。
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●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・If the watch is left at temperature below -10℃ or above +50℃ for a long time it may function
improperly or stop operating.
・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 are strong vibrations.
・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, and do not keep it in a drawer having insecticides
inside.

Take utmost care in the following cases:
・When clasping and unclasping the band, you may damage your finger nail, finger depending on the type of
clasp used with the band.
・In case you 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 rush
caused by allergy.

5

※午前2時〜午前６時の間、日付けの修正に節度感がなくなる場合がありますが、故障ではありません。こ
れは、特殊な構造（瞬間日送り機構）のためです。

③秒針が12時（０秒）位置にきたら、リュウズを2段目まで引き出してください。（秒針が止まり
ます）リュウズを左に回して、今日の日付けになるまで時刻を進めてください。

CAUTION

6

・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.

④日付けは24時間に１回変わるように設定されていますので、午前午後を間違えないように合わ
せてください。時計の構造上、分針を合わせる時刻より一旦４〜５分進めてから逆にもどすよ
うにして合わせてください。

5

5

※時刻が午前12時〜午前２時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを２段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前２時より進めて
から、リュウズを再び１段目にして日付けを合わせてください。

6

※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。
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■ご使用にあたって

目

Solution

●充電のしかた

次

Charge the watch referring to "How to charge the watch".

・止まっている時計（KINETIC）を動かす場合に下記の方法「①〜②」で行なってください。
・充電量が少なくなり（秒針が２秒運針の状態等）追加充電したい場合は「①」の振りかたを
ご参照ください。
・ストップウオッチは、充電されていない（＝時計が止まっている）と操作ができませんので、
充電をしてから操作してください。
（→「■ストップウオッチについて」を参照）
①時計を下図のように矢印の方向に振ってください。
（手振り）
１秒間に２往復のリズムで、約200回（往復）連続で振ってください。
この方法で充電すると、止まっている時計（秒針）が動きはじめ、2秒
運針から通常の1秒運針になります。約200回振り終わっても秒針が2
秒運針のままの場合は、1秒運針になるまでさらに振り続けてください。
振り終わったら、1秒運針になっていることをご確認ください。
※１秒間に２往復の早さで、約20cm位の距離を往復させるように振っていた
だくと、最も効率的です。
※極端に早く激しく振っても効率の良い充電はできません。
※発電機を回す音が聞こえますが、異常ではありません。

②さらに振り続けて１日分程度の充電をしてから携帯することをお勧め
振り終わったら、
１秒
します。
運針になっているこ
目安として約200回
（往復）
の手振りで、
１日分の充電量を追加ができる
とをご確認ください。
とお考えください。
※この時計はフル充電で「1ヶ月」以上の充電量が得られますが、ご使用前に
フル充電にしていただく必要はありません。
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■各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
■ご使用にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
■時刻・日付けの合わせかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
■ストップウオッチについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
■上手な携帯をするために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
■使用電源（キネティックE.S.U.）について ・・・・・・・・・・・・15
■使用上のご注意とお手入れの方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・16
■製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
■こんな時には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
■アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
■補修用性能部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

When the watch returns to normal temperature, the condition will be corrected. Set the time again.
The watch is so adjusted that it works with stable accuracy when worn on your wrist at a normal
temperature range between 5℃ and 35℃.
When the watch is kept away from close contact with the magnetic source, the condition will be
corrected. Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was
purchased.
Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was purchased.

Contact the retailer from whom the watch was purchased.
The watch may stop operating in 12 hours. Charge the watch referring to "・How to charge the
watch".
Wear the watch for more than 10 hours a day. Refer to "・How to wear your watch properly".

Advance the hands by 12 hours.
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■製品の特長
一般のクオーツ式の腕時計はボタン型電池で動きますが、KINETICは 時計を振る ことによっ
て内蔵された発電機が回され、発電した電気をキネティックE.S.Uに蓄えて時計を動かすという
SEIKO独自の機構を持ったクオーツ時計です。従って、電池交換の必要はありません。
フル充電になると、約１ヶ月動き続けます。
この時計は、ストップウオッチ機能を備えています。１/10秒単位12時間計です。このストップ
ウオッチは約12時間経過後、自動的に止まります。
また、ストップウオッチ針の帰零方式（リセット）としてメカ式のハートカム方式を備えている
ので、４本の針が素早く戻ります。
注意
・あなたの腕の動きを電気に変換して蓄える方式です。静止したままでは、充電され
ません。
・目安として１日10時間以上の携帯をおすすめします。

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

■SPECIFICATIONS

・If the watch requires service, take it to the retailer from whom the watch was purchased. If the
trouble occurs within the guarantee period, submit the cirtificate of guarantee together with the
watch.
・For repair after the guarantee period or for any other information reganding the watch, contact
the retailer from whom the watch was purehased or the "CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT" of SEIKO CORPORATION.
・Guarantee coverage is spelled out in the certificate of guarantee. Please read it carefully and
keep the certificate for ready reference.

1 Frequency of crystal oscillator ……………32,768 Hz (Hz = Hertz...Cycles per second)
2 Loss/gain (monthly rate) …………………Loss than 15 seconds at normal temperatures range
(5℃ - 35℃) (41゜F - 95゜F)
Monthly rate : less than ±30 seconds
3 Operational temperatures range …………-10℃ - +60℃) (14゜F - 140゜F)
4 Driving system ……………………………Step motor, 2 pieces
5 Display system
Time …………………………………………Hour, minute and second hands
Date …………………………………………Displayed in numerals.
Stopwatch …………………………………Hour, minute, second and 1/10 second hands
The stopwatch measures up to 12 hours, 6 minutes
and 12.2 seconds in 1/10 second increments.
6 Additional function …………………………Energy depletion forearming function and overcharge
prevention function
7 Duration of charge
Full charge …………………………………Approximately 1 month (if the stopwatch is used for
less than 3 hours a day)
After the second hand starts moving
at two-second intervals ……………………Approximately 12 hours (if the stopwatch is not used)
8 KINETIC electricity storage unit …………Button type, 1 piece
9 IC (Integrated Circle) ………………………C-MOS-IC, 1 piece

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS
・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for its watches for 7 years. In
principle, your watch can be reconditioned within this period if used normally. (Replacement
parts are those which are essential to maintaining the functional integrity of the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may very greatly depending on the
conditions under which it was 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 replaced with substitutes if
the originals are not available.

■各部の名称とはたらき

⑤時報と同時にリュウズを押し込んでください。
⑥さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。
〈月末の日付けの修正について〉
・この時計の日付け表示は１日〜31日となっています。小の月（２,４,６,９,11月）の場合は、
月末または、月初に日付けを合わせ直す必要があります。
①リュウズを1段目まで引き出してください。
ネジロックを
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
ゆるめた状態
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
引き出します。
②リュウズを左に回して今日の日付けに合わせます。
（例）月が変わって今日が「１日」だった場合、日付けを
「１日」に進めます。
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■TROUBLESHOOTING
Problem

●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 predisposed to skin rashes, the band may cause you to develop a rash or an itch.
・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.

A
ボタン○
（リセット）

B
ボタン○
（スタート／ストップ）

日付け

リュウズ

時計部

※ The specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
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2

ストップウオッチ部

3

Possible cause

All the electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
used up.
The watch temporarily gains or loses The watch has been left in extremely high or low temperatures
for a long time.
time.
The watch has stopped operating.

The watch was brought into close contact with a magnetic
object.

●２秒運針になったら（秒針が一度に２目盛ずつ運針する状態）
・携帯中または外してある時計が２秒運針を始めると、12時間以内に時計が止まる可能性があ
りますので、充電してください。（→「●充電のしかた」を参照）
・ストップウオッチを使用中の場合は、１〜２時間以内に止まる可能性がありますので、ご注
意ください。
※この状態でストップウオッチが作動し続けると、時計が止まる直前にストップウオッチの動きが不安
定になる場合があります。

You dropped the watch, hit it against a hard surface or wore it
while playing active sports.
The watch was exposed to strong vibrations.
Small amount of water has got inside the watch due to
Blur on the dial glass persists.
deterioration of the gasket, etc.
The second hand moves at two- The electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
reduced to an extremely low level.
second intervals.
The second hand frequently moves at You wear the watch daily but only for short time, or you lead a
two-second intervals even if you wear relatively sedentary life, which does not involve much arm
movement.
the watch daily on your wrist.
AM/PM is not properly set.
The date changes at 12 o'clock noon.

リュウズ１段目
ネジロック状態
（ネジロック式リュウズの場合）

1

※For the solutions of troubles other than the above, contact the retailer from whom the watch was purchased.
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ネジロックを
ゆるめた状態
リュウズ２段目

■時刻・日付けの合わせかた

充電ができたら、日付け・時刻を合せてください。
〈日付け・時刻の合わせかた〉
①リュウズを1段目まで引き出してください。
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
リュウズ１段目
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
ネジロック状態
引き出します。
②リュウズを左に回して日付けを前日に合わせます。
（ネジロック式リュウズの場合）
（例）合 わ せ る 日 付 け が
「６日」の場合、「５
日」に合わせます。
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●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・If the watch is left at temperature below -10℃ or above +50℃ for a long time it may function
improperly or stop operating.
・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 are strong vibrations.
・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, and do not keep it in a drawer having insecticides
inside.

Take utmost care in the following cases:
・When clasping and unclasping the band, you may damage your finger nail, finger depending on the type of
clasp used with the band.
・In case you 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 rush
caused by allergy.

5

※午前2時〜午前６時の間、日付けの修正に節度感がなくなる場合がありますが、故障ではありません。こ
れは、特殊な構造（瞬間日送り機構）のためです。

③秒針が12時（０秒）位置にきたら、リュウズを2段目まで引き出してください。（秒針が止まり
ます）リュウズを左に回して、今日の日付けになるまで時刻を進めてください。

CAUTION

6

・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.

④日付けは24時間に１回変わるように設定されていますので、午前午後を間違えないように合わ
せてください。時計の構造上、分針を合わせる時刻より一旦４〜５分進めてから逆にもどすよ
うにして合わせてください。

5

5

※時刻が午前12時〜午前２時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを２段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前２時より進めて
から、リュウズを再び１段目にして日付けを合わせてください。

6

※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。
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7

■ご使用にあたって

目

Solution

●充電のしかた

次

Charge the watch referring to "How to charge the watch".

・止まっている時計（KINETIC）を動かす場合に下記の方法「①〜②」で行なってください。
・充電量が少なくなり（秒針が２秒運針の状態等）追加充電したい場合は「①」の振りかたを
ご参照ください。
・ストップウオッチは、充電されていない（＝時計が止まっている）と操作ができませんので、
充電をしてから操作してください。
（→「■ストップウオッチについて」を参照）
①時計を下図のように矢印の方向に振ってください。
（手振り）
１秒間に２往復のリズムで、約200回（往復）連続で振ってください。
この方法で充電すると、止まっている時計（秒針）が動きはじめ、2秒
運針から通常の1秒運針になります。約200回振り終わっても秒針が2
秒運針のままの場合は、1秒運針になるまでさらに振り続けてください。
振り終わったら、1秒運針になっていることをご確認ください。
※１秒間に２往復の早さで、約20cm位の距離を往復させるように振っていた
だくと、最も効率的です。
※極端に早く激しく振っても効率の良い充電はできません。
※発電機を回す音が聞こえますが、異常ではありません。

②さらに振り続けて１日分程度の充電をしてから携帯することをお勧め
振り終わったら、
１秒
します。
運針になっているこ
目安として約200回
（往復）
の手振りで、
１日分の充電量を追加ができる
とをご確認ください。
とお考えください。
※この時計はフル充電で「1ヶ月」以上の充電量が得られますが、ご使用前に
フル充電にしていただく必要はありません。

■製品の特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
■各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
■ご使用にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
■時刻・日付けの合わせかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
■ストップウオッチについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
■上手な携帯をするために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
■使用電源（キネティックE.S.U.）について ・・・・・・・・・・・・15
■使用上のご注意とお手入れの方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・16
■製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
■こんな時には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
■アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
■補修用性能部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

When the watch returns to normal temperature, the condition will be corrected. Set the time again.
The watch is so adjusted that it works with stable accuracy when worn on your wrist at a normal
temperature range between 5℃ and 35℃.
When the watch is kept away from close contact with the magnetic source, the condition will be
corrected. Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was
purchased.
Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was purchased.

Contact the retailer from whom the watch was purchased.
The watch may stop operating in 12 hours. Charge the watch referring to "・How to charge the
watch".
Wear the watch for more than 10 hours a day. Refer to "・How to wear your watch properly".

Advance the hands by 12 hours.

4
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■製品の特長
一般のクオーツ式の腕時計はボタン型電池で動きますが、KINETICは 時計を振る ことによっ
て内蔵された発電機が回され、発電した電気をキネティックE.S.Uに蓄えて時計を動かすという
SEIKO独自の機構を持ったクオーツ時計です。従って、電池交換の必要はありません。
フル充電になると、約１ヶ月動き続けます。
この時計は、ストップウオッチ機能を備えています。１/10秒単位12時間計です。このストップ
ウオッチは約12時間経過後、自動的に止まります。
また、ストップウオッチ針の帰零方式（リセット）としてメカ式のハートカム方式を備えている
ので、４本の針が素早く戻ります。
注意
・あなたの腕の動きを電気に変換して蓄える方式です。静止したままでは、充電され
ません。
・目安として１日10時間以上の携帯をおすすめします。

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

■SPECIFICATIONS

・If the watch requires service, take it to the retailer from whom the watch was purchased. If the
trouble occurs within the guarantee period, submit the cirtificate of guarantee together with the
watch.
・For repair after the guarantee period or for any other information reganding the watch, contact
the retailer from whom the watch was purehased or the "CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT" of SEIKO CORPORATION.
・Guarantee coverage is spelled out in the certificate of guarantee. Please read it carefully and
keep the certificate for ready reference.

1 Frequency of crystal oscillator ……………32,768 Hz (Hz = Hertz...Cycles per second)
2 Loss/gain (monthly rate) …………………Loss than 15 seconds at normal temperatures range
(5℃ - 35℃) (41゜F - 95゜F)
Monthly rate : less than ±30 seconds
3 Operational temperatures range …………-10℃ - +60℃) (14゜F - 140゜F)
4 Driving system ……………………………Step motor, 2 pieces
5 Display system
Time …………………………………………Hour, minute and second hands
Date …………………………………………Displayed in numerals.
Stopwatch …………………………………Hour, minute, second and 1/10 second hands
The stopwatch measures up to 12 hours, 6 minutes
and 12.2 seconds in 1/10 second increments.
6 Additional function …………………………Energy depletion forearming function and overcharge
prevention function
7 Duration of charge
Full charge …………………………………Approximately 1 month (if the stopwatch is used for
less than 3 hours a day)
After the second hand starts moving
at two-second intervals ……………………Approximately 12 hours (if the stopwatch is not used)
8 KINETIC electricity storage unit …………Button type, 1 piece
9 IC (Integrated Circle) ………………………C-MOS-IC, 1 piece

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS
・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for its watches for 7 years. In
principle, your watch can be reconditioned within this period if used normally. (Replacement
parts are those which are essential to maintaining the functional integrity of the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may very greatly depending on the
conditions under which it was 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 replaced with substitutes if
the originals are not available.

■各部の名称とはたらき

⑤時報と同時にリュウズを押し込んでください。
⑥さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。
〈月末の日付けの修正について〉
・この時計の日付け表示は１日〜31日となっています。小の月（２,４,６,９,11月）の場合は、
月末または、月初に日付けを合わせ直す必要があります。
①リュウズを1段目まで引き出してください。
ネジロックを
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
ゆるめた状態
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
引き出します。
②リュウズを左に回して今日の日付けに合わせます。
（例）月が変わって今日が「１日」だった場合、日付けを
「１日」に進めます。
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■TROUBLESHOOTING
Problem

●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 predisposed to skin rashes, the band may cause you to develop a rash or an itch.
・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.

A
ボタン○
（リセット）

B
ボタン○
（スタート／ストップ）

日付け

リュウズ

時計部

※ The specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
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2

ストップウオッチ部

3

Possible cause

All the electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
used up.
The watch temporarily gains or loses The watch has been left in extremely high or low temperatures
for a long time.
time.
The watch has stopped operating.

The watch was brought into close contact with a magnetic
object.

●２秒運針になったら（秒針が一度に２目盛ずつ運針する状態）
・携帯中または外してある時計が２秒運針を始めると、12時間以内に時計が止まる可能性があ
りますので、充電してください。（→「●充電のしかた」を参照）
・ストップウオッチを使用中の場合は、１〜２時間以内に止まる可能性がありますので、ご注
意ください。
※この状態でストップウオッチが作動し続けると、時計が止まる直前にストップウオッチの動きが不安
定になる場合があります。

You dropped the watch, hit it against a hard surface or wore it
while playing active sports.
The watch was exposed to strong vibrations.
Small amount of water has got inside the watch due to
Blur on the dial glass persists.
deterioration of the gasket, etc.
The second hand moves at two- The electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
reduced to an extremely low level.
second intervals.
The second hand frequently moves at You wear the watch daily but only for short time, or you lead a
two-second intervals even if you wear relatively sedentary life, which does not involve much arm
movement.
the watch daily on your wrist.
AM/PM is not properly set.
The date changes at 12 o'clock noon.

リュウズ１段目
ネジロック状態
（ネジロック式リュウズの場合）

1

※For the solutions of troubles other than the above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

8
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ネジロックを
ゆるめた状態
リュウズ２段目

■時刻・日付けの合わせかた

充電ができたら、日付け・時刻を合せてください。
〈日付け・時刻の合わせかた〉
①リュウズを1段目まで引き出してください。
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
リュウズ１段目
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
ネジロック状態
引き出します。
②リュウズを左に回して日付けを前日に合わせます。
（ネジロック式リュウズの場合）
（例）合 わ せ る 日 付 け が
「６日」の場合、「５
日」に合わせます。
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●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・If the watch is left at temperature below -10℃ or above +50℃ for a long time it may function
improperly or stop operating.
・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 are strong vibrations.
・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, and do not keep it in a drawer having insecticides
inside.

Take utmost care in the following cases:
・When clasping and unclasping the band, you may damage your finger nail, finger depending on the type of
clasp used with the band.
・In case you 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 rush
caused by allergy.

5

※午前2時〜午前６時の間、日付けの修正に節度感がなくなる場合がありますが、故障ではありません。こ
れは、特殊な構造（瞬間日送り機構）のためです。

③秒針が12時（０秒）位置にきたら、リュウズを2段目まで引き出してください。（秒針が止まり
ます）リュウズを左に回して、今日の日付けになるまで時刻を進めてください。

CAUTION

6

・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.

④日付けは24時間に１回変わるように設定されていますので、午前午後を間違えないように合わ
せてください。時計の構造上、分針を合わせる時刻より一旦４〜５分進めてから逆にもどすよ
うにして合わせてください。

5

5

※時刻が午前12時〜午前２時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを２段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前２時より進めて
から、リュウズを再び１段目にして日付けを合わせてください。

6

※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。
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7

■ご使用にあたって

目

Solution

●充電のしかた

次

Charge the watch referring to "How to charge the watch".

・止まっている時計（KINETIC）を動かす場合に下記の方法「①〜②」で行なってください。
・充電量が少なくなり（秒針が２秒運針の状態等）追加充電したい場合は「①」の振りかたを
ご参照ください。
・ストップウオッチは、充電されていない（＝時計が止まっている）と操作ができませんので、
充電をしてから操作してください。
（→「■ストップウオッチについて」を参照）
①時計を下図のように矢印の方向に振ってください。
（手振り）
１秒間に２往復のリズムで、約200回（往復）連続で振ってください。
この方法で充電すると、止まっている時計（秒針）が動きはじめ、2秒
運針から通常の1秒運針になります。約200回振り終わっても秒針が2
秒運針のままの場合は、1秒運針になるまでさらに振り続けてください。
振り終わったら、1秒運針になっていることをご確認ください。
※１秒間に２往復の早さで、約20cm位の距離を往復させるように振っていた
だくと、最も効率的です。
※極端に早く激しく振っても効率の良い充電はできません。
※発電機を回す音が聞こえますが、異常ではありません。

②さらに振り続けて１日分程度の充電をしてから携帯することをお勧め
振り終わったら、
１秒
します。
運針になっているこ
目安として約200回
（往復）
の手振りで、
１日分の充電量を追加ができる
とをご確認ください。
とお考えください。
※この時計はフル充電で「1ヶ月」以上の充電量が得られますが、ご使用前に
フル充電にしていただく必要はありません。

■製品の特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
■各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
■ご使用にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
■時刻・日付けの合わせかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
■ストップウオッチについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
■上手な携帯をするために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
■使用電源（キネティックE.S.U.）について ・・・・・・・・・・・・15
■使用上のご注意とお手入れの方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・16
■製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
■こんな時には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
■アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
■補修用性能部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

When the watch returns to normal temperature, the condition will be corrected. Set the time again.
The watch is so adjusted that it works with stable accuracy when worn on your wrist at a normal
temperature range between 5℃ and 35℃.
When the watch is kept away from close contact with the magnetic source, the condition will be
corrected. Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was
purchased.
Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was purchased.

Contact the retailer from whom the watch was purchased.
The watch may stop operating in 12 hours. Charge the watch referring to "・How to charge the
watch".
Wear the watch for more than 10 hours a day. Refer to "・How to wear your watch properly".

Advance the hands by 12 hours.

4

45

■製品の特長
一般のクオーツ式の腕時計はボタン型電池で動きますが、KINETICは 時計を振る ことによっ
て内蔵された発電機が回され、発電した電気をキネティックE.S.Uに蓄えて時計を動かすという
SEIKO独自の機構を持ったクオーツ時計です。従って、電池交換の必要はありません。
フル充電になると、約１ヶ月動き続けます。
この時計は、ストップウオッチ機能を備えています。１/10秒単位12時間計です。このストップ
ウオッチは約12時間経過後、自動的に止まります。
また、ストップウオッチ針の帰零方式（リセット）としてメカ式のハートカム方式を備えている
ので、４本の針が素早く戻ります。
注意
・あなたの腕の動きを電気に変換して蓄える方式です。静止したままでは、充電され
ません。
・目安として１日10時間以上の携帯をおすすめします。

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

■SPECIFICATIONS

・If the watch requires service, take it to the retailer from whom the watch was purchased. If the
trouble occurs within the guarantee period, submit the cirtificate of guarantee together with the
watch.
・For repair after the guarantee period or for any other information reganding the watch, contact
the retailer from whom the watch was purehased or the "CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT" of SEIKO CORPORATION.
・Guarantee coverage is spelled out in the certificate of guarantee. Please read it carefully and
keep the certificate for ready reference.

1 Frequency of crystal oscillator ……………32,768 Hz (Hz = Hertz...Cycles per second)
2 Loss/gain (monthly rate) …………………Loss than 15 seconds at normal temperatures range
(5℃ - 35℃) (41゜F - 95゜F)
Monthly rate : less than ±30 seconds
3 Operational temperatures range …………-10℃ - +60℃) (14゜F - 140゜F)
4 Driving system ……………………………Step motor, 2 pieces
5 Display system
Time …………………………………………Hour, minute and second hands
Date …………………………………………Displayed in numerals.
Stopwatch …………………………………Hour, minute, second and 1/10 second hands
The stopwatch measures up to 12 hours, 6 minutes
and 12.2 seconds in 1/10 second increments.
6 Additional function …………………………Energy depletion forearming function and overcharge
prevention function
7 Duration of charge
Full charge …………………………………Approximately 1 month (if the stopwatch is used for
less than 3 hours a day)
After the second hand starts moving
at two-second intervals ……………………Approximately 12 hours (if the stopwatch is not used)
8 KINETIC electricity storage unit …………Button type, 1 piece
9 IC (Integrated Circle) ………………………C-MOS-IC, 1 piece

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS
・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for its watches for 7 years. In
principle, your watch can be reconditioned within this period if used normally. (Replacement
parts are those which are essential to maintaining the functional integrity of the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may very greatly depending on the
conditions under which it was 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 replaced with substitutes if
the originals are not available.

■各部の名称とはたらき

⑤時報と同時にリュウズを押し込んでください。
⑥さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。
〈月末の日付けの修正について〉
・この時計の日付け表示は１日〜31日となっています。小の月（２,４,６,９,11月）の場合は、
月末または、月初に日付けを合わせ直す必要があります。
①リュウズを1段目まで引き出してください。
ネジロックを
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
ゆるめた状態
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
引き出します。
②リュウズを左に回して今日の日付けに合わせます。
（例）月が変わって今日が「１日」だった場合、日付けを
「１日」に進めます。
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■TROUBLESHOOTING
Problem

●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 predisposed to skin rashes, the band may cause you to develop a rash or an itch.
・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.

A
ボタン○
（リセット）

B
ボタン○
（スタート／ストップ）

日付け

リュウズ

時計部

※ The specifications are subject to change without prior notice for product improvement.

47

2

ストップウオッチ部

3

Possible cause

All the electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
used up.
The watch temporarily gains or loses The watch has been left in extremely high or low temperatures
for a long time.
time.
The watch has stopped operating.

The watch was brought into close contact with a magnetic
object.

●２秒運針になったら（秒針が一度に２目盛ずつ運針する状態）
・携帯中または外してある時計が２秒運針を始めると、12時間以内に時計が止まる可能性があ
りますので、充電してください。（→「●充電のしかた」を参照）
・ストップウオッチを使用中の場合は、１〜２時間以内に止まる可能性がありますので、ご注
意ください。
※この状態でストップウオッチが作動し続けると、時計が止まる直前にストップウオッチの動きが不安
定になる場合があります。

You dropped the watch, hit it against a hard surface or wore it
while playing active sports.
The watch was exposed to strong vibrations.
Small amount of water has got inside the watch due to
Blur on the dial glass persists.
deterioration of the gasket, etc.
The second hand moves at two- The electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
reduced to an extremely low level.
second intervals.
The second hand frequently moves at You wear the watch daily but only for short time, or you lead a
two-second intervals even if you wear relatively sedentary life, which does not involve much arm
movement.
the watch daily on your wrist.
AM/PM is not properly set.
The date changes at 12 o'clock noon.

リュウズ１段目
ネジロック状態
（ネジロック式リュウズの場合）

1

※For the solutions of troubles other than the above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

8
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ネジロックを
ゆるめた状態
リュウズ２段目

■時刻・日付けの合わせかた

充電ができたら、日付け・時刻を合せてください。
〈日付け・時刻の合わせかた〉
①リュウズを1段目まで引き出してください。
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
リュウズ１段目
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
ネジロック状態
引き出します。
②リュウズを左に回して日付けを前日に合わせます。
（ネジロック式リュウズの場合）
（例）合 わ せ る 日 付 け が
「６日」の場合、「５
日」に合わせます。
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●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・If the watch is left at temperature below -10℃ or above +50℃ for a long time it may function
improperly or stop operating.
・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 are strong vibrations.
・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, and do not keep it in a drawer having insecticides
inside.

Take utmost care in the following cases:
・When clasping and unclasping the band, you may damage your finger nail, finger depending on the type of
clasp used with the band.
・In case you 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 rush
caused by allergy.

5

※午前2時〜午前６時の間、日付けの修正に節度感がなくなる場合がありますが、故障ではありません。こ
れは、特殊な構造（瞬間日送り機構）のためです。

③秒針が12時（０秒）位置にきたら、リュウズを2段目まで引き出してください。（秒針が止まり
ます）リュウズを左に回して、今日の日付けになるまで時刻を進めてください。

CAUTION

6

・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.

④日付けは24時間に１回変わるように設定されていますので、午前午後を間違えないように合わ
せてください。時計の構造上、分針を合わせる時刻より一旦４〜５分進めてから逆にもどすよ
うにして合わせてください。

5

5

※時刻が午前12時〜午前２時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを２段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前２時より進めて
から、リュウズを再び１段目にして日付けを合わせてください。

6

※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。
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7

■ご使用にあたって

目

Solution

●充電のしかた

次

Charge the watch referring to "How to charge the watch".

・止まっている時計（KINETIC）を動かす場合に下記の方法「①〜②」で行なってください。
・充電量が少なくなり（秒針が２秒運針の状態等）追加充電したい場合は「①」の振りかたを
ご参照ください。
・ストップウオッチは、充電されていない（＝時計が止まっている）と操作ができませんので、
充電をしてから操作してください。
（→「■ストップウオッチについて」を参照）
①時計を下図のように矢印の方向に振ってください。
（手振り）
１秒間に２往復のリズムで、約200回（往復）連続で振ってください。
この方法で充電すると、止まっている時計（秒針）が動きはじめ、2秒
運針から通常の1秒運針になります。約200回振り終わっても秒針が2
秒運針のままの場合は、1秒運針になるまでさらに振り続けてください。
振り終わったら、1秒運針になっていることをご確認ください。
※１秒間に２往復の早さで、約20cm位の距離を往復させるように振っていた
だくと、最も効率的です。
※極端に早く激しく振っても効率の良い充電はできません。
※発電機を回す音が聞こえますが、異常ではありません。

②さらに振り続けて１日分程度の充電をしてから携帯することをお勧め
振り終わったら、
１秒
します。
運針になっているこ
目安として約200回
（往復）
の手振りで、
１日分の充電量を追加ができる
とをご確認ください。
とお考えください。
※この時計はフル充電で「1ヶ月」以上の充電量が得られますが、ご使用前に
フル充電にしていただく必要はありません。

■製品の特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
■各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
■ご使用にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
■時刻・日付けの合わせかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
■ストップウオッチについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
■上手な携帯をするために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
■使用電源（キネティックE.S.U.）について ・・・・・・・・・・・・15
■使用上のご注意とお手入れの方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・16
■製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
■こんな時には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
■アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
■補修用性能部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

When the watch returns to normal temperature, the condition will be corrected. Set the time again.
The watch is so adjusted that it works with stable accuracy when worn on your wrist at a normal
temperature range between 5℃ and 35℃.
When the watch is kept away from close contact with the magnetic source, the condition will be
corrected. Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was
purchased.
Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was purchased.

Contact the retailer from whom the watch was purchased.
The watch may stop operating in 12 hours. Charge the watch referring to "・How to charge the
watch".
Wear the watch for more than 10 hours a day. Refer to "・How to wear your watch properly".

Advance the hands by 12 hours.

4
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■製品の特長
一般のクオーツ式の腕時計はボタン型電池で動きますが、KINETICは 時計を振る ことによっ
て内蔵された発電機が回され、発電した電気をキネティックE.S.Uに蓄えて時計を動かすという
SEIKO独自の機構を持ったクオーツ時計です。従って、電池交換の必要はありません。
フル充電になると、約１ヶ月動き続けます。
この時計は、ストップウオッチ機能を備えています。１/10秒単位12時間計です。このストップ
ウオッチは約12時間経過後、自動的に止まります。
また、ストップウオッチ針の帰零方式（リセット）としてメカ式のハートカム方式を備えている
ので、４本の針が素早く戻ります。
注意
・あなたの腕の動きを電気に変換して蓄える方式です。静止したままでは、充電され
ません。
・目安として１日10時間以上の携帯をおすすめします。

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

■SPECIFICATIONS

・If the watch requires service, take it to the retailer from whom the watch was purchased. If the
trouble occurs within the guarantee period, submit the cirtificate of guarantee together with the
watch.
・For repair after the guarantee period or for any other information reganding the watch, contact
the retailer from whom the watch was purehased or the "CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT" of SEIKO CORPORATION.
・Guarantee coverage is spelled out in the certificate of guarantee. Please read it carefully and
keep the certificate for ready reference.

1 Frequency of crystal oscillator ……………32,768 Hz (Hz = Hertz...Cycles per second)
2 Loss/gain (monthly rate) …………………Loss than 15 seconds at normal temperatures range
(5℃ - 35℃) (41゜F - 95゜F)
Monthly rate : less than ±30 seconds
3 Operational temperatures range …………-10℃ - +60℃) (14゜F - 140゜F)
4 Driving system ……………………………Step motor, 2 pieces
5 Display system
Time …………………………………………Hour, minute and second hands
Date …………………………………………Displayed in numerals.
Stopwatch …………………………………Hour, minute, second and 1/10 second hands
The stopwatch measures up to 12 hours, 6 minutes
and 12.2 seconds in 1/10 second increments.
6 Additional function …………………………Energy depletion forearming function and overcharge
prevention function
7 Duration of charge
Full charge …………………………………Approximately 1 month (if the stopwatch is used for
less than 3 hours a day)
After the second hand starts moving
at two-second intervals ……………………Approximately 12 hours (if the stopwatch is not used)
8 KINETIC electricity storage unit …………Button type, 1 piece
9 IC (Integrated Circle) ………………………C-MOS-IC, 1 piece

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS
・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for its watches for 7 years. In
principle, your watch can be reconditioned within this period if used normally. (Replacement
parts are those which are essential to maintaining the functional integrity of the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may very greatly depending on the
conditions under which it was 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 replaced with substitutes if
the originals are not available.

■各部の名称とはたらき

⑤時報と同時にリュウズを押し込んでください。
⑥さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。
〈月末の日付けの修正について〉
・この時計の日付け表示は１日〜31日となっています。小の月（２,４,６,９,11月）の場合は、
月末または、月初に日付けを合わせ直す必要があります。
①リュウズを1段目まで引き出してください。
ネジロックを
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
ゆるめた状態
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
引き出します。
②リュウズを左に回して今日の日付けに合わせます。
（例）月が変わって今日が「１日」だった場合、日付けを
「１日」に進めます。
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■TROUBLESHOOTING
Problem

●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 predisposed to skin rashes, the band may cause you to develop a rash or an itch.
・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.

A
ボタン○
（リセット）

B
ボタン○
（スタート／ストップ）

日付け

リュウズ

時計部

※ The specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
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2

ストップウオッチ部

3

Possible cause

All the electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
used up.
The watch temporarily gains or loses The watch has been left in extremely high or low temperatures
for a long time.
time.
The watch has stopped operating.

The watch was brought into close contact with a magnetic
object.

●２秒運針になったら（秒針が一度に２目盛ずつ運針する状態）
・携帯中または外してある時計が２秒運針を始めると、12時間以内に時計が止まる可能性があ
りますので、充電してください。（→「●充電のしかた」を参照）
・ストップウオッチを使用中の場合は、１〜２時間以内に止まる可能性がありますので、ご注
意ください。
※この状態でストップウオッチが作動し続けると、時計が止まる直前にストップウオッチの動きが不安
定になる場合があります。

You dropped the watch, hit it against a hard surface or wore it
while playing active sports.
The watch was exposed to strong vibrations.
Small amount of water has got inside the watch due to
Blur on the dial glass persists.
deterioration of the gasket, etc.
The second hand moves at two- The electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
reduced to an extremely low level.
second intervals.
The second hand frequently moves at You wear the watch daily but only for short time, or you lead a
two-second intervals even if you wear relatively sedentary life, which does not involve much arm
movement.
the watch daily on your wrist.
AM/PM is not properly set.
The date changes at 12 o'clock noon.

リュウズ１段目
ネジロック状態
（ネジロック式リュウズの場合）

1

※For the solutions of troubles other than the above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

8
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ネジロックを
ゆるめた状態
リュウズ２段目

■時刻・日付けの合わせかた

充電ができたら、日付け・時刻を合せてください。
〈日付け・時刻の合わせかた〉
①リュウズを1段目まで引き出してください。
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
リュウズ１段目
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
ネジロック状態
引き出します。
②リュウズを左に回して日付けを前日に合わせます。
（ネジロック式リュウズの場合）
（例）合 わ せ る 日 付 け が
「６日」の場合、「５
日」に合わせます。
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●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・If the watch is left at temperature below -10℃ or above +50℃ for a long time it may function
improperly or stop operating.
・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 are strong vibrations.
・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, and do not keep it in a drawer having insecticides
inside.

Take utmost care in the following cases:
・When clasping and unclasping the band, you may damage your finger nail, finger depending on the type of
clasp used with the band.
・In case you 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 rush
caused by allergy.

5

※午前2時〜午前６時の間、日付けの修正に節度感がなくなる場合がありますが、故障ではありません。こ
れは、特殊な構造（瞬間日送り機構）のためです。

③秒針が12時（０秒）位置にきたら、リュウズを2段目まで引き出してください。（秒針が止まり
ます）リュウズを左に回して、今日の日付けになるまで時刻を進めてください。

CAUTION

6

・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.

④日付けは24時間に１回変わるように設定されていますので、午前午後を間違えないように合わ
せてください。時計の構造上、分針を合わせる時刻より一旦４〜５分進めてから逆にもどすよ
うにして合わせてください。

5

5

※時刻が午前12時〜午前２時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを２段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前２時より進めて
から、リュウズを再び１段目にして日付けを合わせてください。

6

※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。

43

42

7

■ご使用にあたって

目

Solution

●充電のしかた

次

Charge the watch referring to "How to charge the watch".

・止まっている時計（KINETIC）を動かす場合に下記の方法「①〜②」で行なってください。
・充電量が少なくなり（秒針が２秒運針の状態等）追加充電したい場合は「①」の振りかたを
ご参照ください。
・ストップウオッチは、充電されていない（＝時計が止まっている）と操作ができませんので、
充電をしてから操作してください。
（→「■ストップウオッチについて」を参照）
①時計を下図のように矢印の方向に振ってください。
（手振り）
１秒間に２往復のリズムで、約200回（往復）連続で振ってください。
この方法で充電すると、止まっている時計（秒針）が動きはじめ、2秒
運針から通常の1秒運針になります。約200回振り終わっても秒針が2
秒運針のままの場合は、1秒運針になるまでさらに振り続けてください。
振り終わったら、1秒運針になっていることをご確認ください。
※１秒間に２往復の早さで、約20cm位の距離を往復させるように振っていた
だくと、最も効率的です。
※極端に早く激しく振っても効率の良い充電はできません。
※発電機を回す音が聞こえますが、異常ではありません。

②さらに振り続けて１日分程度の充電をしてから携帯することをお勧め
振り終わったら、
１秒
します。
運針になっているこ
目安として約200回
（往復）
の手振りで、
１日分の充電量を追加ができる
とをご確認ください。
とお考えください。
※この時計はフル充電で「1ヶ月」以上の充電量が得られますが、ご使用前に
フル充電にしていただく必要はありません。

■製品の特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
■各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
■ご使用にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
■時刻・日付けの合わせかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
■ストップウオッチについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
■上手な携帯をするために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
■使用電源（キネティックE.S.U.）について ・・・・・・・・・・・・15
■使用上のご注意とお手入れの方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・16
■製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
■こんな時には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
■アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
■補修用性能部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

When the watch returns to normal temperature, the condition will be corrected. Set the time again.
The watch is so adjusted that it works with stable accuracy when worn on your wrist at a normal
temperature range between 5℃ and 35℃.
When the watch is kept away from close contact with the magnetic source, the condition will be
corrected. Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was
purchased.
Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was purchased.

Contact the retailer from whom the watch was purchased.
The watch may stop operating in 12 hours. Charge the watch referring to "・How to charge the
watch".
Wear the watch for more than 10 hours a day. Refer to "・How to wear your watch properly".

Advance the hands by 12 hours.
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■製品の特長
一般のクオーツ式の腕時計はボタン型電池で動きますが、KINETICは 時計を振る ことによっ
て内蔵された発電機が回され、発電した電気をキネティックE.S.Uに蓄えて時計を動かすという
SEIKO独自の機構を持ったクオーツ時計です。従って、電池交換の必要はありません。
フル充電になると、約１ヶ月動き続けます。
この時計は、ストップウオッチ機能を備えています。１/10秒単位12時間計です。このストップ
ウオッチは約12時間経過後、自動的に止まります。
また、ストップウオッチ針の帰零方式（リセット）としてメカ式のハートカム方式を備えている
ので、４本の針が素早く戻ります。
注意
・あなたの腕の動きを電気に変換して蓄える方式です。静止したままでは、充電され
ません。
・目安として１日10時間以上の携帯をおすすめします。

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

■SPECIFICATIONS

・If the watch requires service, take it to the retailer from whom the watch was purchased. If the
trouble occurs within the guarantee period, submit the cirtificate of guarantee together with the
watch.
・For repair after the guarantee period or for any other information reganding the watch, contact
the retailer from whom the watch was purehased or the "CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT" of SEIKO CORPORATION.
・Guarantee coverage is spelled out in the certificate of guarantee. Please read it carefully and
keep the certificate for ready reference.

1 Frequency of crystal oscillator ……………32,768 Hz (Hz = Hertz...Cycles per second)
2 Loss/gain (monthly rate) …………………Loss than 15 seconds at normal temperatures range
(5℃ - 35℃) (41゜F - 95゜F)
Monthly rate : less than ±30 seconds
3 Operational temperatures range …………-10℃ - +60℃) (14゜F - 140゜F)
4 Driving system ……………………………Step motor, 2 pieces
5 Display system
Time …………………………………………Hour, minute and second hands
Date …………………………………………Displayed in numerals.
Stopwatch …………………………………Hour, minute, second and 1/10 second hands
The stopwatch measures up to 12 hours, 6 minutes
and 12.2 seconds in 1/10 second increments.
6 Additional function …………………………Energy depletion forearming function and overcharge
prevention function
7 Duration of charge
Full charge …………………………………Approximately 1 month (if the stopwatch is used for
less than 3 hours a day)
After the second hand starts moving
at two-second intervals ……………………Approximately 12 hours (if the stopwatch is not used)
8 KINETIC electricity storage unit …………Button type, 1 piece
9 IC (Integrated Circle) ………………………C-MOS-IC, 1 piece

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS
・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for its watches for 7 years. In
principle, your watch can be reconditioned within this period if used normally. (Replacement
parts are those which are essential to maintaining the functional integrity of the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may very greatly depending on the
conditions under which it was 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 replaced with substitutes if
the originals are not available.

■各部の名称とはたらき

⑤時報と同時にリュウズを押し込んでください。
⑥さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。
〈月末の日付けの修正について〉
・この時計の日付け表示は１日〜31日となっています。小の月（２,４,６,９,11月）の場合は、
月末または、月初に日付けを合わせ直す必要があります。
①リュウズを1段目まで引き出してください。
ネジロックを
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
ゆるめた状態
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
引き出します。
②リュウズを左に回して今日の日付けに合わせます。
（例）月が変わって今日が「１日」だった場合、日付けを
「１日」に進めます。
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■TROUBLESHOOTING
Problem

●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 predisposed to skin rashes, the band may cause you to develop a rash or an itch.
・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.

A
ボタン○
（リセット）

B
ボタン○
（スタート／ストップ）

日付け

リュウズ

時計部

※ The specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
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2

ストップウオッチ部

3

Possible cause

All the electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
used up.
The watch temporarily gains or loses The watch has been left in extremely high or low temperatures
for a long time.
time.
The watch has stopped operating.

The watch was brought into close contact with a magnetic
object.

●２秒運針になったら（秒針が一度に２目盛ずつ運針する状態）
・携帯中または外してある時計が２秒運針を始めると、12時間以内に時計が止まる可能性があ
りますので、充電してください。（→「●充電のしかた」を参照）
・ストップウオッチを使用中の場合は、１〜２時間以内に止まる可能性がありますので、ご注
意ください。
※この状態でストップウオッチが作動し続けると、時計が止まる直前にストップウオッチの動きが不安
定になる場合があります。

You dropped the watch, hit it against a hard surface or wore it
while playing active sports.
The watch was exposed to strong vibrations.
Small amount of water has got inside the watch due to
Blur on the dial glass persists.
deterioration of the gasket, etc.
The second hand moves at two- The electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
reduced to an extremely low level.
second intervals.
The second hand frequently moves at You wear the watch daily but only for short time, or you lead a
two-second intervals even if you wear relatively sedentary life, which does not involve much arm
movement.
the watch daily on your wrist.
AM/PM is not properly set.
The date changes at 12 o'clock noon.

リュウズ１段目
ネジロック状態
（ネジロック式リュウズの場合）

1

※For the solutions of troubles other than the above, contact the retailer from whom the watch was purchased.
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ネジロックを
ゆるめた状態
リュウズ２段目

■時刻・日付けの合わせかた

充電ができたら、日付け・時刻を合せてください。
〈日付け・時刻の合わせかた〉
①リュウズを1段目まで引き出してください。
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
リュウズ１段目
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
ネジロック状態
引き出します。
②リュウズを左に回して日付けを前日に合わせます。
（ネジロック式リュウズの場合）
（例）合 わ せ る 日 付 け が
「６日」の場合、「５
日」に合わせます。
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●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・If the watch is left at temperature below -10℃ or above +50℃ for a long time it may function
improperly or stop operating.
・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 are strong vibrations.
・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, and do not keep it in a drawer having insecticides
inside.

Take utmost care in the following cases:
・When clasping and unclasping the band, you may damage your finger nail, finger depending on the type of
clasp used with the band.
・In case you 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 rush
caused by allergy.

5

※午前2時〜午前６時の間、日付けの修正に節度感がなくなる場合がありますが、故障ではありません。こ
れは、特殊な構造（瞬間日送り機構）のためです。

③秒針が12時（０秒）位置にきたら、リュウズを2段目まで引き出してください。（秒針が止まり
ます）リュウズを左に回して、今日の日付けになるまで時刻を進めてください。

CAUTION

6

・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.

④日付けは24時間に１回変わるように設定されていますので、午前午後を間違えないように合わ
せてください。時計の構造上、分針を合わせる時刻より一旦４〜５分進めてから逆にもどすよ
うにして合わせてください。

5

5

※時刻が午前12時〜午前２時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを２段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前２時より進めて
から、リュウズを再び１段目にして日付けを合わせてください。

6

※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。
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7

■ご使用にあたって

目

Solution

●充電のしかた

次

Charge the watch referring to "How to charge the watch".

・止まっている時計（KINETIC）を動かす場合に下記の方法「①〜②」で行なってください。
・充電量が少なくなり（秒針が２秒運針の状態等）追加充電したい場合は「①」の振りかたを
ご参照ください。
・ストップウオッチは、充電されていない（＝時計が止まっている）と操作ができませんので、
充電をしてから操作してください。
（→「■ストップウオッチについて」を参照）
①時計を下図のように矢印の方向に振ってください。
（手振り）
１秒間に２往復のリズムで、約200回（往復）連続で振ってください。
この方法で充電すると、止まっている時計（秒針）が動きはじめ、2秒
運針から通常の1秒運針になります。約200回振り終わっても秒針が2
秒運針のままの場合は、1秒運針になるまでさらに振り続けてください。
振り終わったら、1秒運針になっていることをご確認ください。
※１秒間に２往復の早さで、約20cm位の距離を往復させるように振っていた
だくと、最も効率的です。
※極端に早く激しく振っても効率の良い充電はできません。
※発電機を回す音が聞こえますが、異常ではありません。

②さらに振り続けて１日分程度の充電をしてから携帯することをお勧め
振り終わったら、
１秒
します。
運針になっているこ
目安として約200回
（往復）
の手振りで、
１日分の充電量を追加ができる
とをご確認ください。
とお考えください。
※この時計はフル充電で「1ヶ月」以上の充電量が得られますが、ご使用前に
フル充電にしていただく必要はありません。
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■各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
■ご使用にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
■時刻・日付けの合わせかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
■ストップウオッチについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
■上手な携帯をするために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
■使用電源（キネティックE.S.U.）について ・・・・・・・・・・・・15
■使用上のご注意とお手入れの方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・16
■製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
■こんな時には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
■アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
■補修用性能部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

When the watch returns to normal temperature, the condition will be corrected. Set the time again.
The watch is so adjusted that it works with stable accuracy when worn on your wrist at a normal
temperature range between 5℃ and 35℃.
When the watch is kept away from close contact with the magnetic source, the condition will be
corrected. Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was
purchased.
Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was purchased.

Contact the retailer from whom the watch was purchased.
The watch may stop operating in 12 hours. Charge the watch referring to "・How to charge the
watch".
Wear the watch for more than 10 hours a day. Refer to "・How to wear your watch properly".

Advance the hands by 12 hours.
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■製品の特長
一般のクオーツ式の腕時計はボタン型電池で動きますが、KINETICは 時計を振る ことによっ
て内蔵された発電機が回され、発電した電気をキネティックE.S.Uに蓄えて時計を動かすという
SEIKO独自の機構を持ったクオーツ時計です。従って、電池交換の必要はありません。
フル充電になると、約１ヶ月動き続けます。
この時計は、ストップウオッチ機能を備えています。１/10秒単位12時間計です。このストップ
ウオッチは約12時間経過後、自動的に止まります。
また、ストップウオッチ針の帰零方式（リセット）としてメカ式のハートカム方式を備えている
ので、４本の針が素早く戻ります。
注意
・あなたの腕の動きを電気に変換して蓄える方式です。静止したままでは、充電され
ません。
・目安として１日10時間以上の携帯をおすすめします。

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

■SPECIFICATIONS

・If the watch requires service, take it to the retailer from whom the watch was purchased. If the
trouble occurs within the guarantee period, submit the cirtificate of guarantee together with the
watch.
・For repair after the guarantee period or for any other information reganding the watch, contact
the retailer from whom the watch was purehased or the "CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT" of SEIKO CORPORATION.
・Guarantee coverage is spelled out in the certificate of guarantee. Please read it carefully and
keep the certificate for ready reference.

1 Frequency of crystal oscillator ……………32,768 Hz (Hz = Hertz...Cycles per second)
2 Loss/gain (monthly rate) …………………Loss than 15 seconds at normal temperatures range
(5℃ - 35℃) (41゜F - 95゜F)
Monthly rate : less than ±30 seconds
3 Operational temperatures range …………-10℃ - +60℃) (14゜F - 140゜F)
4 Driving system ……………………………Step motor, 2 pieces
5 Display system
Time …………………………………………Hour, minute and second hands
Date …………………………………………Displayed in numerals.
Stopwatch …………………………………Hour, minute, second and 1/10 second hands
The stopwatch measures up to 12 hours, 6 minutes
and 12.2 seconds in 1/10 second increments.
6 Additional function …………………………Energy depletion forearming function and overcharge
prevention function
7 Duration of charge
Full charge …………………………………Approximately 1 month (if the stopwatch is used for
less than 3 hours a day)
After the second hand starts moving
at two-second intervals ……………………Approximately 12 hours (if the stopwatch is not used)
8 KINETIC electricity storage unit …………Button type, 1 piece
9 IC (Integrated Circle) ………………………C-MOS-IC, 1 piece

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS
・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for its watches for 7 years. In
principle, your watch can be reconditioned within this period if used normally. (Replacement
parts are those which are essential to maintaining the functional integrity of the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may very greatly depending on the
conditions under which it was 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 replaced with substitutes if
the originals are not available.

■各部の名称とはたらき

⑤時報と同時にリュウズを押し込んでください。
⑥さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。
〈月末の日付けの修正について〉
・この時計の日付け表示は１日〜31日となっています。小の月（２,４,６,９,11月）の場合は、
月末または、月初に日付けを合わせ直す必要があります。
①リュウズを1段目まで引き出してください。
ネジロックを
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
ゆるめた状態
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
引き出します。
②リュウズを左に回して今日の日付けに合わせます。
（例）月が変わって今日が「１日」だった場合、日付けを
「１日」に進めます。
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■TROUBLESHOOTING
Problem

●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 predisposed to skin rashes, the band may cause you to develop a rash or an itch.
・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.

A
ボタン○
（リセット）

B
ボタン○
（スタート／ストップ）

日付け

リュウズ

時計部

※ The specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
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2

ストップウオッチ部

3

Possible cause

All the electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
used up.
The watch temporarily gains or loses The watch has been left in extremely high or low temperatures
for a long time.
time.
The watch has stopped operating.

The watch was brought into close contact with a magnetic
object.

●２秒運針になったら（秒針が一度に２目盛ずつ運針する状態）
・携帯中または外してある時計が２秒運針を始めると、12時間以内に時計が止まる可能性があ
りますので、充電してください。（→「●充電のしかた」を参照）
・ストップウオッチを使用中の場合は、１〜２時間以内に止まる可能性がありますので、ご注
意ください。
※この状態でストップウオッチが作動し続けると、時計が止まる直前にストップウオッチの動きが不安
定になる場合があります。

You dropped the watch, hit it against a hard surface or wore it
while playing active sports.
The watch was exposed to strong vibrations.
Small amount of water has got inside the watch due to
Blur on the dial glass persists.
deterioration of the gasket, etc.
The second hand moves at two- The electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
reduced to an extremely low level.
second intervals.
The second hand frequently moves at You wear the watch daily but only for short time, or you lead a
two-second intervals even if you wear relatively sedentary life, which does not involve much arm
movement.
the watch daily on your wrist.
AM/PM is not properly set.
The date changes at 12 o'clock noon.

リュウズ１段目
ネジロック状態
（ネジロック式リュウズの場合）

1

※For the solutions of troubles other than the above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

8
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ネジロックを
ゆるめた状態
リュウズ２段目

■時刻・日付けの合わせかた

充電ができたら、日付け・時刻を合せてください。
〈日付け・時刻の合わせかた〉
①リュウズを1段目まで引き出してください。
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
リュウズ１段目
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
ネジロック状態
引き出します。
②リュウズを左に回して日付けを前日に合わせます。
（ネジロック式リュウズの場合）
（例）合 わ せ る 日 付 け が
「６日」の場合、「５
日」に合わせます。
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●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・If the watch is left at temperature below -10℃ or above +50℃ for a long time it may function
improperly or stop operating.
・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 are strong vibrations.
・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, and do not keep it in a drawer having insecticides
inside.

Take utmost care in the following cases:
・When clasping and unclasping the band, you may damage your finger nail, finger depending on the type of
clasp used with the band.
・In case you 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 rush
caused by allergy.

5

※午前2時〜午前６時の間、日付けの修正に節度感がなくなる場合がありますが、故障ではありません。こ
れは、特殊な構造（瞬間日送り機構）のためです。

③秒針が12時（０秒）位置にきたら、リュウズを2段目まで引き出してください。（秒針が止まり
ます）リュウズを左に回して、今日の日付けになるまで時刻を進めてください。

CAUTION

6

・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.

④日付けは24時間に１回変わるように設定されていますので、午前午後を間違えないように合わ
せてください。時計の構造上、分針を合わせる時刻より一旦４〜５分進めてから逆にもどすよ
うにして合わせてください。

5

5

※時刻が午前12時〜午前２時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを２段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前２時より進めて
から、リュウズを再び１段目にして日付けを合わせてください。

6

※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。
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7

■ご使用にあたって

目

Solution

●充電のしかた

次

Charge the watch referring to "How to charge the watch".

・止まっている時計（KINETIC）を動かす場合に下記の方法「①〜②」で行なってください。
・充電量が少なくなり（秒針が２秒運針の状態等）追加充電したい場合は「①」の振りかたを
ご参照ください。
・ストップウオッチは、充電されていない（＝時計が止まっている）と操作ができませんので、
充電をしてから操作してください。
（→「■ストップウオッチについて」を参照）
①時計を下図のように矢印の方向に振ってください。
（手振り）
１秒間に２往復のリズムで、約200回（往復）連続で振ってください。
この方法で充電すると、止まっている時計（秒針）が動きはじめ、2秒
運針から通常の1秒運針になります。約200回振り終わっても秒針が2
秒運針のままの場合は、1秒運針になるまでさらに振り続けてください。
振り終わったら、1秒運針になっていることをご確認ください。
※１秒間に２往復の早さで、約20cm位の距離を往復させるように振っていた
だくと、最も効率的です。
※極端に早く激しく振っても効率の良い充電はできません。
※発電機を回す音が聞こえますが、異常ではありません。

②さらに振り続けて１日分程度の充電をしてから携帯することをお勧め
振り終わったら、
１秒
します。
運針になっているこ
目安として約200回
（往復）
の手振りで、
１日分の充電量を追加ができる
とをご確認ください。
とお考えください。
※この時計はフル充電で「1ヶ月」以上の充電量が得られますが、ご使用前に
フル充電にしていただく必要はありません。

■製品の特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
■各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
■ご使用にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
■時刻・日付けの合わせかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
■ストップウオッチについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
■上手な携帯をするために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
■使用電源（キネティックE.S.U.）について ・・・・・・・・・・・・15
■使用上のご注意とお手入れの方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・16
■製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
■こんな時には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
■アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
■補修用性能部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

When the watch returns to normal temperature, the condition will be corrected. Set the time again.
The watch is so adjusted that it works with stable accuracy when worn on your wrist at a normal
temperature range between 5℃ and 35℃.
When the watch is kept away from close contact with the magnetic source, the condition will be
corrected. Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was
purchased.
Set the time again. If the condition persists, contact the retailer from whom the watch was purchased.

Contact the retailer from whom the watch was purchased.
The watch may stop operating in 12 hours. Charge the watch referring to "・How to charge the
watch".
Wear the watch for more than 10 hours a day. Refer to "・How to wear your watch properly".

Advance the hands by 12 hours.

4
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■製品の特長
一般のクオーツ式の腕時計はボタン型電池で動きますが、KINETICは 時計を振る ことによっ
て内蔵された発電機が回され、発電した電気をキネティックE.S.Uに蓄えて時計を動かすという
SEIKO独自の機構を持ったクオーツ時計です。従って、電池交換の必要はありません。
フル充電になると、約１ヶ月動き続けます。
この時計は、ストップウオッチ機能を備えています。１/10秒単位12時間計です。このストップ
ウオッチは約12時間経過後、自動的に止まります。
また、ストップウオッチ針の帰零方式（リセット）としてメカ式のハートカム方式を備えている
ので、４本の針が素早く戻ります。
注意
・あなたの腕の動きを電気に変換して蓄える方式です。静止したままでは、充電され
ません。
・目安として１日10時間以上の携帯をおすすめします。

■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING

■SPECIFICATIONS

・If the watch requires service, take it to the retailer from whom the watch was purchased. If the
trouble occurs within the guarantee period, submit the cirtificate of guarantee together with the
watch.
・For repair after the guarantee period or for any other information reganding the watch, contact
the retailer from whom the watch was purehased or the "CUSTOMER SERVICE
DEPARTMENT" of SEIKO CORPORATION.
・Guarantee coverage is spelled out in the certificate of guarantee. Please read it carefully and
keep the certificate for ready reference.

1 Frequency of crystal oscillator ……………32,768 Hz (Hz = Hertz...Cycles per second)
2 Loss/gain (monthly rate) …………………Loss than 15 seconds at normal temperatures range
(5℃ - 35℃) (41゜F - 95゜F)
Monthly rate : less than ±30 seconds
3 Operational temperatures range …………-10℃ - +60℃) (14゜F - 140゜F)
4 Driving system ……………………………Step motor, 2 pieces
5 Display system
Time …………………………………………Hour, minute and second hands
Date …………………………………………Displayed in numerals.
Stopwatch …………………………………Hour, minute, second and 1/10 second hands
The stopwatch measures up to 12 hours, 6 minutes
and 12.2 seconds in 1/10 second increments.
6 Additional function …………………………Energy depletion forearming function and overcharge
prevention function
7 Duration of charge
Full charge …………………………………Approximately 1 month (if the stopwatch is used for
less than 3 hours a day)
After the second hand starts moving
at two-second intervals ……………………Approximately 12 hours (if the stopwatch is not used)
8 KINETIC electricity storage unit …………Button type, 1 piece
9 IC (Integrated Circle) ………………………C-MOS-IC, 1 piece

■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS
・SEIKO makes it policy to usually keep a stock of spare parts for its watches for 7 years. In
principle, your watch can be reconditioned within this period if used normally. (Replacement
parts are those which are essential to maintaining the functional integrity of the watch.)
・The number of years that a watch is considered repairable may very greatly depending on the
conditions under which it was 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 replaced with substitutes if
the originals are not available.

■各部の名称とはたらき

⑤時報と同時にリュウズを押し込んでください。
⑥さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。
〈月末の日付けの修正について〉
・この時計の日付け表示は１日〜31日となっています。小の月（２,４,６,９,11月）の場合は、
月末または、月初に日付けを合わせ直す必要があります。
①リュウズを1段目まで引き出してください。
ネジロックを
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
ゆるめた状態
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
引き出します。
②リュウズを左に回して今日の日付けに合わせます。
（例）月が変わって今日が「１日」だった場合、日付けを
「１日」に進めます。
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■TROUBLESHOOTING
Problem

●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 predisposed to skin rashes, the band may cause you to develop a rash or an itch.
・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.

A
ボタン○
（リセット）

B
ボタン○
（スタート／ストップ）

日付け

リュウズ

時計部

※ The specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
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2

ストップウオッチ部

3

Possible cause

All the electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
used up.
The watch temporarily gains or loses The watch has been left in extremely high or low temperatures
for a long time.
time.
The watch has stopped operating.

The watch was brought into close contact with a magnetic
object.

●２秒運針になったら（秒針が一度に２目盛ずつ運針する状態）
・携帯中または外してある時計が２秒運針を始めると、12時間以内に時計が止まる可能性があ
りますので、充電してください。（→「●充電のしかた」を参照）
・ストップウオッチを使用中の場合は、１〜２時間以内に止まる可能性がありますので、ご注
意ください。
※この状態でストップウオッチが作動し続けると、時計が止まる直前にストップウオッチの動きが不安
定になる場合があります。

You dropped the watch, hit it against a hard surface or wore it
while playing active sports.
The watch was exposed to strong vibrations.
Small amount of water has got inside the watch due to
Blur on the dial glass persists.
deterioration of the gasket, etc.
The second hand moves at two- The electrical energy stored in the KINETIC E.S.U. has been
reduced to an extremely low level.
second intervals.
The second hand frequently moves at You wear the watch daily but only for short time, or you lead a
two-second intervals even if you wear relatively sedentary life, which does not involve much arm
movement.
the watch daily on your wrist.
AM/PM is not properly set.
The date changes at 12 o'clock noon.

リュウズ１段目
ネジロック状態
（ネジロック式リュウズの場合）

1

※For the solutions of troubles other than the above, contact the retailer from whom the watch was purchased.

8
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ネジロックを
ゆるめた状態
リュウズ２段目

■時刻・日付けの合わせかた

充電ができたら、日付け・時刻を合せてください。
〈日付け・時刻の合わせかた〉
①リュウズを1段目まで引き出してください。
リュウズが引き出せない（ネジロック式リュウズ）モデルは
リュウズ１段目
リュウズを左に回してネジをゆるめ、リュウズを１段目まで
ネジロック状態
引き出します。
②リュウズを左に回して日付けを前日に合わせます。
（ネジロック式リュウズの場合）
（例）合 わ せ る 日 付 け が
「６日」の場合、「５
日」に合わせます。
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●PLACES TO KEEP YOUR WATCH

●PRECAUTIONS ON WEARING YOUR WATCH

・If the watch is left at temperature below -10℃ or above +50℃ for a long time it may function
improperly or stop operating.
・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 are strong vibrations.
・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, and do not keep it in a drawer having insecticides
inside.

Take utmost care in the following cases:
・When clasping and unclasping the band, you may damage your finger nail, finger depending on the type of
clasp used with the band.
・In case you 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 rush
caused by allergy.

5

※午前2時〜午前６時の間、日付けの修正に節度感がなくなる場合がありますが、故障ではありません。こ
れは、特殊な構造（瞬間日送り機構）のためです。

③秒針が12時（０秒）位置にきたら、リュウズを2段目まで引き出してください。（秒針が止まり
ます）リュウズを左に回して、今日の日付けになるまで時刻を進めてください。

CAUTION

6

・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.

④日付けは24時間に１回変わるように設定されていますので、午前午後を間違えないように合わ
せてください。時計の構造上、分針を合わせる時刻より一旦４〜５分進めてから逆にもどすよ
うにして合わせてください。

5

5

※時刻が午前12時〜午前２時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを２段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前２時より進めて
から、リュウズを再び１段目にして日付けを合わせてください。

6

※時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です。
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7

特にこのような表示では読
み取りにご注意ください。

「51秒」位置にあるが、1/10秒針が「0.9秒」
であるので、「50秒」と読み取ります。

■NOTE ON KINETIC E.S.U.
●Do not pull the crown out to the second click with the intention of stopping the second hand just
to save energy. By doing so, a large amount of current flows through the built-in IC. Therefore,
pulling out the crown to the second click will not save energy but, in fact, consume more energy
than usual.

ほぼ「26分」位置にあ
るが、秒針が「50秒」
にあるので、「25分」
と読むところ、時針の位
置から「55分」と読ん
でください。

０時間55分50秒９

CAUTION

●CARE OF YOUR WATCH

CAUTION
Never install a silver oxide battery for conventional watches in place of the KINETIC E.S.U. The battery
may burst, become very hot or catch fire.

●ストップウオッチの使いかた
・充電され時計が動いていないとストップウオッチは動きません。
・ストップウオッチを使用する前、必ずリセットしてください。
☆特に止まっていた時計を充電した場合、ストップウオッチの針は通常止まってい
ます。その状態がストップ状態とは限りませんので、ご注意ください。
☆約12時間で自動的にストップしている場合があります。
〈リセットの方法〉
①時計が動いていることを確かめてください

・The case and bracelet touch the skin directly. If they became dirty, the edge of a sleeve may be stained
with rust, and those with delicate skin may level up a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture away with a soft cloth. This will
prevent the watch from being soiled, adding to the life of the gasket.
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
・To keep a bracelet made of soft plastic clean, rinse it with soapy water from time to time. Since it is a
chemical product, it may deteriorate with the use of solvents. The band will become hardened or
discolored after several years of use. In that case, replace it with a new one.
●If your watch is not water-resistant, be careful not to get if wet or sweat. When it gets wet, wipe it
thoroughly dry with a hygroscopic cloth.
●If your watch is 5, 10 or 20 bar water resistant, rinse it in a bowl of fresh water after being used in
seawater. Do not use chemicals to wash it.
●If your watch has a rotating bezel, clean the bezel regularly. Otherwise, dust will gather under it, making
the rotation harder.

※時刻が午前12時〜午後2時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを2段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前2時より進めてか
ら、リュウズを再び1段目にして日付けを合わせ直してください。

③日付けの合わせが終わったら、リュウズを押し込んでください。
④さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。

※止まっているまたは秒針が２秒運針をしていたら充電してください。
（→「●充電のしかた」参照）
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■ストップウオッチについて（１/10秒単位12時間計）
・１/10秒単位で12時間まで計測し、計測時間は全部で４本の針を使用します。
・計測時間が約12時間経過すると、自動的にストップします。
（正確には12時間６分12秒2
まで計測します）
・リセット操作では４本の針が瞬時に戻るメカ式の帰零構造を備えています。
この時計はKINETICです。ストップウオッチを動かすエネルギーも発電し貯められた電気エ
ネルギーを使用します。多くの針を動かす関係から、大きなエネルギーを必要とします。
時計だけを動かすエネルギーに対してストップウオッチが動いている場合は約10倍のエネル
ギーを消費します。
充電量が不足していると思われる場合は充電してください。秒針が２秒運針している場合は、
ストップウオッチを使用すると、１〜２時間で止まってしまう可能性がありますので、ご注
意ください。
また、メカ式の帰零構造（ハートカム方式）の関係から、ボタン操作がかなり重く感じますが、
故障ではありません。

Suitable for shallow
diving without a heavy
breathing apparatus and
Bathing.

Genuine
diving using
scuba.

Genuine diving
using heliumgas.

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

●ストップウオッチ使いかた
・ストップウオッチは全部で４本の針で計測時間を表示します。
・１/10秒ストップウオッチ針の動きが伝わり、他の針（３本）が連動します。よって針が示
す目盛りをそのまま読むと間違いになる場合もありますのでご注意ください。
特にストップウオッチ分針は30分で一周するので、ストップウオッチ時計の位置に注意し
て「分」を読み取ってください。
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・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。
・水分のついたままリュウズ
を回したり、引き出したり
しないでください。また、
ボタン操作もしないでくだ
さい。時計内部に水分が入
ることがあります。

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた
表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし
WATER RESIST
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
のいずれか
マークWATER RESIST
又は
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR
のいずれか

WARNING

■TO PRESERVE THE QUALLTY OF YOUR WATCH
CAUTION
●WATER RESISTANCE
・Check the dial or case back of your
watch for the water resistant
quality, and then see the table
below.
・Do not turn or pull out the crown
when the watch is wet, as water
may get inside the watch.

・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.

Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance
a
b
a
b
a

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

b

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

防水の
基準

雨や洗顔など日常生活で 水に関係の深い仕事（農水産･園
予想される「水がかかる」 芸･食堂など）やスポーツ（水泳
程度
やヨット）で使用できる程度

日常生活用防水
（3気圧防水）

×
◯

×
×

日常生活用強化防水
（5気圧防水）

◯

◯

非防水

日常生活用強化防水
（10気圧防水）

◯
◯

Water resistance
（3 bar）
Water resistance
（5 bar）

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◆STOPWATCH minute hand reading:
The STOPWATCH minute hand
almost points to "26" but should be
read as "55", as the measured
seconds are "50" and the
STOPWATCH hour hand is nearer
to the 2-hour marker (refer to the
first description in this section).

a

11

●Power reserves guidelines for the KINETIC E.S.U.
You can estimate the power reserve accumulated in the KINETIC E.S.U. from the manner in
which you wear the watch.
Wearing the watch continuously for 12 hours will accumulate approximately four additional days
of power reserve.
If you wear the watch every day for 12 hours a day over a week, for example, the watch will be
fully charged.

◯

・この時計は、あとどのくらい動き続けるかを知る機能がありません。よって、普段の携帯状況
から充電量を予測していただくことが、必要になります。
〈普段の携帯時間（日数）と充電量の関係について〉
１日携帯（12時間携帯）で、約４日分の追加充電が可能とお考えください。
例．ほとんど毎日携帯される方の場合
１日12時間の携帯を1週間続けると、ほぼフル充電が確保できたとお考えください。
〈携帯時間（日数）が少ない方へ〉
・前項の「例」のようには携帯せず、携帯する日数よりも外しておく日数が多い方
・普段は保存しておき、必要な場合のみ携帯する方
このような方の場合、携帯しようと思った時には、時計は止まっていることが多いはずです。
基本的には、
「●充電のしかた」に従い、手振りによる充電をしてから携帯することになります。

※止まっている時計を充電後、ストップウオッチを初めて使用する場合、すべてのストップウオッチがリ
セット位置のある場合も、上記の方法でリセットをしてください。

〈普通の使いかた〉
B
○
スタート

2

● You may feel that the buttons of the watch are harder to press compared with those of
conventional watches. This is due to the special construction needed for the stopwatch
function, and, therefore, is not a malfunction.
● While the stopwatch is being used, the watch consumes 10 times the amount of energy
required by time indication alone. Before using the stopwatch, therefore, make sure that the
watch is charged sufficiently.
● If the stopwatch continues to be used while the second hand is moving at two-second intervals,
the watch will run down within 1 to 2 hours.
● When using the stopwatch for the first time after the watch has been charged to start operation,
be sure to reset the stopwatch even if the STOPWATCH hands are at "0" position.

B
○
ストップ

A
○
リセット

〈時間計測を精算で行う場合〉
B
B
B
○
○
○
スタート
ストップ
再スタート
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●Before using the stopwatch, be sure to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
1) Check that the watch is operating normally.
※ If the watch has stopped completely or if the second hand moving at two-second intervals,
charge the watch sufficiently. (See "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH")
2) ◆ If the STOPWATCH hands are moving, press button B to stop the measurement and then
press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
◆ If the STOPWATCH hands has stopped moving, press button B more than once to stop the
measurement and then press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.

■使用電源について（キネチック E.S.U.）
・この時計には、一般の電池とは異なる専用の２次電源使用しておりますので、電池交換は不要
です。
・この２次電源は、環境に対して影響の少ないクリーンなものです。

注意
破裂、発熱、発火などの恐れがありますので、一般の酸化銀電池は絶対に組み込まない
ように、ご注意ください。万一組み込まれても、導通がとれない構造になっています。

Standard measurement
B
○

● While the stopwatch is measuring, pressing button A will not reset the stopwatch.
● Do not press buttons A and B at the same time, nor press one of the two buttons while keeping
the other pressed. Otherwise, a malfunction will result.

B
○
START

B
○
STOP

A
○
RESET

Accumulated elapsed time measurement
2

B
○
START

B
○
STOP

B
○
RESET

B
○
STOP

A
○
RESET

※Restart and stop of the stopwatch can be repeated by
pressing button ○
B.
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A
○
リセット

13

STOPWATCH OPERATION

A
○

14

B
○
ストップ

A のリセットボタンは機能しません。
※ストップ操作が行なわれない場合、ボタン○
A ，○
※ボタン○
B を同時に操作したり、一方のボタンを押しっぱなしで、他方のボタンを操作することは
やめてください。故障の原因となります。

WATER RESIST 20 BAR

■上手な携帯をするために（充電量のめやす）

Bを押してストップさせ、ボタン○
Aを押してリ
②ストップウオッチの針が動いていたら、ボタン○
セットしてください。
Bを数回押して、
「スタート」
、
「ストップ」
また、ストップウオッチ針が止まっていたら、ボタン○
Aを押してリ
が操作ができることを確認します。「ストップ」で針の動きを止めてから、ボタン○
セットしてください。

くり返し操作できます

STOPWATCH
hour hand.
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０時間10分
０時間40分
ストップウオッチ時針
通常の時針のように読み取ってください。

ストップウオッチ時針

●Precautions for those only wearing the watch occasionally
If you use the watch only occasionally, it is likely that you will find the watch running down when
you decide to use it. Before wearing the watch, be sure to charge it sufficiently following the
procedure in "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH".

◯

16

ストップウオッチ分針
30分で１周します。10分を示していても１周目または
２周目かで「10分」または「40分」と読み分ける必
要があります。
ストップウオッチ時針の位置で読み分けてください。

5

■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH

◆STOPWATCH second hand reading:
The STOPWATCH second hand
almost points to "51" but should be
read as "50", as the STOPWATCH
1/10 second hand indicates "9".

ストップウオッチ秒針
通常の秒針のように読み取ってください。

Suitable for swimming, yachting
and other aquatic sports as well as
for works closely associated with
water such as kitchen work,
watering and fishing.

×
×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
"&"WATER RESIST
or WATER RESIST 10 BAR
No indication, or
a WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）
b WATER RESIST 20 BAR

ストップウオッチ秒針
１/10秒ストップウオッチ針
ストップウオッチ分針 「３」の位置で止まった場合は
１/10秒ストップ
「0.3秒」と読みます。
ウオッチ針

38

STOPWATCH
１/10 second hand.
日常生活用強化防水
（20気圧防水）

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

×
◯

No water resistance

b

Ex.) 1 hour 55 minutes 50 seconds 9

注意

●防水性能

●ABOUT BATHING
Your watch can be warn while bathing if it is equipped with
water resistance over 10 bar.
・In that case, please note the following carefully.
・Please do not operate your watch (Crown operation,
Button operation etc.) when it is wet with soap or
shampoo. It sometimes causes on the water proofing.
・When the watch gets warm due to warm water, the watch
could gain or lose time to some degree. However, the
watch will return to its usual accuracy at normal
temperatures.

39

■使用上のご注意とお手入れの方法

9

40

34

15

特にこのような表示では読
み取りにご注意ください。

「51秒」位置にあるが、1/10秒針が「0.9秒」
であるので、「50秒」と読み取ります。

■NOTE ON KINETIC E.S.U.
●Do not pull the crown out to the second click with the intention of stopping the second hand just
to save energy. By doing so, a large amount of current flows through the built-in IC. Therefore,
pulling out the crown to the second click will not save energy but, in fact, consume more energy
than usual.

ほぼ「26分」位置にあ
るが、秒針が「50秒」
にあるので、「25分」
と読むところ、時針の位
置から「55分」と読ん
でください。

０時間55分50秒９

CAUTION

●CARE OF YOUR WATCH

CAUTION
Never install a silver oxide battery for conventional watches in place of the KINETIC E.S.U. The battery
may burst, become very hot or catch fire.

●ストップウオッチの使いかた
・充電され時計が動いていないとストップウオッチは動きません。
・ストップウオッチを使用する前、必ずリセットしてください。
☆特に止まっていた時計を充電した場合、ストップウオッチの針は通常止まってい
ます。その状態がストップ状態とは限りませんので、ご注意ください。
☆約12時間で自動的にストップしている場合があります。
〈リセットの方法〉
①時計が動いていることを確かめてください

・The case and bracelet touch the skin directly. If they became dirty, the edge of a sleeve may be stained
with rust, and those with delicate skin may level up a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture away with a soft cloth. This will
prevent the watch from being soiled, adding to the life of the gasket.
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
・To keep a bracelet made of soft plastic clean, rinse it with soapy water from time to time. Since it is a
chemical product, it may deteriorate with the use of solvents. The band will become hardened or
discolored after several years of use. In that case, replace it with a new one.
●If your watch is not water-resistant, be careful not to get if wet or sweat. When it gets wet, wipe it
thoroughly dry with a hygroscopic cloth.
●If your watch is 5, 10 or 20 bar water resistant, rinse it in a bowl of fresh water after being used in
seawater. Do not use chemicals to wash it.
●If your watch has a rotating bezel, clean the bezel regularly. Otherwise, dust will gather under it, making
the rotation harder.

※時刻が午前12時〜午後2時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを2段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前2時より進めてか
ら、リュウズを再び1段目にして日付けを合わせ直してください。

③日付けの合わせが終わったら、リュウズを押し込んでください。
④さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。

※止まっているまたは秒針が２秒運針をしていたら充電してください。
（→「●充電のしかた」参照）
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■ストップウオッチについて（１/10秒単位12時間計）
・１/10秒単位で12時間まで計測し、計測時間は全部で４本の針を使用します。
・計測時間が約12時間経過すると、自動的にストップします。
（正確には12時間６分12秒2
まで計測します）
・リセット操作では４本の針が瞬時に戻るメカ式の帰零構造を備えています。
この時計はKINETICです。ストップウオッチを動かすエネルギーも発電し貯められた電気エ
ネルギーを使用します。多くの針を動かす関係から、大きなエネルギーを必要とします。
時計だけを動かすエネルギーに対してストップウオッチが動いている場合は約10倍のエネル
ギーを消費します。
充電量が不足していると思われる場合は充電してください。秒針が２秒運針している場合は、
ストップウオッチを使用すると、１〜２時間で止まってしまう可能性がありますので、ご注
意ください。
また、メカ式の帰零構造（ハートカム方式）の関係から、ボタン操作がかなり重く感じますが、
故障ではありません。

Suitable for shallow
diving without a heavy
breathing apparatus and
Bathing.

Genuine
diving using
scuba.

Genuine diving
using heliumgas.

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

●ストップウオッチ使いかた
・ストップウオッチは全部で４本の針で計測時間を表示します。
・１/10秒ストップウオッチ針の動きが伝わり、他の針（３本）が連動します。よって針が示
す目盛りをそのまま読むと間違いになる場合もありますのでご注意ください。
特にストップウオッチ分針は30分で一周するので、ストップウオッチ時計の位置に注意し
て「分」を読み取ってください。

10

・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。
・水分のついたままリュウズ
を回したり、引き出したり
しないでください。また、
ボタン操作もしないでくだ
さい。時計内部に水分が入
ることがあります。

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた
表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし
WATER RESIST
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
のいずれか
マークWATER RESIST
又は
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR
のいずれか

WARNING

■TO PRESERVE THE QUALLTY OF YOUR WATCH
CAUTION
●WATER RESISTANCE
・Check the dial or case back of your
watch for the water resistant
quality, and then see the table
below.
・Do not turn or pull out the crown
when the watch is wet, as water
may get inside the watch.

・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.

Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance
a
b
a
b
a

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

b

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

防水の
基準

雨や洗顔など日常生活で 水に関係の深い仕事（農水産･園
予想される「水がかかる」 芸･食堂など）やスポーツ（水泳
程度
やヨット）で使用できる程度

日常生活用防水
（3気圧防水）

×
◯

×
×

日常生活用強化防水
（5気圧防水）

◯

◯

非防水

日常生活用強化防水
（10気圧防水）

◯
◯

Water resistance
（3 bar）
Water resistance
（5 bar）

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◆STOPWATCH minute hand reading:
The STOPWATCH minute hand
almost points to "26" but should be
read as "55", as the measured
seconds are "50" and the
STOPWATCH hour hand is nearer
to the 2-hour marker (refer to the
first description in this section).

a

11

●Power reserves guidelines for the KINETIC E.S.U.
You can estimate the power reserve accumulated in the KINETIC E.S.U. from the manner in
which you wear the watch.
Wearing the watch continuously for 12 hours will accumulate approximately four additional days
of power reserve.
If you wear the watch every day for 12 hours a day over a week, for example, the watch will be
fully charged.

◯

・この時計は、あとどのくらい動き続けるかを知る機能がありません。よって、普段の携帯状況
から充電量を予測していただくことが、必要になります。
〈普段の携帯時間（日数）と充電量の関係について〉
１日携帯（12時間携帯）で、約４日分の追加充電が可能とお考えください。
例．ほとんど毎日携帯される方の場合
１日12時間の携帯を1週間続けると、ほぼフル充電が確保できたとお考えください。
〈携帯時間（日数）が少ない方へ〉
・前項の「例」のようには携帯せず、携帯する日数よりも外しておく日数が多い方
・普段は保存しておき、必要な場合のみ携帯する方
このような方の場合、携帯しようと思った時には、時計は止まっていることが多いはずです。
基本的には、
「●充電のしかた」に従い、手振りによる充電をしてから携帯することになります。

※止まっている時計を充電後、ストップウオッチを初めて使用する場合、すべてのストップウオッチがリ
セット位置のある場合も、上記の方法でリセットをしてください。

〈普通の使いかた〉
B
○
スタート

2

● You may feel that the buttons of the watch are harder to press compared with those of
conventional watches. This is due to the special construction needed for the stopwatch
function, and, therefore, is not a malfunction.
● While the stopwatch is being used, the watch consumes 10 times the amount of energy
required by time indication alone. Before using the stopwatch, therefore, make sure that the
watch is charged sufficiently.
● If the stopwatch continues to be used while the second hand is moving at two-second intervals,
the watch will run down within 1 to 2 hours.
● When using the stopwatch for the first time after the watch has been charged to start operation,
be sure to reset the stopwatch even if the STOPWATCH hands are at "0" position.

B
○
ストップ

A
○
リセット

〈時間計測を精算で行う場合〉
B
B
B
○
○
○
スタート
ストップ
再スタート
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●Before using the stopwatch, be sure to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
1) Check that the watch is operating normally.
※ If the watch has stopped completely or if the second hand moving at two-second intervals,
charge the watch sufficiently. (See "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH")
2) ◆ If the STOPWATCH hands are moving, press button B to stop the measurement and then
press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
◆ If the STOPWATCH hands has stopped moving, press button B more than once to stop the
measurement and then press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.

■使用電源について（キネチック E.S.U.）
・この時計には、一般の電池とは異なる専用の２次電源使用しておりますので、電池交換は不要
です。
・この２次電源は、環境に対して影響の少ないクリーンなものです。

注意
破裂、発熱、発火などの恐れがありますので、一般の酸化銀電池は絶対に組み込まない
ように、ご注意ください。万一組み込まれても、導通がとれない構造になっています。

Standard measurement
B
○

● While the stopwatch is measuring, pressing button A will not reset the stopwatch.
● Do not press buttons A and B at the same time, nor press one of the two buttons while keeping
the other pressed. Otherwise, a malfunction will result.

B
○
START

B
○
STOP

A
○
RESET

Accumulated elapsed time measurement
2

B
○
START

B
○
STOP

B
○
RESET

B
○
STOP

A
○
RESET

※Restart and stop of the stopwatch can be repeated by
pressing button ○
B.
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A
○
リセット

13

STOPWATCH OPERATION

A
○

14

B
○
ストップ

A のリセットボタンは機能しません。
※ストップ操作が行なわれない場合、ボタン○
A ，○
※ボタン○
B を同時に操作したり、一方のボタンを押しっぱなしで、他方のボタンを操作することは
やめてください。故障の原因となります。

WATER RESIST 20 BAR

■上手な携帯をするために（充電量のめやす）

Bを押してストップさせ、ボタン○
Aを押してリ
②ストップウオッチの針が動いていたら、ボタン○
セットしてください。
Bを数回押して、
「スタート」
、
「ストップ」
また、ストップウオッチ針が止まっていたら、ボタン○
Aを押してリ
が操作ができることを確認します。「ストップ」で針の動きを止めてから、ボタン○
セットしてください。

くり返し操作できます

STOPWATCH
hour hand.
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０時間10分
０時間40分
ストップウオッチ時針
通常の時針のように読み取ってください。

ストップウオッチ時針

●Precautions for those only wearing the watch occasionally
If you use the watch only occasionally, it is likely that you will find the watch running down when
you decide to use it. Before wearing the watch, be sure to charge it sufficiently following the
procedure in "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH".

◯

16

ストップウオッチ分針
30分で１周します。10分を示していても１周目または
２周目かで「10分」または「40分」と読み分ける必
要があります。
ストップウオッチ時針の位置で読み分けてください。

5

■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH

◆STOPWATCH second hand reading:
The STOPWATCH second hand
almost points to "51" but should be
read as "50", as the STOPWATCH
1/10 second hand indicates "9".

ストップウオッチ秒針
通常の秒針のように読み取ってください。

Suitable for swimming, yachting
and other aquatic sports as well as
for works closely associated with
water such as kitchen work,
watering and fishing.

×
×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
"&"WATER RESIST
or WATER RESIST 10 BAR
No indication, or
a WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）
b WATER RESIST 20 BAR

ストップウオッチ秒針
１/10秒ストップウオッチ針
ストップウオッチ分針 「３」の位置で止まった場合は
１/10秒ストップ
「0.3秒」と読みます。
ウオッチ針
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STOPWATCH
１/10 second hand.
日常生活用強化防水
（20気圧防水）

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

×
◯

No water resistance

b

Ex.) 1 hour 55 minutes 50 seconds 9

注意

●防水性能

●ABOUT BATHING
Your watch can be warn while bathing if it is equipped with
water resistance over 10 bar.
・In that case, please note the following carefully.
・Please do not operate your watch (Crown operation,
Button operation etc.) when it is wet with soap or
shampoo. It sometimes causes on the water proofing.
・When the watch gets warm due to warm water, the watch
could gain or lose time to some degree. However, the
watch will return to its usual accuracy at normal
temperatures.
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■使用上のご注意とお手入れの方法

9

40

34

15

特にこのような表示では読
み取りにご注意ください。

「51秒」位置にあるが、1/10秒針が「0.9秒」
であるので、「50秒」と読み取ります。

■NOTE ON KINETIC E.S.U.
●Do not pull the crown out to the second click with the intention of stopping the second hand just
to save energy. By doing so, a large amount of current flows through the built-in IC. Therefore,
pulling out the crown to the second click will not save energy but, in fact, consume more energy
than usual.

ほぼ「26分」位置にあ
るが、秒針が「50秒」
にあるので、「25分」
と読むところ、時針の位
置から「55分」と読ん
でください。

０時間55分50秒９

CAUTION

●CARE OF YOUR WATCH

CAUTION
Never install a silver oxide battery for conventional watches in place of the KINETIC E.S.U. The battery
may burst, become very hot or catch fire.

●ストップウオッチの使いかた
・充電され時計が動いていないとストップウオッチは動きません。
・ストップウオッチを使用する前、必ずリセットしてください。
☆特に止まっていた時計を充電した場合、ストップウオッチの針は通常止まってい
ます。その状態がストップ状態とは限りませんので、ご注意ください。
☆約12時間で自動的にストップしている場合があります。
〈リセットの方法〉
①時計が動いていることを確かめてください

・The case and bracelet touch the skin directly. If they became dirty, the edge of a sleeve may be stained
with rust, and those with delicate skin may level up a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture away with a soft cloth. This will
prevent the watch from being soiled, adding to the life of the gasket.
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
・To keep a bracelet made of soft plastic clean, rinse it with soapy water from time to time. Since it is a
chemical product, it may deteriorate with the use of solvents. The band will become hardened or
discolored after several years of use. In that case, replace it with a new one.
●If your watch is not water-resistant, be careful not to get if wet or sweat. When it gets wet, wipe it
thoroughly dry with a hygroscopic cloth.
●If your watch is 5, 10 or 20 bar water resistant, rinse it in a bowl of fresh water after being used in
seawater. Do not use chemicals to wash it.
●If your watch has a rotating bezel, clean the bezel regularly. Otherwise, dust will gather under it, making
the rotation harder.

※時刻が午前12時〜午後2時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを2段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前2時より進めてか
ら、リュウズを再び1段目にして日付けを合わせ直してください。

③日付けの合わせが終わったら、リュウズを押し込んでください。
④さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。

※止まっているまたは秒針が２秒運針をしていたら充電してください。
（→「●充電のしかた」参照）
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■ストップウオッチについて（１/10秒単位12時間計）
・１/10秒単位で12時間まで計測し、計測時間は全部で４本の針を使用します。
・計測時間が約12時間経過すると、自動的にストップします。
（正確には12時間６分12秒2
まで計測します）
・リセット操作では４本の針が瞬時に戻るメカ式の帰零構造を備えています。
この時計はKINETICです。ストップウオッチを動かすエネルギーも発電し貯められた電気エ
ネルギーを使用します。多くの針を動かす関係から、大きなエネルギーを必要とします。
時計だけを動かすエネルギーに対してストップウオッチが動いている場合は約10倍のエネル
ギーを消費します。
充電量が不足していると思われる場合は充電してください。秒針が２秒運針している場合は、
ストップウオッチを使用すると、１〜２時間で止まってしまう可能性がありますので、ご注
意ください。
また、メカ式の帰零構造（ハートカム方式）の関係から、ボタン操作がかなり重く感じますが、
故障ではありません。

Suitable for shallow
diving without a heavy
breathing apparatus and
Bathing.

Genuine
diving using
scuba.

Genuine diving
using heliumgas.

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

●ストップウオッチ使いかた
・ストップウオッチは全部で４本の針で計測時間を表示します。
・１/10秒ストップウオッチ針の動きが伝わり、他の針（３本）が連動します。よって針が示
す目盛りをそのまま読むと間違いになる場合もありますのでご注意ください。
特にストップウオッチ分針は30分で一周するので、ストップウオッチ時計の位置に注意し
て「分」を読み取ってください。

10

・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。
・水分のついたままリュウズ
を回したり、引き出したり
しないでください。また、
ボタン操作もしないでくだ
さい。時計内部に水分が入
ることがあります。

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた
表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし
WATER RESIST
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
のいずれか
マークWATER RESIST
又は
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR
のいずれか

WARNING

■TO PRESERVE THE QUALLTY OF YOUR WATCH
CAUTION
●WATER RESISTANCE
・Check the dial or case back of your
watch for the water resistant
quality, and then see the table
below.
・Do not turn or pull out the crown
when the watch is wet, as water
may get inside the watch.

・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.

Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance
a
b
a
b
a

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

b

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

防水の
基準

雨や洗顔など日常生活で 水に関係の深い仕事（農水産･園
予想される「水がかかる」 芸･食堂など）やスポーツ（水泳
程度
やヨット）で使用できる程度

日常生活用防水
（3気圧防水）

×
◯

×
×

日常生活用強化防水
（5気圧防水）

◯

◯

非防水

日常生活用強化防水
（10気圧防水）

◯
◯

Water resistance
（3 bar）
Water resistance
（5 bar）

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◆STOPWATCH minute hand reading:
The STOPWATCH minute hand
almost points to "26" but should be
read as "55", as the measured
seconds are "50" and the
STOPWATCH hour hand is nearer
to the 2-hour marker (refer to the
first description in this section).

a

11

●Power reserves guidelines for the KINETIC E.S.U.
You can estimate the power reserve accumulated in the KINETIC E.S.U. from the manner in
which you wear the watch.
Wearing the watch continuously for 12 hours will accumulate approximately four additional days
of power reserve.
If you wear the watch every day for 12 hours a day over a week, for example, the watch will be
fully charged.

◯

・この時計は、あとどのくらい動き続けるかを知る機能がありません。よって、普段の携帯状況
から充電量を予測していただくことが、必要になります。
〈普段の携帯時間（日数）と充電量の関係について〉
１日携帯（12時間携帯）で、約４日分の追加充電が可能とお考えください。
例．ほとんど毎日携帯される方の場合
１日12時間の携帯を1週間続けると、ほぼフル充電が確保できたとお考えください。
〈携帯時間（日数）が少ない方へ〉
・前項の「例」のようには携帯せず、携帯する日数よりも外しておく日数が多い方
・普段は保存しておき、必要な場合のみ携帯する方
このような方の場合、携帯しようと思った時には、時計は止まっていることが多いはずです。
基本的には、
「●充電のしかた」に従い、手振りによる充電をしてから携帯することになります。

※止まっている時計を充電後、ストップウオッチを初めて使用する場合、すべてのストップウオッチがリ
セット位置のある場合も、上記の方法でリセットをしてください。

〈普通の使いかた〉
B
○
スタート

2

● You may feel that the buttons of the watch are harder to press compared with those of
conventional watches. This is due to the special construction needed for the stopwatch
function, and, therefore, is not a malfunction.
● While the stopwatch is being used, the watch consumes 10 times the amount of energy
required by time indication alone. Before using the stopwatch, therefore, make sure that the
watch is charged sufficiently.
● If the stopwatch continues to be used while the second hand is moving at two-second intervals,
the watch will run down within 1 to 2 hours.
● When using the stopwatch for the first time after the watch has been charged to start operation,
be sure to reset the stopwatch even if the STOPWATCH hands are at "0" position.

B
○
ストップ

A
○
リセット

〈時間計測を精算で行う場合〉
B
B
B
○
○
○
スタート
ストップ
再スタート
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●Before using the stopwatch, be sure to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
1) Check that the watch is operating normally.
※ If the watch has stopped completely or if the second hand moving at two-second intervals,
charge the watch sufficiently. (See "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH")
2) ◆ If the STOPWATCH hands are moving, press button B to stop the measurement and then
press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
◆ If the STOPWATCH hands has stopped moving, press button B more than once to stop the
measurement and then press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.

■使用電源について（キネチック E.S.U.）
・この時計には、一般の電池とは異なる専用の２次電源使用しておりますので、電池交換は不要
です。
・この２次電源は、環境に対して影響の少ないクリーンなものです。

注意
破裂、発熱、発火などの恐れがありますので、一般の酸化銀電池は絶対に組み込まない
ように、ご注意ください。万一組み込まれても、導通がとれない構造になっています。

Standard measurement
B
○

● While the stopwatch is measuring, pressing button A will not reset the stopwatch.
● Do not press buttons A and B at the same time, nor press one of the two buttons while keeping
the other pressed. Otherwise, a malfunction will result.

B
○
START

B
○
STOP

A
○
RESET

Accumulated elapsed time measurement
2

B
○
START

B
○
STOP

B
○
RESET

B
○
STOP

A
○
RESET

※Restart and stop of the stopwatch can be repeated by
pressing button ○
B.
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A
○
リセット

13

STOPWATCH OPERATION

A
○

14

B
○
ストップ

A のリセットボタンは機能しません。
※ストップ操作が行なわれない場合、ボタン○
A ，○
※ボタン○
B を同時に操作したり、一方のボタンを押しっぱなしで、他方のボタンを操作することは
やめてください。故障の原因となります。

WATER RESIST 20 BAR

■上手な携帯をするために（充電量のめやす）

Bを押してストップさせ、ボタン○
Aを押してリ
②ストップウオッチの針が動いていたら、ボタン○
セットしてください。
Bを数回押して、
「スタート」
、
「ストップ」
また、ストップウオッチ針が止まっていたら、ボタン○
Aを押してリ
が操作ができることを確認します。「ストップ」で針の動きを止めてから、ボタン○
セットしてください。

くり返し操作できます

STOPWATCH
hour hand.

33

０時間10分
０時間40分
ストップウオッチ時針
通常の時針のように読み取ってください。

ストップウオッチ時針

●Precautions for those only wearing the watch occasionally
If you use the watch only occasionally, it is likely that you will find the watch running down when
you decide to use it. Before wearing the watch, be sure to charge it sufficiently following the
procedure in "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH".

◯

16

ストップウオッチ分針
30分で１周します。10分を示していても１周目または
２周目かで「10分」または「40分」と読み分ける必
要があります。
ストップウオッチ時針の位置で読み分けてください。

5

■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH

◆STOPWATCH second hand reading:
The STOPWATCH second hand
almost points to "51" but should be
read as "50", as the STOPWATCH
1/10 second hand indicates "9".

ストップウオッチ秒針
通常の秒針のように読み取ってください。

Suitable for swimming, yachting
and other aquatic sports as well as
for works closely associated with
water such as kitchen work,
watering and fishing.

×
×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
"&"WATER RESIST
or WATER RESIST 10 BAR
No indication, or
a WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）
b WATER RESIST 20 BAR

ストップウオッチ秒針
１/10秒ストップウオッチ針
ストップウオッチ分針 「３」の位置で止まった場合は
１/10秒ストップ
「0.3秒」と読みます。
ウオッチ針

38

STOPWATCH
１/10 second hand.
日常生活用強化防水
（20気圧防水）

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

×
◯

No water resistance

b

Ex.) 1 hour 55 minutes 50 seconds 9

注意

●防水性能

●ABOUT BATHING
Your watch can be warn while bathing if it is equipped with
water resistance over 10 bar.
・In that case, please note the following carefully.
・Please do not operate your watch (Crown operation,
Button operation etc.) when it is wet with soap or
shampoo. It sometimes causes on the water proofing.
・When the watch gets warm due to warm water, the watch
could gain or lose time to some degree. However, the
watch will return to its usual accuracy at normal
temperatures.
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■使用上のご注意とお手入れの方法

9

40

34

15

特にこのような表示では読
み取りにご注意ください。

「51秒」位置にあるが、1/10秒針が「0.9秒」
であるので、「50秒」と読み取ります。

■NOTE ON KINETIC E.S.U.
●Do not pull the crown out to the second click with the intention of stopping the second hand just
to save energy. By doing so, a large amount of current flows through the built-in IC. Therefore,
pulling out the crown to the second click will not save energy but, in fact, consume more energy
than usual.

ほぼ「26分」位置にあ
るが、秒針が「50秒」
にあるので、「25分」
と読むところ、時針の位
置から「55分」と読ん
でください。

０時間55分50秒９

CAUTION

●CARE OF YOUR WATCH

CAUTION
Never install a silver oxide battery for conventional watches in place of the KINETIC E.S.U. The battery
may burst, become very hot or catch fire.

●ストップウオッチの使いかた
・充電され時計が動いていないとストップウオッチは動きません。
・ストップウオッチを使用する前、必ずリセットしてください。
☆特に止まっていた時計を充電した場合、ストップウオッチの針は通常止まってい
ます。その状態がストップ状態とは限りませんので、ご注意ください。
☆約12時間で自動的にストップしている場合があります。
〈リセットの方法〉
①時計が動いていることを確かめてください

・The case and bracelet touch the skin directly. If they became dirty, the edge of a sleeve may be stained
with rust, and those with delicate skin may level up a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture away with a soft cloth. This will
prevent the watch from being soiled, adding to the life of the gasket.
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
・To keep a bracelet made of soft plastic clean, rinse it with soapy water from time to time. Since it is a
chemical product, it may deteriorate with the use of solvents. The band will become hardened or
discolored after several years of use. In that case, replace it with a new one.
●If your watch is not water-resistant, be careful not to get if wet or sweat. When it gets wet, wipe it
thoroughly dry with a hygroscopic cloth.
●If your watch is 5, 10 or 20 bar water resistant, rinse it in a bowl of fresh water after being used in
seawater. Do not use chemicals to wash it.
●If your watch has a rotating bezel, clean the bezel regularly. Otherwise, dust will gather under it, making
the rotation harder.

※時刻が午前12時〜午後2時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを2段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前2時より進めてか
ら、リュウズを再び1段目にして日付けを合わせ直してください。

③日付けの合わせが終わったら、リュウズを押し込んでください。
④さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。

※止まっているまたは秒針が２秒運針をしていたら充電してください。
（→「●充電のしかた」参照）
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■ストップウオッチについて（１/10秒単位12時間計）
・１/10秒単位で12時間まで計測し、計測時間は全部で４本の針を使用します。
・計測時間が約12時間経過すると、自動的にストップします。
（正確には12時間６分12秒2
まで計測します）
・リセット操作では４本の針が瞬時に戻るメカ式の帰零構造を備えています。
この時計はKINETICです。ストップウオッチを動かすエネルギーも発電し貯められた電気エ
ネルギーを使用します。多くの針を動かす関係から、大きなエネルギーを必要とします。
時計だけを動かすエネルギーに対してストップウオッチが動いている場合は約10倍のエネル
ギーを消費します。
充電量が不足していると思われる場合は充電してください。秒針が２秒運針している場合は、
ストップウオッチを使用すると、１〜２時間で止まってしまう可能性がありますので、ご注
意ください。
また、メカ式の帰零構造（ハートカム方式）の関係から、ボタン操作がかなり重く感じますが、
故障ではありません。

Suitable for shallow
diving without a heavy
breathing apparatus and
Bathing.

Genuine
diving using
scuba.

Genuine diving
using heliumgas.

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

●ストップウオッチ使いかた
・ストップウオッチは全部で４本の針で計測時間を表示します。
・１/10秒ストップウオッチ針の動きが伝わり、他の針（３本）が連動します。よって針が示
す目盛りをそのまま読むと間違いになる場合もありますのでご注意ください。
特にストップウオッチ分針は30分で一周するので、ストップウオッチ時計の位置に注意し
て「分」を読み取ってください。

10

・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。
・水分のついたままリュウズ
を回したり、引き出したり
しないでください。また、
ボタン操作もしないでくだ
さい。時計内部に水分が入
ることがあります。

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた
表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし
WATER RESIST
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
のいずれか
マークWATER RESIST
又は
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR
のいずれか

WARNING

■TO PRESERVE THE QUALLTY OF YOUR WATCH
CAUTION
●WATER RESISTANCE
・Check the dial or case back of your
watch for the water resistant
quality, and then see the table
below.
・Do not turn or pull out the crown
when the watch is wet, as water
may get inside the watch.

・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.

Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance
a
b
a
b
a

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

b

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

防水の
基準

雨や洗顔など日常生活で 水に関係の深い仕事（農水産･園
予想される「水がかかる」 芸･食堂など）やスポーツ（水泳
程度
やヨット）で使用できる程度

日常生活用防水
（3気圧防水）

×
◯

×
×

日常生活用強化防水
（5気圧防水）

◯

◯

非防水

日常生活用強化防水
（10気圧防水）

◯
◯

Water resistance
（3 bar）
Water resistance
（5 bar）

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◆STOPWATCH minute hand reading:
The STOPWATCH minute hand
almost points to "26" but should be
read as "55", as the measured
seconds are "50" and the
STOPWATCH hour hand is nearer
to the 2-hour marker (refer to the
first description in this section).

a

11

●Power reserves guidelines for the KINETIC E.S.U.
You can estimate the power reserve accumulated in the KINETIC E.S.U. from the manner in
which you wear the watch.
Wearing the watch continuously for 12 hours will accumulate approximately four additional days
of power reserve.
If you wear the watch every day for 12 hours a day over a week, for example, the watch will be
fully charged.

◯

・この時計は、あとどのくらい動き続けるかを知る機能がありません。よって、普段の携帯状況
から充電量を予測していただくことが、必要になります。
〈普段の携帯時間（日数）と充電量の関係について〉
１日携帯（12時間携帯）で、約４日分の追加充電が可能とお考えください。
例．ほとんど毎日携帯される方の場合
１日12時間の携帯を1週間続けると、ほぼフル充電が確保できたとお考えください。
〈携帯時間（日数）が少ない方へ〉
・前項の「例」のようには携帯せず、携帯する日数よりも外しておく日数が多い方
・普段は保存しておき、必要な場合のみ携帯する方
このような方の場合、携帯しようと思った時には、時計は止まっていることが多いはずです。
基本的には、
「●充電のしかた」に従い、手振りによる充電をしてから携帯することになります。

※止まっている時計を充電後、ストップウオッチを初めて使用する場合、すべてのストップウオッチがリ
セット位置のある場合も、上記の方法でリセットをしてください。

〈普通の使いかた〉
B
○
スタート

2

● You may feel that the buttons of the watch are harder to press compared with those of
conventional watches. This is due to the special construction needed for the stopwatch
function, and, therefore, is not a malfunction.
● While the stopwatch is being used, the watch consumes 10 times the amount of energy
required by time indication alone. Before using the stopwatch, therefore, make sure that the
watch is charged sufficiently.
● If the stopwatch continues to be used while the second hand is moving at two-second intervals,
the watch will run down within 1 to 2 hours.
● When using the stopwatch for the first time after the watch has been charged to start operation,
be sure to reset the stopwatch even if the STOPWATCH hands are at "0" position.

B
○
ストップ

A
○
リセット

〈時間計測を精算で行う場合〉
B
B
B
○
○
○
スタート
ストップ
再スタート
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●Before using the stopwatch, be sure to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
1) Check that the watch is operating normally.
※ If the watch has stopped completely or if the second hand moving at two-second intervals,
charge the watch sufficiently. (See "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH")
2) ◆ If the STOPWATCH hands are moving, press button B to stop the measurement and then
press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
◆ If the STOPWATCH hands has stopped moving, press button B more than once to stop the
measurement and then press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.

■使用電源について（キネチック E.S.U.）
・この時計には、一般の電池とは異なる専用の２次電源使用しておりますので、電池交換は不要
です。
・この２次電源は、環境に対して影響の少ないクリーンなものです。

注意
破裂、発熱、発火などの恐れがありますので、一般の酸化銀電池は絶対に組み込まない
ように、ご注意ください。万一組み込まれても、導通がとれない構造になっています。

Standard measurement
B
○

● While the stopwatch is measuring, pressing button A will not reset the stopwatch.
● Do not press buttons A and B at the same time, nor press one of the two buttons while keeping
the other pressed. Otherwise, a malfunction will result.

B
○
START

B
○
STOP

A
○
RESET

Accumulated elapsed time measurement
2

B
○
START

B
○
STOP

B
○
RESET

B
○
STOP

A
○
RESET

※Restart and stop of the stopwatch can be repeated by
pressing button ○
B.
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A
○
リセット

13

STOPWATCH OPERATION

A
○

14

B
○
ストップ

A のリセットボタンは機能しません。
※ストップ操作が行なわれない場合、ボタン○
A ，○
※ボタン○
B を同時に操作したり、一方のボタンを押しっぱなしで、他方のボタンを操作することは
やめてください。故障の原因となります。

WATER RESIST 20 BAR

■上手な携帯をするために（充電量のめやす）

Bを押してストップさせ、ボタン○
Aを押してリ
②ストップウオッチの針が動いていたら、ボタン○
セットしてください。
Bを数回押して、
「スタート」
、
「ストップ」
また、ストップウオッチ針が止まっていたら、ボタン○
Aを押してリ
が操作ができることを確認します。「ストップ」で針の動きを止めてから、ボタン○
セットしてください。

くり返し操作できます

STOPWATCH
hour hand.
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０時間10分
０時間40分
ストップウオッチ時針
通常の時針のように読み取ってください。

ストップウオッチ時針

●Precautions for those only wearing the watch occasionally
If you use the watch only occasionally, it is likely that you will find the watch running down when
you decide to use it. Before wearing the watch, be sure to charge it sufficiently following the
procedure in "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH".

◯

16

ストップウオッチ分針
30分で１周します。10分を示していても１周目または
２周目かで「10分」または「40分」と読み分ける必
要があります。
ストップウオッチ時針の位置で読み分けてください。

5

■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH

◆STOPWATCH second hand reading:
The STOPWATCH second hand
almost points to "51" but should be
read as "50", as the STOPWATCH
1/10 second hand indicates "9".

ストップウオッチ秒針
通常の秒針のように読み取ってください。

Suitable for swimming, yachting
and other aquatic sports as well as
for works closely associated with
water such as kitchen work,
watering and fishing.

×
×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
"&"WATER RESIST
or WATER RESIST 10 BAR
No indication, or
a WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）
b WATER RESIST 20 BAR

ストップウオッチ秒針
１/10秒ストップウオッチ針
ストップウオッチ分針 「３」の位置で止まった場合は
１/10秒ストップ
「0.3秒」と読みます。
ウオッチ針

38

STOPWATCH
１/10 second hand.
日常生活用強化防水
（20気圧防水）

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

×
◯

No water resistance

b

Ex.) 1 hour 55 minutes 50 seconds 9

注意

●防水性能

●ABOUT BATHING
Your watch can be warn while bathing if it is equipped with
water resistance over 10 bar.
・In that case, please note the following carefully.
・Please do not operate your watch (Crown operation,
Button operation etc.) when it is wet with soap or
shampoo. It sometimes causes on the water proofing.
・When the watch gets warm due to warm water, the watch
could gain or lose time to some degree. However, the
watch will return to its usual accuracy at normal
temperatures.

39

■使用上のご注意とお手入れの方法

9

40

34

15

特にこのような表示では読
み取りにご注意ください。

「51秒」位置にあるが、1/10秒針が「0.9秒」
であるので、「50秒」と読み取ります。

■NOTE ON KINETIC E.S.U.
●Do not pull the crown out to the second click with the intention of stopping the second hand just
to save energy. By doing so, a large amount of current flows through the built-in IC. Therefore,
pulling out the crown to the second click will not save energy but, in fact, consume more energy
than usual.

ほぼ「26分」位置にあ
るが、秒針が「50秒」
にあるので、「25分」
と読むところ、時針の位
置から「55分」と読ん
でください。

０時間55分50秒９

CAUTION

●CARE OF YOUR WATCH

CAUTION
Never install a silver oxide battery for conventional watches in place of the KINETIC E.S.U. The battery
may burst, become very hot or catch fire.

●ストップウオッチの使いかた
・充電され時計が動いていないとストップウオッチは動きません。
・ストップウオッチを使用する前、必ずリセットしてください。
☆特に止まっていた時計を充電した場合、ストップウオッチの針は通常止まってい
ます。その状態がストップ状態とは限りませんので、ご注意ください。
☆約12時間で自動的にストップしている場合があります。
〈リセットの方法〉
①時計が動いていることを確かめてください

・The case and bracelet touch the skin directly. If they became dirty, the edge of a sleeve may be stained
with rust, and those with delicate skin may level up a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture away with a soft cloth. This will
prevent the watch from being soiled, adding to the life of the gasket.
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
・To keep a bracelet made of soft plastic clean, rinse it with soapy water from time to time. Since it is a
chemical product, it may deteriorate with the use of solvents. The band will become hardened or
discolored after several years of use. In that case, replace it with a new one.
●If your watch is not water-resistant, be careful not to get if wet or sweat. When it gets wet, wipe it
thoroughly dry with a hygroscopic cloth.
●If your watch is 5, 10 or 20 bar water resistant, rinse it in a bowl of fresh water after being used in
seawater. Do not use chemicals to wash it.
●If your watch has a rotating bezel, clean the bezel regularly. Otherwise, dust will gather under it, making
the rotation harder.

※時刻が午前12時〜午後2時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを2段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前2時より進めてか
ら、リュウズを再び1段目にして日付けを合わせ直してください。

③日付けの合わせが終わったら、リュウズを押し込んでください。
④さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。

※止まっているまたは秒針が２秒運針をしていたら充電してください。
（→「●充電のしかた」参照）
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■ストップウオッチについて（１/10秒単位12時間計）
・１/10秒単位で12時間まで計測し、計測時間は全部で４本の針を使用します。
・計測時間が約12時間経過すると、自動的にストップします。
（正確には12時間６分12秒2
まで計測します）
・リセット操作では４本の針が瞬時に戻るメカ式の帰零構造を備えています。
この時計はKINETICです。ストップウオッチを動かすエネルギーも発電し貯められた電気エ
ネルギーを使用します。多くの針を動かす関係から、大きなエネルギーを必要とします。
時計だけを動かすエネルギーに対してストップウオッチが動いている場合は約10倍のエネル
ギーを消費します。
充電量が不足していると思われる場合は充電してください。秒針が２秒運針している場合は、
ストップウオッチを使用すると、１〜２時間で止まってしまう可能性がありますので、ご注
意ください。
また、メカ式の帰零構造（ハートカム方式）の関係から、ボタン操作がかなり重く感じますが、
故障ではありません。

Suitable for shallow
diving without a heavy
breathing apparatus and
Bathing.

Genuine
diving using
scuba.

Genuine diving
using heliumgas.

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

●ストップウオッチ使いかた
・ストップウオッチは全部で４本の針で計測時間を表示します。
・１/10秒ストップウオッチ針の動きが伝わり、他の針（３本）が連動します。よって針が示
す目盛りをそのまま読むと間違いになる場合もありますのでご注意ください。
特にストップウオッチ分針は30分で一周するので、ストップウオッチ時計の位置に注意し
て「分」を読み取ってください。

10

・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。
・水分のついたままリュウズ
を回したり、引き出したり
しないでください。また、
ボタン操作もしないでくだ
さい。時計内部に水分が入
ることがあります。

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた
表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし
WATER RESIST
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
のいずれか
マークWATER RESIST
又は
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR
のいずれか

WARNING

■TO PRESERVE THE QUALLTY OF YOUR WATCH
CAUTION
●WATER RESISTANCE
・Check the dial or case back of your
watch for the water resistant
quality, and then see the table
below.
・Do not turn or pull out the crown
when the watch is wet, as water
may get inside the watch.

・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.

Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance
a
b
a
b
a

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

b

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

防水の
基準

雨や洗顔など日常生活で 水に関係の深い仕事（農水産･園
予想される「水がかかる」 芸･食堂など）やスポーツ（水泳
程度
やヨット）で使用できる程度

日常生活用防水
（3気圧防水）

×
◯

×
×

日常生活用強化防水
（5気圧防水）

◯

◯

非防水

日常生活用強化防水
（10気圧防水）

◯
◯

Water resistance
（3 bar）
Water resistance
（5 bar）

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◆STOPWATCH minute hand reading:
The STOPWATCH minute hand
almost points to "26" but should be
read as "55", as the measured
seconds are "50" and the
STOPWATCH hour hand is nearer
to the 2-hour marker (refer to the
first description in this section).

a

11

●Power reserves guidelines for the KINETIC E.S.U.
You can estimate the power reserve accumulated in the KINETIC E.S.U. from the manner in
which you wear the watch.
Wearing the watch continuously for 12 hours will accumulate approximately four additional days
of power reserve.
If you wear the watch every day for 12 hours a day over a week, for example, the watch will be
fully charged.

◯

・この時計は、あとどのくらい動き続けるかを知る機能がありません。よって、普段の携帯状況
から充電量を予測していただくことが、必要になります。
〈普段の携帯時間（日数）と充電量の関係について〉
１日携帯（12時間携帯）で、約４日分の追加充電が可能とお考えください。
例．ほとんど毎日携帯される方の場合
１日12時間の携帯を1週間続けると、ほぼフル充電が確保できたとお考えください。
〈携帯時間（日数）が少ない方へ〉
・前項の「例」のようには携帯せず、携帯する日数よりも外しておく日数が多い方
・普段は保存しておき、必要な場合のみ携帯する方
このような方の場合、携帯しようと思った時には、時計は止まっていることが多いはずです。
基本的には、
「●充電のしかた」に従い、手振りによる充電をしてから携帯することになります。

※止まっている時計を充電後、ストップウオッチを初めて使用する場合、すべてのストップウオッチがリ
セット位置のある場合も、上記の方法でリセットをしてください。

〈普通の使いかた〉
B
○
スタート

2

● You may feel that the buttons of the watch are harder to press compared with those of
conventional watches. This is due to the special construction needed for the stopwatch
function, and, therefore, is not a malfunction.
● While the stopwatch is being used, the watch consumes 10 times the amount of energy
required by time indication alone. Before using the stopwatch, therefore, make sure that the
watch is charged sufficiently.
● If the stopwatch continues to be used while the second hand is moving at two-second intervals,
the watch will run down within 1 to 2 hours.
● When using the stopwatch for the first time after the watch has been charged to start operation,
be sure to reset the stopwatch even if the STOPWATCH hands are at "0" position.

B
○
ストップ

A
○
リセット

〈時間計測を精算で行う場合〉
B
B
B
○
○
○
スタート
ストップ
再スタート
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●Before using the stopwatch, be sure to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
1) Check that the watch is operating normally.
※ If the watch has stopped completely or if the second hand moving at two-second intervals,
charge the watch sufficiently. (See "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH")
2) ◆ If the STOPWATCH hands are moving, press button B to stop the measurement and then
press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
◆ If the STOPWATCH hands has stopped moving, press button B more than once to stop the
measurement and then press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.

■使用電源について（キネチック E.S.U.）
・この時計には、一般の電池とは異なる専用の２次電源使用しておりますので、電池交換は不要
です。
・この２次電源は、環境に対して影響の少ないクリーンなものです。

注意
破裂、発熱、発火などの恐れがありますので、一般の酸化銀電池は絶対に組み込まない
ように、ご注意ください。万一組み込まれても、導通がとれない構造になっています。

Standard measurement
B
○

● While the stopwatch is measuring, pressing button A will not reset the stopwatch.
● Do not press buttons A and B at the same time, nor press one of the two buttons while keeping
the other pressed. Otherwise, a malfunction will result.

B
○
START

B
○
STOP

A
○
RESET

Accumulated elapsed time measurement
2

B
○
START

B
○
STOP

B
○
RESET

B
○
STOP

A
○
RESET

※Restart and stop of the stopwatch can be repeated by
pressing button ○
B.
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A
○
リセット

13

STOPWATCH OPERATION

A
○

14

B
○
ストップ

A のリセットボタンは機能しません。
※ストップ操作が行なわれない場合、ボタン○
A ，○
※ボタン○
B を同時に操作したり、一方のボタンを押しっぱなしで、他方のボタンを操作することは
やめてください。故障の原因となります。

WATER RESIST 20 BAR

■上手な携帯をするために（充電量のめやす）

Bを押してストップさせ、ボタン○
Aを押してリ
②ストップウオッチの針が動いていたら、ボタン○
セットしてください。
Bを数回押して、
「スタート」
、
「ストップ」
また、ストップウオッチ針が止まっていたら、ボタン○
Aを押してリ
が操作ができることを確認します。「ストップ」で針の動きを止めてから、ボタン○
セットしてください。

くり返し操作できます

STOPWATCH
hour hand.
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０時間10分
０時間40分
ストップウオッチ時針
通常の時針のように読み取ってください。

ストップウオッチ時針

●Precautions for those only wearing the watch occasionally
If you use the watch only occasionally, it is likely that you will find the watch running down when
you decide to use it. Before wearing the watch, be sure to charge it sufficiently following the
procedure in "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH".

◯

16

ストップウオッチ分針
30分で１周します。10分を示していても１周目または
２周目かで「10分」または「40分」と読み分ける必
要があります。
ストップウオッチ時針の位置で読み分けてください。

5

■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH

◆STOPWATCH second hand reading:
The STOPWATCH second hand
almost points to "51" but should be
read as "50", as the STOPWATCH
1/10 second hand indicates "9".

ストップウオッチ秒針
通常の秒針のように読み取ってください。

Suitable for swimming, yachting
and other aquatic sports as well as
for works closely associated with
water such as kitchen work,
watering and fishing.

×
×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
"&"WATER RESIST
or WATER RESIST 10 BAR
No indication, or
a WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）
b WATER RESIST 20 BAR

ストップウオッチ秒針
１/10秒ストップウオッチ針
ストップウオッチ分針 「３」の位置で止まった場合は
１/10秒ストップ
「0.3秒」と読みます。
ウオッチ針

38

STOPWATCH
１/10 second hand.
日常生活用強化防水
（20気圧防水）

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

×
◯

No water resistance

b

Ex.) 1 hour 55 minutes 50 seconds 9

注意

●防水性能

●ABOUT BATHING
Your watch can be warn while bathing if it is equipped with
water resistance over 10 bar.
・In that case, please note the following carefully.
・Please do not operate your watch (Crown operation,
Button operation etc.) when it is wet with soap or
shampoo. It sometimes causes on the water proofing.
・When the watch gets warm due to warm water, the watch
could gain or lose time to some degree. However, the
watch will return to its usual accuracy at normal
temperatures.
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■使用上のご注意とお手入れの方法
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特にこのような表示では読
み取りにご注意ください。

「51秒」位置にあるが、1/10秒針が「0.9秒」
であるので、「50秒」と読み取ります。

■NOTE ON KINETIC E.S.U.
●Do not pull the crown out to the second click with the intention of stopping the second hand just
to save energy. By doing so, a large amount of current flows through the built-in IC. Therefore,
pulling out the crown to the second click will not save energy but, in fact, consume more energy
than usual.

ほぼ「26分」位置にあ
るが、秒針が「50秒」
にあるので、「25分」
と読むところ、時針の位
置から「55分」と読ん
でください。

０時間55分50秒９

CAUTION

●CARE OF YOUR WATCH

CAUTION
Never install a silver oxide battery for conventional watches in place of the KINETIC E.S.U. The battery
may burst, become very hot or catch fire.

●ストップウオッチの使いかた
・充電され時計が動いていないとストップウオッチは動きません。
・ストップウオッチを使用する前、必ずリセットしてください。
☆特に止まっていた時計を充電した場合、ストップウオッチの針は通常止まってい
ます。その状態がストップ状態とは限りませんので、ご注意ください。
☆約12時間で自動的にストップしている場合があります。
〈リセットの方法〉
①時計が動いていることを確かめてください

・The case and bracelet touch the skin directly. If they became dirty, the edge of a sleeve may be stained
with rust, and those with delicate skin may level up a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture away with a soft cloth. This will
prevent the watch from being soiled, adding to the life of the gasket.
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
・To keep a bracelet made of soft plastic clean, rinse it with soapy water from time to time. Since it is a
chemical product, it may deteriorate with the use of solvents. The band will become hardened or
discolored after several years of use. In that case, replace it with a new one.
●If your watch is not water-resistant, be careful not to get if wet or sweat. When it gets wet, wipe it
thoroughly dry with a hygroscopic cloth.
●If your watch is 5, 10 or 20 bar water resistant, rinse it in a bowl of fresh water after being used in
seawater. Do not use chemicals to wash it.
●If your watch has a rotating bezel, clean the bezel regularly. Otherwise, dust will gather under it, making
the rotation harder.

※時刻が午前12時〜午後2時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを2段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前2時より進めてか
ら、リュウズを再び1段目にして日付けを合わせ直してください。

③日付けの合わせが終わったら、リュウズを押し込んでください。
④さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。

※止まっているまたは秒針が２秒運針をしていたら充電してください。
（→「●充電のしかた」参照）
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■ストップウオッチについて（１/10秒単位12時間計）
・１/10秒単位で12時間まで計測し、計測時間は全部で４本の針を使用します。
・計測時間が約12時間経過すると、自動的にストップします。
（正確には12時間６分12秒2
まで計測します）
・リセット操作では４本の針が瞬時に戻るメカ式の帰零構造を備えています。
この時計はKINETICです。ストップウオッチを動かすエネルギーも発電し貯められた電気エ
ネルギーを使用します。多くの針を動かす関係から、大きなエネルギーを必要とします。
時計だけを動かすエネルギーに対してストップウオッチが動いている場合は約10倍のエネル
ギーを消費します。
充電量が不足していると思われる場合は充電してください。秒針が２秒運針している場合は、
ストップウオッチを使用すると、１〜２時間で止まってしまう可能性がありますので、ご注
意ください。
また、メカ式の帰零構造（ハートカム方式）の関係から、ボタン操作がかなり重く感じますが、
故障ではありません。

Suitable for shallow
diving without a heavy
breathing apparatus and
Bathing.

Genuine
diving using
scuba.

Genuine diving
using heliumgas.

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

●ストップウオッチ使いかた
・ストップウオッチは全部で４本の針で計測時間を表示します。
・１/10秒ストップウオッチ針の動きが伝わり、他の針（３本）が連動します。よって針が示
す目盛りをそのまま読むと間違いになる場合もありますのでご注意ください。
特にストップウオッチ分針は30分で一周するので、ストップウオッチ時計の位置に注意し
て「分」を読み取ってください。

10

・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。
・水分のついたままリュウズ
を回したり、引き出したり
しないでください。また、
ボタン操作もしないでくだ
さい。時計内部に水分が入
ることがあります。

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた
表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし
WATER RESIST
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
のいずれか
マークWATER RESIST
又は
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR
のいずれか

WARNING

■TO PRESERVE THE QUALLTY OF YOUR WATCH
CAUTION
●WATER RESISTANCE
・Check the dial or case back of your
watch for the water resistant
quality, and then see the table
below.
・Do not turn or pull out the crown
when the watch is wet, as water
may get inside the watch.

・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.

Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance
a
b
a
b
a

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

b

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

防水の
基準

雨や洗顔など日常生活で 水に関係の深い仕事（農水産･園
予想される「水がかかる」 芸･食堂など）やスポーツ（水泳
程度
やヨット）で使用できる程度

日常生活用防水
（3気圧防水）

×
◯

×
×

日常生活用強化防水
（5気圧防水）

◯

◯

非防水

日常生活用強化防水
（10気圧防水）

◯
◯

Water resistance
（3 bar）
Water resistance
（5 bar）

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◆STOPWATCH minute hand reading:
The STOPWATCH minute hand
almost points to "26" but should be
read as "55", as the measured
seconds are "50" and the
STOPWATCH hour hand is nearer
to the 2-hour marker (refer to the
first description in this section).

a
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●Power reserves guidelines for the KINETIC E.S.U.
You can estimate the power reserve accumulated in the KINETIC E.S.U. from the manner in
which you wear the watch.
Wearing the watch continuously for 12 hours will accumulate approximately four additional days
of power reserve.
If you wear the watch every day for 12 hours a day over a week, for example, the watch will be
fully charged.

◯

・この時計は、あとどのくらい動き続けるかを知る機能がありません。よって、普段の携帯状況
から充電量を予測していただくことが、必要になります。
〈普段の携帯時間（日数）と充電量の関係について〉
１日携帯（12時間携帯）で、約４日分の追加充電が可能とお考えください。
例．ほとんど毎日携帯される方の場合
１日12時間の携帯を1週間続けると、ほぼフル充電が確保できたとお考えください。
〈携帯時間（日数）が少ない方へ〉
・前項の「例」のようには携帯せず、携帯する日数よりも外しておく日数が多い方
・普段は保存しておき、必要な場合のみ携帯する方
このような方の場合、携帯しようと思った時には、時計は止まっていることが多いはずです。
基本的には、
「●充電のしかた」に従い、手振りによる充電をしてから携帯することになります。

※止まっている時計を充電後、ストップウオッチを初めて使用する場合、すべてのストップウオッチがリ
セット位置のある場合も、上記の方法でリセットをしてください。

〈普通の使いかた〉
B
○
スタート

2

● You may feel that the buttons of the watch are harder to press compared with those of
conventional watches. This is due to the special construction needed for the stopwatch
function, and, therefore, is not a malfunction.
● While the stopwatch is being used, the watch consumes 10 times the amount of energy
required by time indication alone. Before using the stopwatch, therefore, make sure that the
watch is charged sufficiently.
● If the stopwatch continues to be used while the second hand is moving at two-second intervals,
the watch will run down within 1 to 2 hours.
● When using the stopwatch for the first time after the watch has been charged to start operation,
be sure to reset the stopwatch even if the STOPWATCH hands are at "0" position.

B
○
ストップ

A
○
リセット

〈時間計測を精算で行う場合〉
B
B
B
○
○
○
スタート
ストップ
再スタート
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●Before using the stopwatch, be sure to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
1) Check that the watch is operating normally.
※ If the watch has stopped completely or if the second hand moving at two-second intervals,
charge the watch sufficiently. (See "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH")
2) ◆ If the STOPWATCH hands are moving, press button B to stop the measurement and then
press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
◆ If the STOPWATCH hands has stopped moving, press button B more than once to stop the
measurement and then press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.

■使用電源について（キネチック E.S.U.）
・この時計には、一般の電池とは異なる専用の２次電源使用しておりますので、電池交換は不要
です。
・この２次電源は、環境に対して影響の少ないクリーンなものです。

注意
破裂、発熱、発火などの恐れがありますので、一般の酸化銀電池は絶対に組み込まない
ように、ご注意ください。万一組み込まれても、導通がとれない構造になっています。

Standard measurement
B
○

● While the stopwatch is measuring, pressing button A will not reset the stopwatch.
● Do not press buttons A and B at the same time, nor press one of the two buttons while keeping
the other pressed. Otherwise, a malfunction will result.

B
○
START

B
○
STOP

A
○
RESET

Accumulated elapsed time measurement
2

B
○
START

B
○
STOP

B
○
RESET

B
○
STOP

A
○
RESET

※Restart and stop of the stopwatch can be repeated by
pressing button ○
B.
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A
○
リセット

13

STOPWATCH OPERATION

A
○

14

B
○
ストップ

A のリセットボタンは機能しません。
※ストップ操作が行なわれない場合、ボタン○
A ，○
※ボタン○
B を同時に操作したり、一方のボタンを押しっぱなしで、他方のボタンを操作することは
やめてください。故障の原因となります。

WATER RESIST 20 BAR

■上手な携帯をするために（充電量のめやす）

Bを押してストップさせ、ボタン○
Aを押してリ
②ストップウオッチの針が動いていたら、ボタン○
セットしてください。
Bを数回押して、
「スタート」
、
「ストップ」
また、ストップウオッチ針が止まっていたら、ボタン○
Aを押してリ
が操作ができることを確認します。「ストップ」で針の動きを止めてから、ボタン○
セットしてください。

くり返し操作できます

STOPWATCH
hour hand.

33

０時間10分
０時間40分
ストップウオッチ時針
通常の時針のように読み取ってください。

ストップウオッチ時針

●Precautions for those only wearing the watch occasionally
If you use the watch only occasionally, it is likely that you will find the watch running down when
you decide to use it. Before wearing the watch, be sure to charge it sufficiently following the
procedure in "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH".

◯

16

ストップウオッチ分針
30分で１周します。10分を示していても１周目または
２周目かで「10分」または「40分」と読み分ける必
要があります。
ストップウオッチ時針の位置で読み分けてください。

5

■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH

◆STOPWATCH second hand reading:
The STOPWATCH second hand
almost points to "51" but should be
read as "50", as the STOPWATCH
1/10 second hand indicates "9".

ストップウオッチ秒針
通常の秒針のように読み取ってください。

Suitable for swimming, yachting
and other aquatic sports as well as
for works closely associated with
water such as kitchen work,
watering and fishing.

×
×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
"&"WATER RESIST
or WATER RESIST 10 BAR
No indication, or
a WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）
b WATER RESIST 20 BAR

ストップウオッチ秒針
１/10秒ストップウオッチ針
ストップウオッチ分針 「３」の位置で止まった場合は
１/10秒ストップ
「0.3秒」と読みます。
ウオッチ針
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STOPWATCH
１/10 second hand.
日常生活用強化防水
（20気圧防水）

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

×
◯

No water resistance

b

Ex.) 1 hour 55 minutes 50 seconds 9

注意

●防水性能

●ABOUT BATHING
Your watch can be warn while bathing if it is equipped with
water resistance over 10 bar.
・In that case, please note the following carefully.
・Please do not operate your watch (Crown operation,
Button operation etc.) when it is wet with soap or
shampoo. It sometimes causes on the water proofing.
・When the watch gets warm due to warm water, the watch
could gain or lose time to some degree. However, the
watch will return to its usual accuracy at normal
temperatures.
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■使用上のご注意とお手入れの方法

9

40

34

15

特にこのような表示では読
み取りにご注意ください。

「51秒」位置にあるが、1/10秒針が「0.9秒」
であるので、「50秒」と読み取ります。

■NOTE ON KINETIC E.S.U.
●Do not pull the crown out to the second click with the intention of stopping the second hand just
to save energy. By doing so, a large amount of current flows through the built-in IC. Therefore,
pulling out the crown to the second click will not save energy but, in fact, consume more energy
than usual.

ほぼ「26分」位置にあ
るが、秒針が「50秒」
にあるので、「25分」
と読むところ、時針の位
置から「55分」と読ん
でください。

０時間55分50秒９

CAUTION

●CARE OF YOUR WATCH

CAUTION
Never install a silver oxide battery for conventional watches in place of the KINETIC E.S.U. The battery
may burst, become very hot or catch fire.

●ストップウオッチの使いかた
・充電され時計が動いていないとストップウオッチは動きません。
・ストップウオッチを使用する前、必ずリセットしてください。
☆特に止まっていた時計を充電した場合、ストップウオッチの針は通常止まってい
ます。その状態がストップ状態とは限りませんので、ご注意ください。
☆約12時間で自動的にストップしている場合があります。
〈リセットの方法〉
①時計が動いていることを確かめてください

・The case and bracelet touch the skin directly. If they became dirty, the edge of a sleeve may be stained
with rust, and those with delicate skin may level up a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture away with a soft cloth. This will
prevent the watch from being soiled, adding to the life of the gasket.
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
・To keep a bracelet made of soft plastic clean, rinse it with soapy water from time to time. Since it is a
chemical product, it may deteriorate with the use of solvents. The band will become hardened or
discolored after several years of use. In that case, replace it with a new one.
●If your watch is not water-resistant, be careful not to get if wet or sweat. When it gets wet, wipe it
thoroughly dry with a hygroscopic cloth.
●If your watch is 5, 10 or 20 bar water resistant, rinse it in a bowl of fresh water after being used in
seawater. Do not use chemicals to wash it.
●If your watch has a rotating bezel, clean the bezel regularly. Otherwise, dust will gather under it, making
the rotation harder.

※時刻が午前12時〜午後2時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを2段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前2時より進めてか
ら、リュウズを再び1段目にして日付けを合わせ直してください。

③日付けの合わせが終わったら、リュウズを押し込んでください。
④さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。

※止まっているまたは秒針が２秒運針をしていたら充電してください。
（→「●充電のしかた」参照）
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■ストップウオッチについて（１/10秒単位12時間計）
・１/10秒単位で12時間まで計測し、計測時間は全部で４本の針を使用します。
・計測時間が約12時間経過すると、自動的にストップします。
（正確には12時間６分12秒2
まで計測します）
・リセット操作では４本の針が瞬時に戻るメカ式の帰零構造を備えています。
この時計はKINETICです。ストップウオッチを動かすエネルギーも発電し貯められた電気エ
ネルギーを使用します。多くの針を動かす関係から、大きなエネルギーを必要とします。
時計だけを動かすエネルギーに対してストップウオッチが動いている場合は約10倍のエネル
ギーを消費します。
充電量が不足していると思われる場合は充電してください。秒針が２秒運針している場合は、
ストップウオッチを使用すると、１〜２時間で止まってしまう可能性がありますので、ご注
意ください。
また、メカ式の帰零構造（ハートカム方式）の関係から、ボタン操作がかなり重く感じますが、
故障ではありません。

Suitable for shallow
diving without a heavy
breathing apparatus and
Bathing.

Genuine
diving using
scuba.

Genuine diving
using heliumgas.

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

●ストップウオッチ使いかた
・ストップウオッチは全部で４本の針で計測時間を表示します。
・１/10秒ストップウオッチ針の動きが伝わり、他の針（３本）が連動します。よって針が示
す目盛りをそのまま読むと間違いになる場合もありますのでご注意ください。
特にストップウオッチ分針は30分で一周するので、ストップウオッチ時計の位置に注意し
て「分」を読み取ってください。

10

・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。
・水分のついたままリュウズ
を回したり、引き出したり
しないでください。また、
ボタン操作もしないでくだ
さい。時計内部に水分が入
ることがあります。

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた
表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし
WATER RESIST
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
のいずれか
マークWATER RESIST
又は
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR
のいずれか

WARNING

■TO PRESERVE THE QUALLTY OF YOUR WATCH
CAUTION
●WATER RESISTANCE
・Check the dial or case back of your
watch for the water resistant
quality, and then see the table
below.
・Do not turn or pull out the crown
when the watch is wet, as water
may get inside the watch.

・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.

Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance
a
b
a
b
a

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

b

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

防水の
基準

雨や洗顔など日常生活で 水に関係の深い仕事（農水産･園
予想される「水がかかる」 芸･食堂など）やスポーツ（水泳
程度
やヨット）で使用できる程度

日常生活用防水
（3気圧防水）

×
◯

×
×

日常生活用強化防水
（5気圧防水）

◯

◯

非防水

日常生活用強化防水
（10気圧防水）

◯
◯

Water resistance
（3 bar）
Water resistance
（5 bar）

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◆STOPWATCH minute hand reading:
The STOPWATCH minute hand
almost points to "26" but should be
read as "55", as the measured
seconds are "50" and the
STOPWATCH hour hand is nearer
to the 2-hour marker (refer to the
first description in this section).

a
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●Power reserves guidelines for the KINETIC E.S.U.
You can estimate the power reserve accumulated in the KINETIC E.S.U. from the manner in
which you wear the watch.
Wearing the watch continuously for 12 hours will accumulate approximately four additional days
of power reserve.
If you wear the watch every day for 12 hours a day over a week, for example, the watch will be
fully charged.

◯

・この時計は、あとどのくらい動き続けるかを知る機能がありません。よって、普段の携帯状況
から充電量を予測していただくことが、必要になります。
〈普段の携帯時間（日数）と充電量の関係について〉
１日携帯（12時間携帯）で、約４日分の追加充電が可能とお考えください。
例．ほとんど毎日携帯される方の場合
１日12時間の携帯を1週間続けると、ほぼフル充電が確保できたとお考えください。
〈携帯時間（日数）が少ない方へ〉
・前項の「例」のようには携帯せず、携帯する日数よりも外しておく日数が多い方
・普段は保存しておき、必要な場合のみ携帯する方
このような方の場合、携帯しようと思った時には、時計は止まっていることが多いはずです。
基本的には、
「●充電のしかた」に従い、手振りによる充電をしてから携帯することになります。

※止まっている時計を充電後、ストップウオッチを初めて使用する場合、すべてのストップウオッチがリ
セット位置のある場合も、上記の方法でリセットをしてください。

〈普通の使いかた〉
B
○
スタート

2

● You may feel that the buttons of the watch are harder to press compared with those of
conventional watches. This is due to the special construction needed for the stopwatch
function, and, therefore, is not a malfunction.
● While the stopwatch is being used, the watch consumes 10 times the amount of energy
required by time indication alone. Before using the stopwatch, therefore, make sure that the
watch is charged sufficiently.
● If the stopwatch continues to be used while the second hand is moving at two-second intervals,
the watch will run down within 1 to 2 hours.
● When using the stopwatch for the first time after the watch has been charged to start operation,
be sure to reset the stopwatch even if the STOPWATCH hands are at "0" position.

B
○
ストップ

A
○
リセット

〈時間計測を精算で行う場合〉
B
B
B
○
○
○
スタート
ストップ
再スタート
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●Before using the stopwatch, be sure to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
1) Check that the watch is operating normally.
※ If the watch has stopped completely or if the second hand moving at two-second intervals,
charge the watch sufficiently. (See "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH")
2) ◆ If the STOPWATCH hands are moving, press button B to stop the measurement and then
press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
◆ If the STOPWATCH hands has stopped moving, press button B more than once to stop the
measurement and then press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.

■使用電源について（キネチック E.S.U.）
・この時計には、一般の電池とは異なる専用の２次電源使用しておりますので、電池交換は不要
です。
・この２次電源は、環境に対して影響の少ないクリーンなものです。

注意
破裂、発熱、発火などの恐れがありますので、一般の酸化銀電池は絶対に組み込まない
ように、ご注意ください。万一組み込まれても、導通がとれない構造になっています。

Standard measurement
B
○

● While the stopwatch is measuring, pressing button A will not reset the stopwatch.
● Do not press buttons A and B at the same time, nor press one of the two buttons while keeping
the other pressed. Otherwise, a malfunction will result.

B
○
START

B
○
STOP

A
○
RESET

Accumulated elapsed time measurement
2

B
○
START

B
○
STOP

B
○
RESET

B
○
STOP

A
○
RESET

※Restart and stop of the stopwatch can be repeated by
pressing button ○
B.
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A
○
リセット

13

STOPWATCH OPERATION

A
○

14

B
○
ストップ

A のリセットボタンは機能しません。
※ストップ操作が行なわれない場合、ボタン○
A ，○
※ボタン○
B を同時に操作したり、一方のボタンを押しっぱなしで、他方のボタンを操作することは
やめてください。故障の原因となります。

WATER RESIST 20 BAR

■上手な携帯をするために（充電量のめやす）

Bを押してストップさせ、ボタン○
Aを押してリ
②ストップウオッチの針が動いていたら、ボタン○
セットしてください。
Bを数回押して、
「スタート」
、
「ストップ」
また、ストップウオッチ針が止まっていたら、ボタン○
Aを押してリ
が操作ができることを確認します。「ストップ」で針の動きを止めてから、ボタン○
セットしてください。

くり返し操作できます

STOPWATCH
hour hand.
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０時間10分
０時間40分
ストップウオッチ時針
通常の時針のように読み取ってください。

ストップウオッチ時針

●Precautions for those only wearing the watch occasionally
If you use the watch only occasionally, it is likely that you will find the watch running down when
you decide to use it. Before wearing the watch, be sure to charge it sufficiently following the
procedure in "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH".

◯

16

ストップウオッチ分針
30分で１周します。10分を示していても１周目または
２周目かで「10分」または「40分」と読み分ける必
要があります。
ストップウオッチ時針の位置で読み分けてください。

5

■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH

◆STOPWATCH second hand reading:
The STOPWATCH second hand
almost points to "51" but should be
read as "50", as the STOPWATCH
1/10 second hand indicates "9".

ストップウオッチ秒針
通常の秒針のように読み取ってください。

Suitable for swimming, yachting
and other aquatic sports as well as
for works closely associated with
water such as kitchen work,
watering and fishing.

×
×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
"&"WATER RESIST
or WATER RESIST 10 BAR
No indication, or
a WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）
b WATER RESIST 20 BAR

ストップウオッチ秒針
１/10秒ストップウオッチ針
ストップウオッチ分針 「３」の位置で止まった場合は
１/10秒ストップ
「0.3秒」と読みます。
ウオッチ針

38

STOPWATCH
１/10 second hand.
日常生活用強化防水
（20気圧防水）

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

×
◯

No water resistance

b

Ex.) 1 hour 55 minutes 50 seconds 9

注意

●防水性能

●ABOUT BATHING
Your watch can be warn while bathing if it is equipped with
water resistance over 10 bar.
・In that case, please note the following carefully.
・Please do not operate your watch (Crown operation,
Button operation etc.) when it is wet with soap or
shampoo. It sometimes causes on the water proofing.
・When the watch gets warm due to warm water, the watch
could gain or lose time to some degree. However, the
watch will return to its usual accuracy at normal
temperatures.
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■使用上のご注意とお手入れの方法

9

40

34

15

特にこのような表示では読
み取りにご注意ください。

「51秒」位置にあるが、1/10秒針が「0.9秒」
であるので、「50秒」と読み取ります。

■NOTE ON KINETIC E.S.U.
●Do not pull the crown out to the second click with the intention of stopping the second hand just
to save energy. By doing so, a large amount of current flows through the built-in IC. Therefore,
pulling out the crown to the second click will not save energy but, in fact, consume more energy
than usual.

ほぼ「26分」位置にあ
るが、秒針が「50秒」
にあるので、「25分」
と読むところ、時針の位
置から「55分」と読ん
でください。

０時間55分50秒９

CAUTION

●CARE OF YOUR WATCH

CAUTION
Never install a silver oxide battery for conventional watches in place of the KINETIC E.S.U. The battery
may burst, become very hot or catch fire.

●ストップウオッチの使いかた
・充電され時計が動いていないとストップウオッチは動きません。
・ストップウオッチを使用する前、必ずリセットしてください。
☆特に止まっていた時計を充電した場合、ストップウオッチの針は通常止まってい
ます。その状態がストップ状態とは限りませんので、ご注意ください。
☆約12時間で自動的にストップしている場合があります。
〈リセットの方法〉
①時計が動いていることを確かめてください

・The case and bracelet touch the skin directly. If they became dirty, the edge of a sleeve may be stained
with rust, and those with delicate skin may level up a rash.
・After removing the watch from your wrist, wipe perspiration or moisture away with a soft cloth. This will
prevent the watch from being soiled, adding to the life of the gasket.
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
・To keep a bracelet made of soft plastic clean, rinse it with soapy water from time to time. Since it is a
chemical product, it may deteriorate with the use of solvents. The band will become hardened or
discolored after several years of use. In that case, replace it with a new one.
●If your watch is not water-resistant, be careful not to get if wet or sweat. When it gets wet, wipe it
thoroughly dry with a hygroscopic cloth.
●If your watch is 5, 10 or 20 bar water resistant, rinse it in a bowl of fresh water after being used in
seawater. Do not use chemicals to wash it.
●If your watch has a rotating bezel, clean the bezel regularly. Otherwise, dust will gather under it, making
the rotation harder.

※時刻が午前12時〜午後2時を示していると、日付けの修正ができない場合があります。
この場合は、リュウズを2段目まで引き出し、リュウズを左に回して一旦時刻を午前2時より進めてか
ら、リュウズを再び1段目にして日付けを合わせ直してください。

③日付けの合わせが終わったら、リュウズを押し込んでください。
④さらにリュウズを押し付けながら右に回し、リュウズが止まるまでネジ込んでください。

※止まっているまたは秒針が２秒運針をしていたら充電してください。
（→「●充電のしかた」参照）
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■ストップウオッチについて（１/10秒単位12時間計）
・１/10秒単位で12時間まで計測し、計測時間は全部で４本の針を使用します。
・計測時間が約12時間経過すると、自動的にストップします。
（正確には12時間６分12秒2
まで計測します）
・リセット操作では４本の針が瞬時に戻るメカ式の帰零構造を備えています。
この時計はKINETICです。ストップウオッチを動かすエネルギーも発電し貯められた電気エ
ネルギーを使用します。多くの針を動かす関係から、大きなエネルギーを必要とします。
時計だけを動かすエネルギーに対してストップウオッチが動いている場合は約10倍のエネル
ギーを消費します。
充電量が不足していると思われる場合は充電してください。秒針が２秒運針している場合は、
ストップウオッチを使用すると、１〜２時間で止まってしまう可能性がありますので、ご注
意ください。
また、メカ式の帰零構造（ハートカム方式）の関係から、ボタン操作がかなり重く感じますが、
故障ではありません。

Suitable for shallow
diving without a heavy
breathing apparatus and
Bathing.

Genuine
diving using
scuba.

Genuine diving
using heliumgas.

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

●ストップウオッチ使いかた
・ストップウオッチは全部で４本の針で計測時間を表示します。
・１/10秒ストップウオッチ針の動きが伝わり、他の針（３本）が連動します。よって針が示
す目盛りをそのまま読むと間違いになる場合もありますのでご注意ください。
特にストップウオッチ分針は30分で一周するので、ストップウオッチ時計の位置に注意し
て「分」を読み取ってください。

10

・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。
・水分のついたままリュウズ
を回したり、引き出したり
しないでください。また、
ボタン操作もしないでくだ
さい。時計内部に水分が入
ることがあります。

使用例
時計の防水表示
上段：文字板
下段：裏ぶた
表示なし
表示なし
表示なし
WATER RESIST
表示なし
WATER RESIST
WATER RESIST 5 BAR
のいずれか
表示なし
WATER RESIST 10 BAR
のいずれか
マークWATER RESIST
又は
WATER RESIST 10 BAR
表示なし
WATER RESIST 20 BAR
のいずれか

WARNING

■TO PRESERVE THE QUALLTY OF YOUR WATCH
CAUTION
●WATER RESISTANCE
・Check the dial or case back of your
watch for the water resistant
quality, and then see the table
below.
・Do not turn or pull out the crown
when the watch is wet, as water
may get inside the watch.

・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.

Condition
Indication for water
of use
resistance
a: Indication on the dial
Degree
b: Indication on the
of water
case back
resistance
a
b
a
b
a

No indication
No indication
No indication
WATER RESIST
No indication

b

WATER RESIST or
WATER RESIST 5 BAR

防水の
基準

雨や洗顔など日常生活で 水に関係の深い仕事（農水産･園
予想される「水がかかる」 芸･食堂など）やスポーツ（水泳
程度
やヨット）で使用できる程度

日常生活用防水
（3気圧防水）

×
◯

×
×

日常生活用強化防水
（5気圧防水）

◯

◯

非防水

日常生活用強化防水
（10気圧防水）

◯
◯

Water resistance
（3 bar）
Water resistance
（5 bar）

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◆STOPWATCH minute hand reading:
The STOPWATCH minute hand
almost points to "26" but should be
read as "55", as the measured
seconds are "50" and the
STOPWATCH hour hand is nearer
to the 2-hour marker (refer to the
first description in this section).

a
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●Power reserves guidelines for the KINETIC E.S.U.
You can estimate the power reserve accumulated in the KINETIC E.S.U. from the manner in
which you wear the watch.
Wearing the watch continuously for 12 hours will accumulate approximately four additional days
of power reserve.
If you wear the watch every day for 12 hours a day over a week, for example, the watch will be
fully charged.

◯

・この時計は、あとどのくらい動き続けるかを知る機能がありません。よって、普段の携帯状況
から充電量を予測していただくことが、必要になります。
〈普段の携帯時間（日数）と充電量の関係について〉
１日携帯（12時間携帯）で、約４日分の追加充電が可能とお考えください。
例．ほとんど毎日携帯される方の場合
１日12時間の携帯を1週間続けると、ほぼフル充電が確保できたとお考えください。
〈携帯時間（日数）が少ない方へ〉
・前項の「例」のようには携帯せず、携帯する日数よりも外しておく日数が多い方
・普段は保存しておき、必要な場合のみ携帯する方
このような方の場合、携帯しようと思った時には、時計は止まっていることが多いはずです。
基本的には、
「●充電のしかた」に従い、手振りによる充電をしてから携帯することになります。

※止まっている時計を充電後、ストップウオッチを初めて使用する場合、すべてのストップウオッチがリ
セット位置のある場合も、上記の方法でリセットをしてください。

〈普通の使いかた〉
B
○
スタート

2

● You may feel that the buttons of the watch are harder to press compared with those of
conventional watches. This is due to the special construction needed for the stopwatch
function, and, therefore, is not a malfunction.
● While the stopwatch is being used, the watch consumes 10 times the amount of energy
required by time indication alone. Before using the stopwatch, therefore, make sure that the
watch is charged sufficiently.
● If the stopwatch continues to be used while the second hand is moving at two-second intervals,
the watch will run down within 1 to 2 hours.
● When using the stopwatch for the first time after the watch has been charged to start operation,
be sure to reset the stopwatch even if the STOPWATCH hands are at "0" position.

B
○
ストップ

A
○
リセット

〈時間計測を精算で行う場合〉
B
B
B
○
○
○
スタート
ストップ
再スタート
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●Before using the stopwatch, be sure to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
1) Check that the watch is operating normally.
※ If the watch has stopped completely or if the second hand moving at two-second intervals,
charge the watch sufficiently. (See "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH")
2) ◆ If the STOPWATCH hands are moving, press button B to stop the measurement and then
press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.
◆ If the STOPWATCH hands has stopped moving, press button B more than once to stop the
measurement and then press button A to reset the STOPWATCH hands to "0" position.

■使用電源について（キネチック E.S.U.）
・この時計には、一般の電池とは異なる専用の２次電源使用しておりますので、電池交換は不要
です。
・この２次電源は、環境に対して影響の少ないクリーンなものです。

注意
破裂、発熱、発火などの恐れがありますので、一般の酸化銀電池は絶対に組み込まない
ように、ご注意ください。万一組み込まれても、導通がとれない構造になっています。

Standard measurement
B
○

● While the stopwatch is measuring, pressing button A will not reset the stopwatch.
● Do not press buttons A and B at the same time, nor press one of the two buttons while keeping
the other pressed. Otherwise, a malfunction will result.

B
○
START

B
○
STOP

A
○
RESET

Accumulated elapsed time measurement
2

B
○
START

B
○
STOP

B
○
RESET

B
○
STOP

A
○
RESET

※Restart and stop of the stopwatch can be repeated by
pressing button ○
B.
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A
○
リセット

13

STOPWATCH OPERATION

A
○

14

B
○
ストップ

A のリセットボタンは機能しません。
※ストップ操作が行なわれない場合、ボタン○
A ，○
※ボタン○
B を同時に操作したり、一方のボタンを押しっぱなしで、他方のボタンを操作することは
やめてください。故障の原因となります。

WATER RESIST 20 BAR

■上手な携帯をするために（充電量のめやす）

Bを押してストップさせ、ボタン○
Aを押してリ
②ストップウオッチの針が動いていたら、ボタン○
セットしてください。
Bを数回押して、
「スタート」
、
「ストップ」
また、ストップウオッチ針が止まっていたら、ボタン○
Aを押してリ
が操作ができることを確認します。「ストップ」で針の動きを止めてから、ボタン○
セットしてください。

くり返し操作できます

STOPWATCH
hour hand.
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０時間10分
０時間40分
ストップウオッチ時針
通常の時針のように読み取ってください。

ストップウオッチ時針

●Precautions for those only wearing the watch occasionally
If you use the watch only occasionally, it is likely that you will find the watch running down when
you decide to use it. Before wearing the watch, be sure to charge it sufficiently following the
procedure in "HOW TO CHARGE AND START THE WATCH".

◯

16

ストップウオッチ分針
30分で１周します。10分を示していても１周目または
２周目かで「10分」または「40分」と読み分ける必
要があります。
ストップウオッチ時針の位置で読み分けてください。

5

■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH

◆STOPWATCH second hand reading:
The STOPWATCH second hand
almost points to "51" but should be
read as "50", as the STOPWATCH
1/10 second hand indicates "9".

ストップウオッチ秒針
通常の秒針のように読み取ってください。

Suitable for swimming, yachting
and other aquatic sports as well as
for works closely associated with
water such as kitchen work,
watering and fishing.

×
×

No indication, or
WATER RESIST 10 BAR Water resistance
（10 bar）
"&"WATER RESIST
or WATER RESIST 10 BAR
No indication, or
a WATER RESIST 20 BAR Water resistance
（20 bar）
b WATER RESIST 20 BAR

ストップウオッチ秒針
１/10秒ストップウオッチ針
ストップウオッチ分針 「３」の位置で止まった場合は
１/10秒ストップ
「0.3秒」と読みます。
ウオッチ針
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STOPWATCH
１/10 second hand.
日常生活用強化防水
（20気圧防水）

Designed and
manufactured to withstand
accidental contact with
water such as splashes
and rain.

×
◯

No water resistance

b

Ex.) 1 hour 55 minutes 50 seconds 9

注意

●防水性能

●ABOUT BATHING
Your watch can be warn while bathing if it is equipped with
water resistance over 10 bar.
・In that case, please note the following carefully.
・Please do not operate your watch (Crown operation,
Button operation etc.) when it is wet with soap or
shampoo. It sometimes causes on the water proofing.
・When the watch gets warm due to warm water, the watch
could gain or lose time to some degree. However, the
watch will return to its usual accuracy at normal
temperatures.
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■使用上のご注意とお手入れの方法

9

40

34
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●保管について
・「−10℃〜＋50℃からはずれた温度」下で長時間放置すると、機能が低下したり、停止
する場合があります。
※この時計は、気温５℃〜35℃において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、常温にもどれば元の
精度にもどります。

・磁気や静電気の影響があるところに放置しないでください。
・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、およ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、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。
●定期点検について
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に１度程度の点検調整をおすすめします。定期的
な点検により目に見えない部分が原因となる損傷を未然に防ぎ、より安心してご使用いた
だけます。
点検の結果によっては調整・修理を必要とする場合があります。
●部品交換の時は、
「セイコー純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際にはパッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼ください。

★ To charge the KINETIC E.S.U. efficiently, swing the watch from side to side a rate of twice a
second, making an are of about 20 cm.
★No additional benefit is obtained by swinging the watch more quickly or with greater vigor.
★When the watch is swing, the oscillating weight in the generating system rotates to drive the
mechanism. As it rotates, it gives out a sound, which is not a malfunction.
② It is recommended that the watch be swung further until one day of power is reserved.
As a guideline of recharging, approximately 200 swings will reserve one day of power.
★When the watch is fully charged, it will keep operating for more than one month. It is not
necessary, however, to fully charge the watch before use.

●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サビて衣類の袖
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。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分を拭き取ってください。汚れも取れ、ケース・バ
ンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈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。
〈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。
〈軟質プラスチックバンド〉
・ウレタンバンド等軟質プラスチックでできているバンドは、特に手入れの必要はありませんが、汚
れがひどいときには石鹸水で洗ってください。化学製品ですので溶剤によって変質することがあり
ます。通常数年のご使用で材質が硬化してきたり、色があせたりする場合がありますので、その際
は新しいバンドに交換してください。
●非防水時計は、水（水道の水はね、雨、雪など）や多量の汗にご注意ください。万一、水や汗でぬ
れた場合には吸収性のよい布などで水分をふきとってください。
●日常生活用強化防水時計は、海水中などでの使用のあと、化学薬品類を使用せず、ためた真水で洗
ってください。
●回転ベゼルつきの時計の場合、ベゼル下に汚れなどがたまり、回転が重くなることがありますので
清潔にしてご使用ください。

・万一故障した場合には、お買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。
・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、ご不明の点は巻末の「セイコー株式会社お客様相談室」または「セイコーサ
ービスセンターお客様相談係」へお問いあわせください。
・保障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。

■補修用性能部品について
・この時計の補修用性能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、この期間内は原則として修理可能です。
（補修用性能部品とは、時計の機能を維持するのに不可欠な修理用部品です）
・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もあ
りますので、修理ご依頼の際にお買上げ店とよくご相談ください。
・修理のとき、ケース・文字盤・針・ガラス・バンドなどは一部代替品を使用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

現
象
時計が止まった
時計が一時的に進む／遅れる

TIME/CALENDAR SETTING
●Do not set the date between 0:00 a.m. and 2:00 a.m. Otherwise, it may not change property.
If it is necessary to set the date during that time period, first advance the time ahead of 2:00
a.m., set the date and then reset the correct time.
●The date changed instantly when the hands move past the 12 o'clock marker at midnight.
When the date is set by turning the hands, however, it may charge gradually between 2:00
a.m. and 6:00 a.m. This is not a malfunction.
●When setting the hour hand, check that AM/PM is correctly set. The watch is so designed that
the calendar changes once in 24 hours.
Turn the hands past the 12 o'clock marker to determine whether the watch is set for the A.M.
or P.M. period. If the date changes, the time is set for the A.M. period. If the date does not
change, the time is set for the P.M. period.
●When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then
turn it back to the exact minute.
●When setting the time, make sure that the second hand is moving at one-second intervals.
●It is necessary to adjust the date at the end of February and 30-day months.
In this case, pull out the crown to the first click and turn it counterclockwise until the desired
date appears.
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■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS ・・・・・・・・・・・・・・27
■HOW TO USE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR・・・・・・・・・・・・30
■HOW TO USE THE STOPWATCH ・・・・・・・・・・・・・・・・32
■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH ・・・・・・36
■NOTE ON KINETIC E.S.U. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH ・・・・・・・・38
■TROUBLE SHOOTING・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
■SPECIFICATIONS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING ・・・・・・・・・・・47
■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS ・・・・・・・・・・・・・47

Stopwatch dials

A
Button○

B
Button○

磁気を発生するもののそばに置いた。

Date

Crown

Time display dial

※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください
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"1 hour and 40 minutes"
(The hour hand is nearer to the 2-hour marker.)

空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する潜
潜水（スキンダイビング） 水（スキューバ潜水）に
や入浴で使用できる程度 使用できる

ヘリウムガスを使用する
潜水方式（飽和潜水）に
使用できる

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR
Second hand

CROWN

Pull out the crown to the first click position. If your watch is
one whose crown cannot be pulled out (a screw-lock type
crown), turn the crown counterclockwise to loosen the
Minute screw, and then pull out the crown to the first click position.
▼
hand
Turn counterclockwise until the previous day's date appears.
Date
2
▼
Pull out to the second click when the second hand is at the
12 o'clock position. The second hand stops on the spot.
a
b
▼
c
d
Turn counterclockwise until the desired date appears.
Hour hand
▼
a. Screwed-in position
Set the hour and minute hands.
b. Unscrewed position
▼
c. First click
Push back in to the unscrewed position in accordance with a
d. Second click
time signal.
(SCREW-LOCK TYPE CROWN)
▼
Screw in.

10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴し
てもかまいませんが下記のことに注意して下さい。
・時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、
リュウズ操作やボタン操作を行わないでくださ
い。
（防水機能が維持できなくなることがあります）
・温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れ
を生ずることがあります。ただし、常温にもど
れば精度はもとにもどります。

警告
・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の
中にい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。
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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るのは、
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、汚れ、付着した汗などです。
・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。

●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め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、十分にご注意ください。
注意
・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大切な衣類や手・首などを傷つける事
がありますので、ご注意ください。
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CONTENTS

考えられる原因
充電した電気エネルギーがなくなった
暑いところ、または、寒いところへ放置した。
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Ex.) When the STOPWATCH minute hand indicates "10":
Measured time is either "10 minutes" or "40 minutes". Check the position of the STOPWATCH
hour hand to decide which to choose.

31

■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS

落としたり強くぶつけたりまたは激しいスポーツをした。
強い振動が加えられた。
ガラスのくもりが消えない
パッキンの劣化などにより時計内部に水分が入った
秒針が２秒運針をしている
充電した電気エネルギーが残り少なくなった
毎日携帯しているが、たびたび２秒 １日の携帯時間がやや短いか、腕をほとんど動かさない。
運針をみることがある。
日付けが、日中に変わる
時刻合わせが12時間ずれている

The STOPWATCH minute hand turns a full circle in 30 minutes. The indicated scale, therefore,
should be read differently depending on the position of the STOPWATCH hour hand.

●入浴について

32
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■こんな時には

TIPS ON READING THE HANDS

29
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■アフターサービスについて

●The stopwatch can measure up to 12 hours, 6 minutes and 12.2 seconds in 1/10 second
increments.
●The measured time is indicated by small STOPWATCH hands that move independently of the
hands for time indication.

"1 hour and 10 minutes"
(The hour hand is nearer to the 1-hour marker.)
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注意

■HOW TO USE THE STOPWATCH
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■HOW TO USE

■製品の仕様

●How to charge the watch
・To start the watch, follow the procedure from the steps ① and ② below.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is reduced to an extremely low level, the second
hand starts moving at two-second intervals. In that case, follow the step ① bellow to recharge
the watch sufficiently.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is used up, the watch stops completely, and the
stopwatch operation cannot be made. Before using the stopwatch, therefore, be sure to
recharge the watch sufficiently. (See "■ NOTES ON THE STOPWATCH".)
① Swing the watch from side to side as shown in the illustration below.
Swing approximately 200 times rhythmically at a rate
of twice a second. This will start the watch operating
with the second hand moving at two-second intervals
at first, and then at the normal one-second intervals.
If the second hand continues moving at two-second
intervals after 200 swings, swing it further until it
moves at one-second intervals.
After swinging the watch, check that the second hand
is moving at one-second intervals.
28

１．水晶振動数・・・・・32,768Hz
２．精度・・・・・・・・平均月差±15秒以内（ただし、気温５℃〜35℃において腕につけた場合）
３．作動温度範囲・・・・−10℃〜＋60℃
４．駆動方式・・・・・・ステップモーター式：２個
５．使用電源・・・・・・キネティック E.S.U.
６．駆動持続時間・・・・フル充電から止まりまで：約１ヶ月（ただし１日３時間のストップウ
オッチ使用）２秒運針から止まりまで：約12時間（ただしストップウ
オッチ未使用）
７．その他の機能・・・・エネルギー残存量予告機能
過充電防止機能
８．電子回路・・・・・・発振・分周・駆動・充電制御回路（C-MOS-IC）：１個
９．発電システム・・・・小型交流発電機
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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■FEATURES
Unlike the conventional quartz watch powered by the button-type battery, the KINETIC is equipped
with an automatic power generating system developed by SEIKO. It generates the electrical
energy to power the watch, utilizing the movement of the arm or wrist, and stores it in the KINETIC
ELECTRICITY STORAGE UNIT (KINETIC E.S.U.), a power source completely different from,
conventional batteries for watches. The watch, therefore, dose not require battery replacement.
When the watch is fully charged, it will keep operating for approximately one month.
When The watch is provided with a stopwatch function. The stopwatch can measure up to 12
hours in 1/10 second increments, and after 12 hours, it stops automatically. It uses a heart-cam
system that puts back the four stopwatch hands to "0" position quickly as the stopwatch is reset in
the same manner as those of mechanical stopwatches.
CAUTION
・ The movement of the arm while the watch is worn causes the automatic power generating system to
work, and the watch is powered by the electrical energy thus generated.
Therefore, the watch will not be charged while left unused.
・As a guideline of recharging, it is recommended that the watch be worn on your wrist daily for more than
10 hours.
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このようにしてください
「●充電のしかた」を参照して、充電してください。
常温に戻れば元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。この時計は気温５℃〜35
℃で腕につけたときに安定した時間精度が得られるように調整してあります。
磁気を遠ざけると、元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
お買い上げ店にご相談ください。
12時間以内に止まる可能性がありますので、「●充電のしかた」を参照に充電してください。
１日の10時間以上の携帯を目安としてください。「●上手な携帯をするために」をご参照ください。
12時間、針を進めて時刻および日付けを合わせ直してください。
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●保管について
・「−10℃〜＋50℃からはずれた温度」下で長時間放置すると、機能が低下したり、停止
する場合があります。
※この時計は、気温５℃〜35℃において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、常温にもどれば元の
精度にもどります。

・磁気や静電気の影響があるところに放置しないでください。
・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、およ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、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。
●定期点検について
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に１度程度の点検調整をおすすめします。定期的
な点検により目に見えない部分が原因となる損傷を未然に防ぎ、より安心してご使用いた
だけます。
点検の結果によっては調整・修理を必要とする場合があります。
●部品交換の時は、
「セイコー純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際にはパッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼ください。

★ To charge the KINETIC E.S.U. efficiently, swing the watch from side to side a rate of twice a
second, making an are of about 20 cm.
★No additional benefit is obtained by swinging the watch more quickly or with greater vigor.
★When the watch is swing, the oscillating weight in the generating system rotates to drive the
mechanism. As it rotates, it gives out a sound, which is not a malfunction.
② It is recommended that the watch be swung further until one day of power is reserved.
As a guideline of recharging, approximately 200 swings will reserve one day of power.
★When the watch is fully charged, it will keep operating for more than one month. It is not
necessary, however, to fully charge the watch before use.

●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サビて衣類の袖
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。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分を拭き取ってください。汚れも取れ、ケース・バ
ンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈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。
〈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。
〈軟質プラスチックバンド〉
・ウレタンバンド等軟質プラスチックでできているバンドは、特に手入れの必要はありませんが、汚
れがひどいときには石鹸水で洗ってください。化学製品ですので溶剤によって変質することがあり
ます。通常数年のご使用で材質が硬化してきたり、色があせたりする場合がありますので、その際
は新しいバンドに交換してください。
●非防水時計は、水（水道の水はね、雨、雪など）や多量の汗にご注意ください。万一、水や汗でぬ
れた場合には吸収性のよい布などで水分をふきとってください。
●日常生活用強化防水時計は、海水中などでの使用のあと、化学薬品類を使用せず、ためた真水で洗
ってください。
●回転ベゼルつきの時計の場合、ベゼル下に汚れなどがたまり、回転が重くなることがありますので
清潔にしてご使用ください。

・万一故障した場合には、お買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。
・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、ご不明の点は巻末の「セイコー株式会社お客様相談室」または「セイコーサ
ービスセンターお客様相談係」へお問いあわせください。
・保障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。

■補修用性能部品について
・この時計の補修用性能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、この期間内は原則として修理可能です。
（補修用性能部品とは、時計の機能を維持するのに不可欠な修理用部品です）
・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もあ
りますので、修理ご依頼の際にお買上げ店とよくご相談ください。
・修理のとき、ケース・文字盤・針・ガラス・バンドなどは一部代替品を使用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

現
象
時計が止まった
時計が一時的に進む／遅れる

TIME/CALENDAR SETTING
●Do not set the date between 0:00 a.m. and 2:00 a.m. Otherwise, it may not change property.
If it is necessary to set the date during that time period, first advance the time ahead of 2:00
a.m., set the date and then reset the correct time.
●The date changed instantly when the hands move past the 12 o'clock marker at midnight.
When the date is set by turning the hands, however, it may charge gradually between 2:00
a.m. and 6:00 a.m. This is not a malfunction.
●When setting the hour hand, check that AM/PM is correctly set. The watch is so designed that
the calendar changes once in 24 hours.
Turn the hands past the 12 o'clock marker to determine whether the watch is set for the A.M.
or P.M. period. If the date changes, the time is set for the A.M. period. If the date does not
change, the time is set for the P.M. period.
●When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then
turn it back to the exact minute.
●When setting the time, make sure that the second hand is moving at one-second intervals.
●It is necessary to adjust the date at the end of February and 30-day months.
In this case, pull out the crown to the first click and turn it counterclockwise until the desired
date appears.
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Stopwatch dials

A
Button○

B
Button○

磁気を発生するもののそばに置いた。

Date

Crown

Time display dial

※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください
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"1 hour and 40 minutes"
(The hour hand is nearer to the 2-hour marker.)

空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する潜
潜水（スキンダイビング） 水（スキューバ潜水）に
や入浴で使用できる程度 使用できる

ヘリウムガスを使用する
潜水方式（飽和潜水）に
使用できる

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR
Second hand

CROWN

Pull out the crown to the first click position. If your watch is
one whose crown cannot be pulled out (a screw-lock type
crown), turn the crown counterclockwise to loosen the
Minute screw, and then pull out the crown to the first click position.
▼
hand
Turn counterclockwise until the previous day's date appears.
Date
2
▼
Pull out to the second click when the second hand is at the
12 o'clock position. The second hand stops on the spot.
a
b
▼
c
d
Turn counterclockwise until the desired date appears.
Hour hand
▼
a. Screwed-in position
Set the hour and minute hands.
b. Unscrewed position
▼
c. First click
Push back in to the unscrewed position in accordance with a
d. Second click
time signal.
(SCREW-LOCK TYPE CROWN)
▼
Screw in.

10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴し
てもかまいませんが下記のことに注意して下さい。
・時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、
リュウズ操作やボタン操作を行わないでくださ
い。
（防水機能が維持できなくなることがあります）
・温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れ
を生ずることがあります。ただし、常温にもど
れば精度はもとにもどります。

警告
・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の
中にい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。
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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るのは、
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、汚れ、付着した汗などです。
・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。

●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め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、十分にご注意ください。
注意
・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大切な衣類や手・首などを傷つける事
がありますので、ご注意ください。
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CONTENTS

考えられる原因
充電した電気エネルギーがなくなった
暑いところ、または、寒いところへ放置した。

22

Ex.) When the STOPWATCH minute hand indicates "10":
Measured time is either "10 minutes" or "40 minutes". Check the position of the STOPWATCH
hour hand to decide which to choose.
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■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS

落としたり強くぶつけたりまたは激しいスポーツをした。
強い振動が加えられた。
ガラスのくもりが消えない
パッキンの劣化などにより時計内部に水分が入った
秒針が２秒運針をしている
充電した電気エネルギーが残り少なくなった
毎日携帯しているが、たびたび２秒 １日の携帯時間がやや短いか、腕をほとんど動かさない。
運針をみることがある。
日付けが、日中に変わる
時刻合わせが12時間ずれている

The STOPWATCH minute hand turns a full circle in 30 minutes. The indicated scale, therefore,
should be read differently depending on the position of the STOPWATCH hour hand.

●入浴について

32

24

■こんな時には

TIPS ON READING THE HANDS

29
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■アフターサービスについて

●The stopwatch can measure up to 12 hours, 6 minutes and 12.2 seconds in 1/10 second
increments.
●The measured time is indicated by small STOPWATCH hands that move independently of the
hands for time indication.

"1 hour and 10 minutes"
(The hour hand is nearer to the 1-hour marker.)

20

注意

■HOW TO USE THE STOPWATCH
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■HOW TO USE

■製品の仕様

●How to charge the watch
・To start the watch, follow the procedure from the steps ① and ② below.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is reduced to an extremely low level, the second
hand starts moving at two-second intervals. In that case, follow the step ① bellow to recharge
the watch sufficiently.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is used up, the watch stops completely, and the
stopwatch operation cannot be made. Before using the stopwatch, therefore, be sure to
recharge the watch sufficiently. (See "■ NOTES ON THE STOPWATCH".)
① Swing the watch from side to side as shown in the illustration below.
Swing approximately 200 times rhythmically at a rate
of twice a second. This will start the watch operating
with the second hand moving at two-second intervals
at first, and then at the normal one-second intervals.
If the second hand continues moving at two-second
intervals after 200 swings, swing it further until it
moves at one-second intervals.
After swinging the watch, check that the second hand
is moving at one-second intervals.
28

１．水晶振動数・・・・・32,768Hz
２．精度・・・・・・・・平均月差±15秒以内（ただし、気温５℃〜35℃において腕につけた場合）
３．作動温度範囲・・・・−10℃〜＋60℃
４．駆動方式・・・・・・ステップモーター式：２個
５．使用電源・・・・・・キネティック E.S.U.
６．駆動持続時間・・・・フル充電から止まりまで：約１ヶ月（ただし１日３時間のストップウ
オッチ使用）２秒運針から止まりまで：約12時間（ただしストップウ
オッチ未使用）
７．その他の機能・・・・エネルギー残存量予告機能
過充電防止機能
８．電子回路・・・・・・発振・分周・駆動・充電制御回路（C-MOS-IC）：１個
９．発電システム・・・・小型交流発電機
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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■FEATURES
Unlike the conventional quartz watch powered by the button-type battery, the KINETIC is equipped
with an automatic power generating system developed by SEIKO. It generates the electrical
energy to power the watch, utilizing the movement of the arm or wrist, and stores it in the KINETIC
ELECTRICITY STORAGE UNIT (KINETIC E.S.U.), a power source completely different from,
conventional batteries for watches. The watch, therefore, dose not require battery replacement.
When the watch is fully charged, it will keep operating for approximately one month.
When The watch is provided with a stopwatch function. The stopwatch can measure up to 12
hours in 1/10 second increments, and after 12 hours, it stops automatically. It uses a heart-cam
system that puts back the four stopwatch hands to "0" position quickly as the stopwatch is reset in
the same manner as those of mechanical stopwatches.
CAUTION
・ The movement of the arm while the watch is worn causes the automatic power generating system to
work, and the watch is powered by the electrical energy thus generated.
Therefore, the watch will not be charged while left unused.
・As a guideline of recharging, it is recommended that the watch be worn on your wrist daily for more than
10 hours.
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このようにしてください
「●充電のしかた」を参照して、充電してください。
常温に戻れば元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。この時計は気温５℃〜35
℃で腕につけたときに安定した時間精度が得られるように調整してあります。
磁気を遠ざけると、元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
お買い上げ店にご相談ください。
12時間以内に止まる可能性がありますので、「●充電のしかた」を参照に充電してください。
１日の10時間以上の携帯を目安としてください。「●上手な携帯をするために」をご参照ください。
12時間、針を進めて時刻および日付けを合わせ直してください。
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●保管について
・「−10℃〜＋50℃からはずれた温度」下で長時間放置すると、機能が低下したり、停止
する場合があります。
※この時計は、気温５℃〜35℃において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、常温にもどれば元の
精度にもどります。

・磁気や静電気の影響があるところに放置しないでください。
・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、およ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、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。
●定期点検について
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に１度程度の点検調整をおすすめします。定期的
な点検により目に見えない部分が原因となる損傷を未然に防ぎ、より安心してご使用いた
だけます。
点検の結果によっては調整・修理を必要とする場合があります。
●部品交換の時は、
「セイコー純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際にはパッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼ください。

★ To charge the KINETIC E.S.U. efficiently, swing the watch from side to side a rate of twice a
second, making an are of about 20 cm.
★No additional benefit is obtained by swinging the watch more quickly or with greater vigor.
★When the watch is swing, the oscillating weight in the generating system rotates to drive the
mechanism. As it rotates, it gives out a sound, which is not a malfunction.
② It is recommended that the watch be swung further until one day of power is reserved.
As a guideline of recharging, approximately 200 swings will reserve one day of power.
★When the watch is fully charged, it will keep operating for more than one month. It is not
necessary, however, to fully charge the watch before use.

●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サビて衣類の袖
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。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分を拭き取ってください。汚れも取れ、ケース・バ
ンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈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。
〈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。
〈軟質プラスチックバンド〉
・ウレタンバンド等軟質プラスチックでできているバンドは、特に手入れの必要はありませんが、汚
れがひどいときには石鹸水で洗ってください。化学製品ですので溶剤によって変質することがあり
ます。通常数年のご使用で材質が硬化してきたり、色があせたりする場合がありますので、その際
は新しいバンドに交換してください。
●非防水時計は、水（水道の水はね、雨、雪など）や多量の汗にご注意ください。万一、水や汗でぬ
れた場合には吸収性のよい布などで水分をふきとってください。
●日常生活用強化防水時計は、海水中などでの使用のあと、化学薬品類を使用せず、ためた真水で洗
ってください。
●回転ベゼルつきの時計の場合、ベゼル下に汚れなどがたまり、回転が重くなることがありますので
清潔にしてご使用ください。

・万一故障した場合には、お買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。
・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、ご不明の点は巻末の「セイコー株式会社お客様相談室」または「セイコーサ
ービスセンターお客様相談係」へお問いあわせください。
・保障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。

■補修用性能部品について
・この時計の補修用性能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、この期間内は原則として修理可能です。
（補修用性能部品とは、時計の機能を維持するのに不可欠な修理用部品です）
・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もあ
りますので、修理ご依頼の際にお買上げ店とよくご相談ください。
・修理のとき、ケース・文字盤・針・ガラス・バンドなどは一部代替品を使用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

現
象
時計が止まった
時計が一時的に進む／遅れる

TIME/CALENDAR SETTING
●Do not set the date between 0:00 a.m. and 2:00 a.m. Otherwise, it may not change property.
If it is necessary to set the date during that time period, first advance the time ahead of 2:00
a.m., set the date and then reset the correct time.
●The date changed instantly when the hands move past the 12 o'clock marker at midnight.
When the date is set by turning the hands, however, it may charge gradually between 2:00
a.m. and 6:00 a.m. This is not a malfunction.
●When setting the hour hand, check that AM/PM is correctly set. The watch is so designed that
the calendar changes once in 24 hours.
Turn the hands past the 12 o'clock marker to determine whether the watch is set for the A.M.
or P.M. period. If the date changes, the time is set for the A.M. period. If the date does not
change, the time is set for the P.M. period.
●When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then
turn it back to the exact minute.
●When setting the time, make sure that the second hand is moving at one-second intervals.
●It is necessary to adjust the date at the end of February and 30-day months.
In this case, pull out the crown to the first click and turn it counterclockwise until the desired
date appears.
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Stopwatch dials

A
Button○

B
Button○

磁気を発生するもののそばに置いた。

Date

Crown

Time display dial

※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください
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"1 hour and 40 minutes"
(The hour hand is nearer to the 2-hour marker.)

空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する潜
潜水（スキンダイビング） 水（スキューバ潜水）に
や入浴で使用できる程度 使用できる

ヘリウムガスを使用する
潜水方式（飽和潜水）に
使用できる

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR
Second hand

CROWN

Pull out the crown to the first click position. If your watch is
one whose crown cannot be pulled out (a screw-lock type
crown), turn the crown counterclockwise to loosen the
Minute screw, and then pull out the crown to the first click position.
▼
hand
Turn counterclockwise until the previous day's date appears.
Date
2
▼
Pull out to the second click when the second hand is at the
12 o'clock position. The second hand stops on the spot.
a
b
▼
c
d
Turn counterclockwise until the desired date appears.
Hour hand
▼
a. Screwed-in position
Set the hour and minute hands.
b. Unscrewed position
▼
c. First click
Push back in to the unscrewed position in accordance with a
d. Second click
time signal.
(SCREW-LOCK TYPE CROWN)
▼
Screw in.

10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴し
てもかまいませんが下記のことに注意して下さい。
・時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、
リュウズ操作やボタン操作を行わないでくださ
い。
（防水機能が維持できなくなることがあります）
・温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れ
を生ずることがあります。ただし、常温にもど
れば精度はもとにもどります。

警告
・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の
中にい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。
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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るのは、
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、汚れ、付着した汗などです。
・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。

●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め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、十分にご注意ください。
注意
・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大切な衣類や手・首などを傷つける事
がありますので、ご注意ください。
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考えられる原因
充電した電気エネルギーがなくなった
暑いところ、または、寒いところへ放置した。
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Ex.) When the STOPWATCH minute hand indicates "10":
Measured time is either "10 minutes" or "40 minutes". Check the position of the STOPWATCH
hour hand to decide which to choose.
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■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS

落としたり強くぶつけたりまたは激しいスポーツをした。
強い振動が加えられた。
ガラスのくもりが消えない
パッキンの劣化などにより時計内部に水分が入った
秒針が２秒運針をしている
充電した電気エネルギーが残り少なくなった
毎日携帯しているが、たびたび２秒 １日の携帯時間がやや短いか、腕をほとんど動かさない。
運針をみることがある。
日付けが、日中に変わる
時刻合わせが12時間ずれている

The STOPWATCH minute hand turns a full circle in 30 minutes. The indicated scale, therefore,
should be read differently depending on the position of the STOPWATCH hour hand.

●入浴について

32
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■こんな時には

TIPS ON READING THE HANDS

29

18

■アフターサービスについて

●The stopwatch can measure up to 12 hours, 6 minutes and 12.2 seconds in 1/10 second
increments.
●The measured time is indicated by small STOPWATCH hands that move independently of the
hands for time indication.

"1 hour and 10 minutes"
(The hour hand is nearer to the 1-hour marker.)

20

注意

■HOW TO USE THE STOPWATCH
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■HOW TO USE

■製品の仕様

●How to charge the watch
・To start the watch, follow the procedure from the steps ① and ② below.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is reduced to an extremely low level, the second
hand starts moving at two-second intervals. In that case, follow the step ① bellow to recharge
the watch sufficiently.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is used up, the watch stops completely, and the
stopwatch operation cannot be made. Before using the stopwatch, therefore, be sure to
recharge the watch sufficiently. (See "■ NOTES ON THE STOPWATCH".)
① Swing the watch from side to side as shown in the illustration below.
Swing approximately 200 times rhythmically at a rate
of twice a second. This will start the watch operating
with the second hand moving at two-second intervals
at first, and then at the normal one-second intervals.
If the second hand continues moving at two-second
intervals after 200 swings, swing it further until it
moves at one-second intervals.
After swinging the watch, check that the second hand
is moving at one-second intervals.
28

１．水晶振動数・・・・・32,768Hz
２．精度・・・・・・・・平均月差±15秒以内（ただし、気温５℃〜35℃において腕につけた場合）
３．作動温度範囲・・・・−10℃〜＋60℃
４．駆動方式・・・・・・ステップモーター式：２個
５．使用電源・・・・・・キネティック E.S.U.
６．駆動持続時間・・・・フル充電から止まりまで：約１ヶ月（ただし１日３時間のストップウ
オッチ使用）２秒運針から止まりまで：約12時間（ただしストップウ
オッチ未使用）
７．その他の機能・・・・エネルギー残存量予告機能
過充電防止機能
８．電子回路・・・・・・発振・分周・駆動・充電制御回路（C-MOS-IC）：１個
９．発電システム・・・・小型交流発電機
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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■FEATURES
Unlike the conventional quartz watch powered by the button-type battery, the KINETIC is equipped
with an automatic power generating system developed by SEIKO. It generates the electrical
energy to power the watch, utilizing the movement of the arm or wrist, and stores it in the KINETIC
ELECTRICITY STORAGE UNIT (KINETIC E.S.U.), a power source completely different from,
conventional batteries for watches. The watch, therefore, dose not require battery replacement.
When the watch is fully charged, it will keep operating for approximately one month.
When The watch is provided with a stopwatch function. The stopwatch can measure up to 12
hours in 1/10 second increments, and after 12 hours, it stops automatically. It uses a heart-cam
system that puts back the four stopwatch hands to "0" position quickly as the stopwatch is reset in
the same manner as those of mechanical stopwatches.
CAUTION
・ The movement of the arm while the watch is worn causes the automatic power generating system to
work, and the watch is powered by the electrical energy thus generated.
Therefore, the watch will not be charged while left unused.
・As a guideline of recharging, it is recommended that the watch be worn on your wrist daily for more than
10 hours.
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このようにしてください
「●充電のしかた」を参照して、充電してください。
常温に戻れば元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。この時計は気温５℃〜35
℃で腕につけたときに安定した時間精度が得られるように調整してあります。
磁気を遠ざけると、元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
お買い上げ店にご相談ください。
12時間以内に止まる可能性がありますので、「●充電のしかた」を参照に充電してください。
１日の10時間以上の携帯を目安としてください。「●上手な携帯をするために」をご参照ください。
12時間、針を進めて時刻および日付けを合わせ直してください。
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●保管について
・「−10℃〜＋50℃からはずれた温度」下で長時間放置すると、機能が低下したり、停止
する場合があります。
※この時計は、気温５℃〜35℃において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、常温にもどれば元の
精度にもどります。

・磁気や静電気の影響があるところに放置しないでください。
・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、およ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、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。
●定期点検について
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に１度程度の点検調整をおすすめします。定期的
な点検により目に見えない部分が原因となる損傷を未然に防ぎ、より安心してご使用いた
だけます。
点検の結果によっては調整・修理を必要とする場合があります。
●部品交換の時は、
「セイコー純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際にはパッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼ください。

★ To charge the KINETIC E.S.U. efficiently, swing the watch from side to side a rate of twice a
second, making an are of about 20 cm.
★No additional benefit is obtained by swinging the watch more quickly or with greater vigor.
★When the watch is swing, the oscillating weight in the generating system rotates to drive the
mechanism. As it rotates, it gives out a sound, which is not a malfunction.
② It is recommended that the watch be swung further until one day of power is reserved.
As a guideline of recharging, approximately 200 swings will reserve one day of power.
★When the watch is fully charged, it will keep operating for more than one month. It is not
necessary, however, to fully charge the watch before use.

●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サビて衣類の袖
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。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分を拭き取ってください。汚れも取れ、ケース・バ
ンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈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。
〈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。
〈軟質プラスチックバンド〉
・ウレタンバンド等軟質プラスチックでできているバンドは、特に手入れの必要はありませんが、汚
れがひどいときには石鹸水で洗ってください。化学製品ですので溶剤によって変質することがあり
ます。通常数年のご使用で材質が硬化してきたり、色があせたりする場合がありますので、その際
は新しいバンドに交換してください。
●非防水時計は、水（水道の水はね、雨、雪など）や多量の汗にご注意ください。万一、水や汗でぬ
れた場合には吸収性のよい布などで水分をふきとってください。
●日常生活用強化防水時計は、海水中などでの使用のあと、化学薬品類を使用せず、ためた真水で洗
ってください。
●回転ベゼルつきの時計の場合、ベゼル下に汚れなどがたまり、回転が重くなることがありますので
清潔にしてご使用ください。

・万一故障した場合には、お買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。
・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、ご不明の点は巻末の「セイコー株式会社お客様相談室」または「セイコーサ
ービスセンターお客様相談係」へお問いあわせください。
・保障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。

■補修用性能部品について
・この時計の補修用性能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、この期間内は原則として修理可能です。
（補修用性能部品とは、時計の機能を維持するのに不可欠な修理用部品です）
・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もあ
りますので、修理ご依頼の際にお買上げ店とよくご相談ください。
・修理のとき、ケース・文字盤・針・ガラス・バンドなどは一部代替品を使用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

現
象
時計が止まった
時計が一時的に進む／遅れる

TIME/CALENDAR SETTING
●Do not set the date between 0:00 a.m. and 2:00 a.m. Otherwise, it may not change property.
If it is necessary to set the date during that time period, first advance the time ahead of 2:00
a.m., set the date and then reset the correct time.
●The date changed instantly when the hands move past the 12 o'clock marker at midnight.
When the date is set by turning the hands, however, it may charge gradually between 2:00
a.m. and 6:00 a.m. This is not a malfunction.
●When setting the hour hand, check that AM/PM is correctly set. The watch is so designed that
the calendar changes once in 24 hours.
Turn the hands past the 12 o'clock marker to determine whether the watch is set for the A.M.
or P.M. period. If the date changes, the time is set for the A.M. period. If the date does not
change, the time is set for the P.M. period.
●When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then
turn it back to the exact minute.
●When setting the time, make sure that the second hand is moving at one-second intervals.
●It is necessary to adjust the date at the end of February and 30-day months.
In this case, pull out the crown to the first click and turn it counterclockwise until the desired
date appears.
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■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS ・・・・・・・・・・・・・・27
■HOW TO USE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR・・・・・・・・・・・・30
■HOW TO USE THE STOPWATCH ・・・・・・・・・・・・・・・・32
■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH ・・・・・・36
■NOTE ON KINETIC E.S.U. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH ・・・・・・・・38
■TROUBLE SHOOTING・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
■SPECIFICATIONS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING ・・・・・・・・・・・47
■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS ・・・・・・・・・・・・・47

Stopwatch dials

A
Button○

B
Button○

磁気を発生するもののそばに置いた。

Date

Crown

Time display dial

※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください
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"1 hour and 40 minutes"
(The hour hand is nearer to the 2-hour marker.)

空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する潜
潜水（スキンダイビング） 水（スキューバ潜水）に
や入浴で使用できる程度 使用できる

ヘリウムガスを使用する
潜水方式（飽和潜水）に
使用できる

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR
Second hand

CROWN

Pull out the crown to the first click position. If your watch is
one whose crown cannot be pulled out (a screw-lock type
crown), turn the crown counterclockwise to loosen the
Minute screw, and then pull out the crown to the first click position.
▼
hand
Turn counterclockwise until the previous day's date appears.
Date
2
▼
Pull out to the second click when the second hand is at the
12 o'clock position. The second hand stops on the spot.
a
b
▼
c
d
Turn counterclockwise until the desired date appears.
Hour hand
▼
a. Screwed-in position
Set the hour and minute hands.
b. Unscrewed position
▼
c. First click
Push back in to the unscrewed position in accordance with a
d. Second click
time signal.
(SCREW-LOCK TYPE CROWN)
▼
Screw in.

10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴し
てもかまいませんが下記のことに注意して下さい。
・時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、
リュウズ操作やボタン操作を行わないでくださ
い。
（防水機能が維持できなくなることがあります）
・温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れ
を生ずることがあります。ただし、常温にもど
れば精度はもとにもどります。

警告
・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の
中にい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。
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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るのは、
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、汚れ、付着した汗などです。
・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。

●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め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、十分にご注意ください。
注意
・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大切な衣類や手・首などを傷つける事
がありますので、ご注意ください。
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CONTENTS

考えられる原因
充電した電気エネルギーがなくなった
暑いところ、または、寒いところへ放置した。
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Ex.) When the STOPWATCH minute hand indicates "10":
Measured time is either "10 minutes" or "40 minutes". Check the position of the STOPWATCH
hour hand to decide which to choose.
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■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS

落としたり強くぶつけたりまたは激しいスポーツをした。
強い振動が加えられた。
ガラスのくもりが消えない
パッキンの劣化などにより時計内部に水分が入った
秒針が２秒運針をしている
充電した電気エネルギーが残り少なくなった
毎日携帯しているが、たびたび２秒 １日の携帯時間がやや短いか、腕をほとんど動かさない。
運針をみることがある。
日付けが、日中に変わる
時刻合わせが12時間ずれている

The STOPWATCH minute hand turns a full circle in 30 minutes. The indicated scale, therefore,
should be read differently depending on the position of the STOPWATCH hour hand.

●入浴について
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■こんな時には

TIPS ON READING THE HANDS

29
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■アフターサービスについて

●The stopwatch can measure up to 12 hours, 6 minutes and 12.2 seconds in 1/10 second
increments.
●The measured time is indicated by small STOPWATCH hands that move independently of the
hands for time indication.

"1 hour and 10 minutes"
(The hour hand is nearer to the 1-hour marker.)
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注意

■HOW TO USE THE STOPWATCH
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■HOW TO USE

■製品の仕様

●How to charge the watch
・To start the watch, follow the procedure from the steps ① and ② below.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is reduced to an extremely low level, the second
hand starts moving at two-second intervals. In that case, follow the step ① bellow to recharge
the watch sufficiently.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is used up, the watch stops completely, and the
stopwatch operation cannot be made. Before using the stopwatch, therefore, be sure to
recharge the watch sufficiently. (See "■ NOTES ON THE STOPWATCH".)
① Swing the watch from side to side as shown in the illustration below.
Swing approximately 200 times rhythmically at a rate
of twice a second. This will start the watch operating
with the second hand moving at two-second intervals
at first, and then at the normal one-second intervals.
If the second hand continues moving at two-second
intervals after 200 swings, swing it further until it
moves at one-second intervals.
After swinging the watch, check that the second hand
is moving at one-second intervals.
28

１．水晶振動数・・・・・32,768Hz
２．精度・・・・・・・・平均月差±15秒以内（ただし、気温５℃〜35℃において腕につけた場合）
３．作動温度範囲・・・・−10℃〜＋60℃
４．駆動方式・・・・・・ステップモーター式：２個
５．使用電源・・・・・・キネティック E.S.U.
６．駆動持続時間・・・・フル充電から止まりまで：約１ヶ月（ただし１日３時間のストップウ
オッチ使用）２秒運針から止まりまで：約12時間（ただしストップウ
オッチ未使用）
７．その他の機能・・・・エネルギー残存量予告機能
過充電防止機能
８．電子回路・・・・・・発振・分周・駆動・充電制御回路（C-MOS-IC）：１個
９．発電システム・・・・小型交流発電機
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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■FEATURES
Unlike the conventional quartz watch powered by the button-type battery, the KINETIC is equipped
with an automatic power generating system developed by SEIKO. It generates the electrical
energy to power the watch, utilizing the movement of the arm or wrist, and stores it in the KINETIC
ELECTRICITY STORAGE UNIT (KINETIC E.S.U.), a power source completely different from,
conventional batteries for watches. The watch, therefore, dose not require battery replacement.
When the watch is fully charged, it will keep operating for approximately one month.
When The watch is provided with a stopwatch function. The stopwatch can measure up to 12
hours in 1/10 second increments, and after 12 hours, it stops automatically. It uses a heart-cam
system that puts back the four stopwatch hands to "0" position quickly as the stopwatch is reset in
the same manner as those of mechanical stopwatches.
CAUTION
・ The movement of the arm while the watch is worn causes the automatic power generating system to
work, and the watch is powered by the electrical energy thus generated.
Therefore, the watch will not be charged while left unused.
・As a guideline of recharging, it is recommended that the watch be worn on your wrist daily for more than
10 hours.
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このようにしてください
「●充電のしかた」を参照して、充電してください。
常温に戻れば元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。この時計は気温５℃〜35
℃で腕につけたときに安定した時間精度が得られるように調整してあります。
磁気を遠ざけると、元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
お買い上げ店にご相談ください。
12時間以内に止まる可能性がありますので、「●充電のしかた」を参照に充電してください。
１日の10時間以上の携帯を目安としてください。「●上手な携帯をするために」をご参照ください。
12時間、針を進めて時刻および日付けを合わせ直してください。
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●保管について
・「−10℃〜＋50℃からはずれた温度」下で長時間放置すると、機能が低下したり、停止
する場合があります。
※この時計は、気温５℃〜35℃において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、常温にもどれば元の
精度にもどります。

・磁気や静電気の影響があるところに放置しないでください。
・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、およ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、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。
●定期点検について
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に１度程度の点検調整をおすすめします。定期的
な点検により目に見えない部分が原因となる損傷を未然に防ぎ、より安心してご使用いた
だけます。
点検の結果によっては調整・修理を必要とする場合があります。
●部品交換の時は、
「セイコー純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際にはパッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼ください。

★ To charge the KINETIC E.S.U. efficiently, swing the watch from side to side a rate of twice a
second, making an are of about 20 cm.
★No additional benefit is obtained by swinging the watch more quickly or with greater vigor.
★When the watch is swing, the oscillating weight in the generating system rotates to drive the
mechanism. As it rotates, it gives out a sound, which is not a malfunction.
② It is recommended that the watch be swung further until one day of power is reserved.
As a guideline of recharging, approximately 200 swings will reserve one day of power.
★When the watch is fully charged, it will keep operating for more than one month. It is not
necessary, however, to fully charge the watch before use.

●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サビて衣類の袖
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。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分を拭き取ってください。汚れも取れ、ケース・バ
ンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈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。
〈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。
〈軟質プラスチックバンド〉
・ウレタンバンド等軟質プラスチックでできているバンドは、特に手入れの必要はありませんが、汚
れがひどいときには石鹸水で洗ってください。化学製品ですので溶剤によって変質することがあり
ます。通常数年のご使用で材質が硬化してきたり、色があせたりする場合がありますので、その際
は新しいバンドに交換してください。
●非防水時計は、水（水道の水はね、雨、雪など）や多量の汗にご注意ください。万一、水や汗でぬ
れた場合には吸収性のよい布などで水分をふきとってください。
●日常生活用強化防水時計は、海水中などでの使用のあと、化学薬品類を使用せず、ためた真水で洗
ってください。
●回転ベゼルつきの時計の場合、ベゼル下に汚れなどがたまり、回転が重くなることがありますので
清潔にしてご使用ください。

・万一故障した場合には、お買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。
・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、ご不明の点は巻末の「セイコー株式会社お客様相談室」または「セイコーサ
ービスセンターお客様相談係」へお問いあわせください。
・保障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。

■補修用性能部品について
・この時計の補修用性能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、この期間内は原則として修理可能です。
（補修用性能部品とは、時計の機能を維持するのに不可欠な修理用部品です）
・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もあ
りますので、修理ご依頼の際にお買上げ店とよくご相談ください。
・修理のとき、ケース・文字盤・針・ガラス・バンドなどは一部代替品を使用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

現
象
時計が止まった
時計が一時的に進む／遅れる

TIME/CALENDAR SETTING
●Do not set the date between 0:00 a.m. and 2:00 a.m. Otherwise, it may not change property.
If it is necessary to set the date during that time period, first advance the time ahead of 2:00
a.m., set the date and then reset the correct time.
●The date changed instantly when the hands move past the 12 o'clock marker at midnight.
When the date is set by turning the hands, however, it may charge gradually between 2:00
a.m. and 6:00 a.m. This is not a malfunction.
●When setting the hour hand, check that AM/PM is correctly set. The watch is so designed that
the calendar changes once in 24 hours.
Turn the hands past the 12 o'clock marker to determine whether the watch is set for the A.M.
or P.M. period. If the date changes, the time is set for the A.M. period. If the date does not
change, the time is set for the P.M. period.
●When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then
turn it back to the exact minute.
●When setting the time, make sure that the second hand is moving at one-second intervals.
●It is necessary to adjust the date at the end of February and 30-day months.
In this case, pull out the crown to the first click and turn it counterclockwise until the desired
date appears.
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■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS ・・・・・・・・・・・・・・27
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■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR・・・・・・・・・・・・30
■HOW TO USE THE STOPWATCH ・・・・・・・・・・・・・・・・32
■POWER RESERVE IN YOUR SEIKO KINETIC WATCH ・・・・・・36
■NOTE ON KINETIC E.S.U. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH ・・・・・・・・38
■TROUBLE SHOOTING・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
■SPECIFICATIONS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
■REMARKS ON AFTER-SALES SERVICING ・・・・・・・・・・・47
■REMARKS ON REPLACEMENT PARTS ・・・・・・・・・・・・・47

Stopwatch dials

A
Button○

B
Button○

磁気を発生するもののそばに置いた。

Date

Crown

Time display dial

※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください
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"1 hour and 40 minutes"
(The hour hand is nearer to the 2-hour marker.)

空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する潜
潜水（スキンダイビング） 水（スキューバ潜水）に
や入浴で使用できる程度 使用できる

ヘリウムガスを使用する
潜水方式（飽和潜水）に
使用できる

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR
Second hand

CROWN

Pull out the crown to the first click position. If your watch is
one whose crown cannot be pulled out (a screw-lock type
crown), turn the crown counterclockwise to loosen the
Minute screw, and then pull out the crown to the first click position.
▼
hand
Turn counterclockwise until the previous day's date appears.
Date
2
▼
Pull out to the second click when the second hand is at the
12 o'clock position. The second hand stops on the spot.
a
b
▼
c
d
Turn counterclockwise until the desired date appears.
Hour hand
▼
a. Screwed-in position
Set the hour and minute hands.
b. Unscrewed position
▼
c. First click
Push back in to the unscrewed position in accordance with a
d. Second click
time signal.
(SCREW-LOCK TYPE CROWN)
▼
Screw in.

10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴し
てもかまいませんが下記のことに注意して下さい。
・時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、
リュウズ操作やボタン操作を行わないでくださ
い。
（防水機能が維持できなくなることがあります）
・温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れ
を生ずることがあります。ただし、常温にもど
れば精度はもとにもどります。

警告
・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の
中にい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。
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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るのは、
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、汚れ、付着した汗などです。
・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。

●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め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、十分にご注意ください。
注意
・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大切な衣類や手・首などを傷つける事
がありますので、ご注意ください。
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CONTENTS

考えられる原因
充電した電気エネルギーがなくなった
暑いところ、または、寒いところへ放置した。
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Ex.) When the STOPWATCH minute hand indicates "10":
Measured time is either "10 minutes" or "40 minutes". Check the position of the STOPWATCH
hour hand to decide which to choose.
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■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS

落としたり強くぶつけたりまたは激しいスポーツをした。
強い振動が加えられた。
ガラスのくもりが消えない
パッキンの劣化などにより時計内部に水分が入った
秒針が２秒運針をしている
充電した電気エネルギーが残り少なくなった
毎日携帯しているが、たびたび２秒 １日の携帯時間がやや短いか、腕をほとんど動かさない。
運針をみることがある。
日付けが、日中に変わる
時刻合わせが12時間ずれている

The STOPWATCH minute hand turns a full circle in 30 minutes. The indicated scale, therefore,
should be read differently depending on the position of the STOPWATCH hour hand.

●入浴について

32
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■こんな時には

TIPS ON READING THE HANDS

29
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■アフターサービスについて

●The stopwatch can measure up to 12 hours, 6 minutes and 12.2 seconds in 1/10 second
increments.
●The measured time is indicated by small STOPWATCH hands that move independently of the
hands for time indication.

"1 hour and 10 minutes"
(The hour hand is nearer to the 1-hour marker.)
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注意

■HOW TO USE THE STOPWATCH
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■HOW TO USE

■製品の仕様

●How to charge the watch
・To start the watch, follow the procedure from the steps ① and ② below.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is reduced to an extremely low level, the second
hand starts moving at two-second intervals. In that case, follow the step ① bellow to recharge
the watch sufficiently.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is used up, the watch stops completely, and the
stopwatch operation cannot be made. Before using the stopwatch, therefore, be sure to
recharge the watch sufficiently. (See "■ NOTES ON THE STOPWATCH".)
① Swing the watch from side to side as shown in the illustration below.
Swing approximately 200 times rhythmically at a rate
of twice a second. This will start the watch operating
with the second hand moving at two-second intervals
at first, and then at the normal one-second intervals.
If the second hand continues moving at two-second
intervals after 200 swings, swing it further until it
moves at one-second intervals.
After swinging the watch, check that the second hand
is moving at one-second intervals.
28

１．水晶振動数・・・・・32,768Hz
２．精度・・・・・・・・平均月差±15秒以内（ただし、気温５℃〜35℃において腕につけた場合）
３．作動温度範囲・・・・−10℃〜＋60℃
４．駆動方式・・・・・・ステップモーター式：２個
５．使用電源・・・・・・キネティック E.S.U.
６．駆動持続時間・・・・フル充電から止まりまで：約１ヶ月（ただし１日３時間のストップウ
オッチ使用）２秒運針から止まりまで：約12時間（ただしストップウ
オッチ未使用）
７．その他の機能・・・・エネルギー残存量予告機能
過充電防止機能
８．電子回路・・・・・・発振・分周・駆動・充電制御回路（C-MOS-IC）：１個
９．発電システム・・・・小型交流発電機
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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■FEATURES
Unlike the conventional quartz watch powered by the button-type battery, the KINETIC is equipped
with an automatic power generating system developed by SEIKO. It generates the electrical
energy to power the watch, utilizing the movement of the arm or wrist, and stores it in the KINETIC
ELECTRICITY STORAGE UNIT (KINETIC E.S.U.), a power source completely different from,
conventional batteries for watches. The watch, therefore, dose not require battery replacement.
When the watch is fully charged, it will keep operating for approximately one month.
When The watch is provided with a stopwatch function. The stopwatch can measure up to 12
hours in 1/10 second increments, and after 12 hours, it stops automatically. It uses a heart-cam
system that puts back the four stopwatch hands to "0" position quickly as the stopwatch is reset in
the same manner as those of mechanical stopwatches.
CAUTION
・ The movement of the arm while the watch is worn causes the automatic power generating system to
work, and the watch is powered by the electrical energy thus generated.
Therefore, the watch will not be charged while left unused.
・As a guideline of recharging, it is recommended that the watch be worn on your wrist daily for more than
10 hours.
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このようにしてください
「●充電のしかた」を参照して、充電してください。
常温に戻れば元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。この時計は気温５℃〜35
℃で腕につけたときに安定した時間精度が得られるように調整してあります。
磁気を遠ざけると、元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
お買い上げ店にご相談ください。
12時間以内に止まる可能性がありますので、「●充電のしかた」を参照に充電してください。
１日の10時間以上の携帯を目安としてください。「●上手な携帯をするために」をご参照ください。
12時間、針を進めて時刻および日付けを合わせ直してください。
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●保管について
・「−10℃〜＋50℃からはずれた温度」下で長時間放置すると、機能が低下したり、停止
する場合があります。
※この時計は、気温５℃〜35℃において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、常温にもどれば元の
精度にもどります。

・磁気や静電気の影響があるところに放置しないでください。
・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、およ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、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。
●定期点検について
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に１度程度の点検調整をおすすめします。定期的
な点検により目に見えない部分が原因となる損傷を未然に防ぎ、より安心してご使用いた
だけます。
点検の結果によっては調整・修理を必要とする場合があります。
●部品交換の時は、
「セイコー純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際にはパッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼ください。

★ To charge the KINETIC E.S.U. efficiently, swing the watch from side to side a rate of twice a
second, making an are of about 20 cm.
★No additional benefit is obtained by swinging the watch more quickly or with greater vigor.
★When the watch is swing, the oscillating weight in the generating system rotates to drive the
mechanism. As it rotates, it gives out a sound, which is not a malfunction.
② It is recommended that the watch be swung further until one day of power is reserved.
As a guideline of recharging, approximately 200 swings will reserve one day of power.
★When the watch is fully charged, it will keep operating for more than one month. It is not
necessary, however, to fully charge the watch before use.

●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サビて衣類の袖
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。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分を拭き取ってください。汚れも取れ、ケース・バ
ンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈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。
〈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。
〈軟質プラスチックバンド〉
・ウレタンバンド等軟質プラスチックでできているバンドは、特に手入れの必要はありませんが、汚
れがひどいときには石鹸水で洗ってください。化学製品ですので溶剤によって変質することがあり
ます。通常数年のご使用で材質が硬化してきたり、色があせたりする場合がありますので、その際
は新しいバンドに交換してください。
●非防水時計は、水（水道の水はね、雨、雪など）や多量の汗にご注意ください。万一、水や汗でぬ
れた場合には吸収性のよい布などで水分をふきとってください。
●日常生活用強化防水時計は、海水中などでの使用のあと、化学薬品類を使用せず、ためた真水で洗
ってください。
●回転ベゼルつきの時計の場合、ベゼル下に汚れなどがたまり、回転が重くなることがありますので
清潔にしてご使用ください。

・万一故障した場合には、お買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。
・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、ご不明の点は巻末の「セイコー株式会社お客様相談室」または「セイコーサ
ービスセンターお客様相談係」へお問いあわせください。
・保障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。

■補修用性能部品について
・この時計の補修用性能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、この期間内は原則として修理可能です。
（補修用性能部品とは、時計の機能を維持するのに不可欠な修理用部品です）
・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もあ
りますので、修理ご依頼の際にお買上げ店とよくご相談ください。
・修理のとき、ケース・文字盤・針・ガラス・バンドなどは一部代替品を使用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

現
象
時計が止まった
時計が一時的に進む／遅れる

TIME/CALENDAR SETTING
●Do not set the date between 0:00 a.m. and 2:00 a.m. Otherwise, it may not change property.
If it is necessary to set the date during that time period, first advance the time ahead of 2:00
a.m., set the date and then reset the correct time.
●The date changed instantly when the hands move past the 12 o'clock marker at midnight.
When the date is set by turning the hands, however, it may charge gradually between 2:00
a.m. and 6:00 a.m. This is not a malfunction.
●When setting the hour hand, check that AM/PM is correctly set. The watch is so designed that
the calendar changes once in 24 hours.
Turn the hands past the 12 o'clock marker to determine whether the watch is set for the A.M.
or P.M. period. If the date changes, the time is set for the A.M. period. If the date does not
change, the time is set for the P.M. period.
●When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then
turn it back to the exact minute.
●When setting the time, make sure that the second hand is moving at one-second intervals.
●It is necessary to adjust the date at the end of February and 30-day months.
In this case, pull out the crown to the first click and turn it counterclockwise until the desired
date appears.
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■NOTE ON KINETIC E.S.U. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
■TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH ・・・・・・・・38
■TROUBLE SHOOTING・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
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Stopwatch dials

A
Button○

B
Button○

磁気を発生するもののそばに置いた。

Date

Crown

Time display dial

※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください
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"1 hour and 40 minutes"
(The hour hand is nearer to the 2-hour marker.)

空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する潜
潜水（スキンダイビング） 水（スキューバ潜水）に
や入浴で使用できる程度 使用できる

ヘリウムガスを使用する
潜水方式（飽和潜水）に
使用できる

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR
Second hand

CROWN

Pull out the crown to the first click position. If your watch is
one whose crown cannot be pulled out (a screw-lock type
crown), turn the crown counterclockwise to loosen the
Minute screw, and then pull out the crown to the first click position.
▼
hand
Turn counterclockwise until the previous day's date appears.
Date
2
▼
Pull out to the second click when the second hand is at the
12 o'clock position. The second hand stops on the spot.
a
b
▼
c
d
Turn counterclockwise until the desired date appears.
Hour hand
▼
a. Screwed-in position
Set the hour and minute hands.
b. Unscrewed position
▼
c. First click
Push back in to the unscrewed position in accordance with a
d. Second click
time signal.
(SCREW-LOCK TYPE CROWN)
▼
Screw in.

10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴し
てもかまいませんが下記のことに注意して下さい。
・時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、
リュウズ操作やボタン操作を行わないでくださ
い。
（防水機能が維持できなくなることがあります）
・温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れ
を生ずることがあります。ただし、常温にもど
れば精度はもとにもどります。

警告
・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の
中にい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。
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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るのは、
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、汚れ、付着した汗などです。
・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。

●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め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、十分にご注意ください。
注意
・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大切な衣類や手・首などを傷つける事
がありますので、ご注意ください。
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CONTENTS

考えられる原因
充電した電気エネルギーがなくなった
暑いところ、または、寒いところへ放置した。

22

Ex.) When the STOPWATCH minute hand indicates "10":
Measured time is either "10 minutes" or "40 minutes". Check the position of the STOPWATCH
hour hand to decide which to choose.
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■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS

落としたり強くぶつけたりまたは激しいスポーツをした。
強い振動が加えられた。
ガラスのくもりが消えない
パッキンの劣化などにより時計内部に水分が入った
秒針が２秒運針をしている
充電した電気エネルギーが残り少なくなった
毎日携帯しているが、たびたび２秒 １日の携帯時間がやや短いか、腕をほとんど動かさない。
運針をみることがある。
日付けが、日中に変わる
時刻合わせが12時間ずれている

The STOPWATCH minute hand turns a full circle in 30 minutes. The indicated scale, therefore,
should be read differently depending on the position of the STOPWATCH hour hand.

●入浴について

32

24

■こんな時には

TIPS ON READING THE HANDS

29

18

■アフターサービスについて

●The stopwatch can measure up to 12 hours, 6 minutes and 12.2 seconds in 1/10 second
increments.
●The measured time is indicated by small STOPWATCH hands that move independently of the
hands for time indication.

"1 hour and 10 minutes"
(The hour hand is nearer to the 1-hour marker.)

20

注意

■HOW TO USE THE STOPWATCH
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■HOW TO USE

■製品の仕様

●How to charge the watch
・To start the watch, follow the procedure from the steps ① and ② below.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is reduced to an extremely low level, the second
hand starts moving at two-second intervals. In that case, follow the step ① bellow to recharge
the watch sufficiently.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is used up, the watch stops completely, and the
stopwatch operation cannot be made. Before using the stopwatch, therefore, be sure to
recharge the watch sufficiently. (See "■ NOTES ON THE STOPWATCH".)
① Swing the watch from side to side as shown in the illustration below.
Swing approximately 200 times rhythmically at a rate
of twice a second. This will start the watch operating
with the second hand moving at two-second intervals
at first, and then at the normal one-second intervals.
If the second hand continues moving at two-second
intervals after 200 swings, swing it further until it
moves at one-second intervals.
After swinging the watch, check that the second hand
is moving at one-second intervals.
28

１．水晶振動数・・・・・32,768Hz
２．精度・・・・・・・・平均月差±15秒以内（ただし、気温５℃〜35℃において腕につけた場合）
３．作動温度範囲・・・・−10℃〜＋60℃
４．駆動方式・・・・・・ステップモーター式：２個
５．使用電源・・・・・・キネティック E.S.U.
６．駆動持続時間・・・・フル充電から止まりまで：約１ヶ月（ただし１日３時間のストップウ
オッチ使用）２秒運針から止まりまで：約12時間（ただしストップウ
オッチ未使用）
７．その他の機能・・・・エネルギー残存量予告機能
過充電防止機能
８．電子回路・・・・・・発振・分周・駆動・充電制御回路（C-MOS-IC）：１個
９．発電システム・・・・小型交流発電機
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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■FEATURES
Unlike the conventional quartz watch powered by the button-type battery, the KINETIC is equipped
with an automatic power generating system developed by SEIKO. It generates the electrical
energy to power the watch, utilizing the movement of the arm or wrist, and stores it in the KINETIC
ELECTRICITY STORAGE UNIT (KINETIC E.S.U.), a power source completely different from,
conventional batteries for watches. The watch, therefore, dose not require battery replacement.
When the watch is fully charged, it will keep operating for approximately one month.
When The watch is provided with a stopwatch function. The stopwatch can measure up to 12
hours in 1/10 second increments, and after 12 hours, it stops automatically. It uses a heart-cam
system that puts back the four stopwatch hands to "0" position quickly as the stopwatch is reset in
the same manner as those of mechanical stopwatches.
CAUTION
・ The movement of the arm while the watch is worn causes the automatic power generating system to
work, and the watch is powered by the electrical energy thus generated.
Therefore, the watch will not be charged while left unused.
・As a guideline of recharging, it is recommended that the watch be worn on your wrist daily for more than
10 hours.
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このようにしてください
「●充電のしかた」を参照して、充電してください。
常温に戻れば元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。この時計は気温５℃〜35
℃で腕につけたときに安定した時間精度が得られるように調整してあります。
磁気を遠ざけると、元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
お買い上げ店にご相談ください。
12時間以内に止まる可能性がありますので、「●充電のしかた」を参照に充電してください。
１日の10時間以上の携帯を目安としてください。「●上手な携帯をするために」をご参照ください。
12時間、針を進めて時刻および日付けを合わせ直してください。
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●保管について
・「−10℃〜＋50℃からはずれた温度」下で長時間放置すると、機能が低下したり、停止
する場合があります。
※この時計は、気温５℃〜35℃において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、常温にもどれば元の
精度にもどります。

・磁気や静電気の影響があるところに放置しないでください。
・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、およ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、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。
●定期点検について
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に１度程度の点検調整をおすすめします。定期的
な点検により目に見えない部分が原因となる損傷を未然に防ぎ、より安心してご使用いた
だけます。
点検の結果によっては調整・修理を必要とする場合があります。
●部品交換の時は、
「セイコー純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際にはパッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼ください。

★ To charge the KINETIC E.S.U. efficiently, swing the watch from side to side a rate of twice a
second, making an are of about 20 cm.
★No additional benefit is obtained by swinging the watch more quickly or with greater vigor.
★When the watch is swing, the oscillating weight in the generating system rotates to drive the
mechanism. As it rotates, it gives out a sound, which is not a malfunction.
② It is recommended that the watch be swung further until one day of power is reserved.
As a guideline of recharging, approximately 200 swings will reserve one day of power.
★When the watch is fully charged, it will keep operating for more than one month. It is not
necessary, however, to fully charge the watch before use.

●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サビて衣類の袖
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。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分を拭き取ってください。汚れも取れ、ケース・バ
ンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈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。
〈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。
〈軟質プラスチックバンド〉
・ウレタンバンド等軟質プラスチックでできているバンドは、特に手入れの必要はありませんが、汚
れがひどいときには石鹸水で洗ってください。化学製品ですので溶剤によって変質することがあり
ます。通常数年のご使用で材質が硬化してきたり、色があせたりする場合がありますので、その際
は新しいバンドに交換してください。
●非防水時計は、水（水道の水はね、雨、雪など）や多量の汗にご注意ください。万一、水や汗でぬ
れた場合には吸収性のよい布などで水分をふきとってください。
●日常生活用強化防水時計は、海水中などでの使用のあと、化学薬品類を使用せず、ためた真水で洗
ってください。
●回転ベゼルつきの時計の場合、ベゼル下に汚れなどがたまり、回転が重くなることがありますので
清潔にしてご使用ください。

・万一故障した場合には、お買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。
・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、ご不明の点は巻末の「セイコー株式会社お客様相談室」または「セイコーサ
ービスセンターお客様相談係」へお問いあわせください。
・保障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。

■補修用性能部品について
・この時計の補修用性能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、この期間内は原則として修理可能です。
（補修用性能部品とは、時計の機能を維持するのに不可欠な修理用部品です）
・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もあ
りますので、修理ご依頼の際にお買上げ店とよくご相談ください。
・修理のとき、ケース・文字盤・針・ガラス・バンドなどは一部代替品を使用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

現
象
時計が止まった
時計が一時的に進む／遅れる

TIME/CALENDAR SETTING
●Do not set the date between 0:00 a.m. and 2:00 a.m. Otherwise, it may not change property.
If it is necessary to set the date during that time period, first advance the time ahead of 2:00
a.m., set the date and then reset the correct time.
●The date changed instantly when the hands move past the 12 o'clock marker at midnight.
When the date is set by turning the hands, however, it may charge gradually between 2:00
a.m. and 6:00 a.m. This is not a malfunction.
●When setting the hour hand, check that AM/PM is correctly set. The watch is so designed that
the calendar changes once in 24 hours.
Turn the hands past the 12 o'clock marker to determine whether the watch is set for the A.M.
or P.M. period. If the date changes, the time is set for the A.M. period. If the date does not
change, the time is set for the P.M. period.
●When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then
turn it back to the exact minute.
●When setting the time, make sure that the second hand is moving at one-second intervals.
●It is necessary to adjust the date at the end of February and 30-day months.
In this case, pull out the crown to the first click and turn it counterclockwise until the desired
date appears.
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Stopwatch dials

A
Button○

B
Button○

磁気を発生するもののそばに置いた。

Date

Crown

Time display dial

※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください
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"1 hour and 40 minutes"
(The hour hand is nearer to the 2-hour marker.)

空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する潜
潜水（スキンダイビング） 水（スキューバ潜水）に
や入浴で使用できる程度 使用できる

ヘリウムガスを使用する
潜水方式（飽和潜水）に
使用できる

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR
Second hand

CROWN

Pull out the crown to the first click position. If your watch is
one whose crown cannot be pulled out (a screw-lock type
crown), turn the crown counterclockwise to loosen the
Minute screw, and then pull out the crown to the first click position.
▼
hand
Turn counterclockwise until the previous day's date appears.
Date
2
▼
Pull out to the second click when the second hand is at the
12 o'clock position. The second hand stops on the spot.
a
b
▼
c
d
Turn counterclockwise until the desired date appears.
Hour hand
▼
a. Screwed-in position
Set the hour and minute hands.
b. Unscrewed position
▼
c. First click
Push back in to the unscrewed position in accordance with a
d. Second click
time signal.
(SCREW-LOCK TYPE CROWN)
▼
Screw in.

10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴し
てもかまいませんが下記のことに注意して下さい。
・時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、
リュウズ操作やボタン操作を行わないでくださ
い。
（防水機能が維持できなくなることがあります）
・温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れ
を生ずることがあります。ただし、常温にもど
れば精度はもとにもどります。

警告
・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の
中にい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。
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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るのは、
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、汚れ、付着した汗などです。
・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。

●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め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、十分にご注意ください。
注意
・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大切な衣類や手・首などを傷つける事
がありますので、ご注意ください。
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CONTENTS

考えられる原因
充電した電気エネルギーがなくなった
暑いところ、または、寒いところへ放置した。
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Ex.) When the STOPWATCH minute hand indicates "10":
Measured time is either "10 minutes" or "40 minutes". Check the position of the STOPWATCH
hour hand to decide which to choose.
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■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS

落としたり強くぶつけたりまたは激しいスポーツをした。
強い振動が加えられた。
ガラスのくもりが消えない
パッキンの劣化などにより時計内部に水分が入った
秒針が２秒運針をしている
充電した電気エネルギーが残り少なくなった
毎日携帯しているが、たびたび２秒 １日の携帯時間がやや短いか、腕をほとんど動かさない。
運針をみることがある。
日付けが、日中に変わる
時刻合わせが12時間ずれている

The STOPWATCH minute hand turns a full circle in 30 minutes. The indicated scale, therefore,
should be read differently depending on the position of the STOPWATCH hour hand.

●入浴について
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■こんな時には

TIPS ON READING THE HANDS

29
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■アフターサービスについて

●The stopwatch can measure up to 12 hours, 6 minutes and 12.2 seconds in 1/10 second
increments.
●The measured time is indicated by small STOPWATCH hands that move independently of the
hands for time indication.

"1 hour and 10 minutes"
(The hour hand is nearer to the 1-hour marker.)
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注意

■HOW TO USE THE STOPWATCH
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■HOW TO USE

■製品の仕様

●How to charge the watch
・To start the watch, follow the procedure from the steps ① and ② below.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is reduced to an extremely low level, the second
hand starts moving at two-second intervals. In that case, follow the step ① bellow to recharge
the watch sufficiently.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is used up, the watch stops completely, and the
stopwatch operation cannot be made. Before using the stopwatch, therefore, be sure to
recharge the watch sufficiently. (See "■ NOTES ON THE STOPWATCH".)
① Swing the watch from side to side as shown in the illustration below.
Swing approximately 200 times rhythmically at a rate
of twice a second. This will start the watch operating
with the second hand moving at two-second intervals
at first, and then at the normal one-second intervals.
If the second hand continues moving at two-second
intervals after 200 swings, swing it further until it
moves at one-second intervals.
After swinging the watch, check that the second hand
is moving at one-second intervals.
28

１．水晶振動数・・・・・32,768Hz
２．精度・・・・・・・・平均月差±15秒以内（ただし、気温５℃〜35℃において腕につけた場合）
３．作動温度範囲・・・・−10℃〜＋60℃
４．駆動方式・・・・・・ステップモーター式：２個
５．使用電源・・・・・・キネティック E.S.U.
６．駆動持続時間・・・・フル充電から止まりまで：約１ヶ月（ただし１日３時間のストップウ
オッチ使用）２秒運針から止まりまで：約12時間（ただしストップウ
オッチ未使用）
７．その他の機能・・・・エネルギー残存量予告機能
過充電防止機能
８．電子回路・・・・・・発振・分周・駆動・充電制御回路（C-MOS-IC）：１個
９．発電システム・・・・小型交流発電機
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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■FEATURES
Unlike the conventional quartz watch powered by the button-type battery, the KINETIC is equipped
with an automatic power generating system developed by SEIKO. It generates the electrical
energy to power the watch, utilizing the movement of the arm or wrist, and stores it in the KINETIC
ELECTRICITY STORAGE UNIT (KINETIC E.S.U.), a power source completely different from,
conventional batteries for watches. The watch, therefore, dose not require battery replacement.
When the watch is fully charged, it will keep operating for approximately one month.
When The watch is provided with a stopwatch function. The stopwatch can measure up to 12
hours in 1/10 second increments, and after 12 hours, it stops automatically. It uses a heart-cam
system that puts back the four stopwatch hands to "0" position quickly as the stopwatch is reset in
the same manner as those of mechanical stopwatches.
CAUTION
・ The movement of the arm while the watch is worn causes the automatic power generating system to
work, and the watch is powered by the electrical energy thus generated.
Therefore, the watch will not be charged while left unused.
・As a guideline of recharging, it is recommended that the watch be worn on your wrist daily for more than
10 hours.
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このようにしてください
「●充電のしかた」を参照して、充電してください。
常温に戻れば元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。この時計は気温５℃〜35
℃で腕につけたときに安定した時間精度が得られるように調整してあります。
磁気を遠ざけると、元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
お買い上げ店にご相談ください。
12時間以内に止まる可能性がありますので、「●充電のしかた」を参照に充電してください。
１日の10時間以上の携帯を目安としてください。「●上手な携帯をするために」をご参照ください。
12時間、針を進めて時刻および日付けを合わせ直してください。
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●保管について
・「−10℃〜＋50℃からはずれた温度」下で長時間放置すると、機能が低下したり、停止
する場合があります。
※この時計は、気温５℃〜35℃において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、常温にもどれば元の
精度にもどります。

・磁気や静電気の影響があるところに放置しないでください。
・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、およ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、防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。
●定期点検について
・ながくご愛用いただくために、２〜３年に１度程度の点検調整をおすすめします。定期的
な点検により目に見えない部分が原因となる損傷を未然に防ぎ、より安心してご使用いた
だけます。
点検の結果によっては調整・修理を必要とする場合があります。
●部品交換の時は、
「セイコー純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際にはパッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼ください。

★ To charge the KINETIC E.S.U. efficiently, swing the watch from side to side a rate of twice a
second, making an are of about 20 cm.
★No additional benefit is obtained by swinging the watch more quickly or with greater vigor.
★When the watch is swing, the oscillating weight in the generating system rotates to drive the
mechanism. As it rotates, it gives out a sound, which is not a malfunction.
② It is recommended that the watch be swung further until one day of power is reserved.
As a guideline of recharging, approximately 200 swings will reserve one day of power.
★When the watch is fully charged, it will keep operating for more than one month. It is not
necessary, however, to fully charge the watch before use.

●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サビて衣類の袖
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。
・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分を拭き取ってください。汚れも取れ、ケース・バ
ンド及びパッキンの寿命が違ってきます。
〈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。
〈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。
〈軟質プラスチックバンド〉
・ウレタンバンド等軟質プラスチックでできているバンドは、特に手入れの必要はありませんが、汚
れがひどいときには石鹸水で洗ってください。化学製品ですので溶剤によって変質することがあり
ます。通常数年のご使用で材質が硬化してきたり、色があせたりする場合がありますので、その際
は新しいバンドに交換してください。
●非防水時計は、水（水道の水はね、雨、雪など）や多量の汗にご注意ください。万一、水や汗でぬ
れた場合には吸収性のよい布などで水分をふきとってください。
●日常生活用強化防水時計は、海水中などでの使用のあと、化学薬品類を使用せず、ためた真水で洗
ってください。
●回転ベゼルつきの時計の場合、ベゼル下に汚れなどがたまり、回転が重くなることがありますので
清潔にしてご使用ください。

・万一故障した場合には、お買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。
・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、ご不明の点は巻末の「セイコー株式会社お客様相談室」または「セイコーサ
ービスセンターお客様相談係」へお問いあわせください。
・保障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。

■補修用性能部品について
・この時計の補修用性能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、この期間内は原則として修理可能です。
（補修用性能部品とは、時計の機能を維持するのに不可欠な修理用部品です）
・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もあ
りますので、修理ご依頼の際にお買上げ店とよくご相談ください。
・修理のとき、ケース・文字盤・針・ガラス・バンドなどは一部代替品を使用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

現
象
時計が止まった
時計が一時的に進む／遅れる

TIME/CALENDAR SETTING
●Do not set the date between 0:00 a.m. and 2:00 a.m. Otherwise, it may not change property.
If it is necessary to set the date during that time period, first advance the time ahead of 2:00
a.m., set the date and then reset the correct time.
●The date changed instantly when the hands move past the 12 o'clock marker at midnight.
When the date is set by turning the hands, however, it may charge gradually between 2:00
a.m. and 6:00 a.m. This is not a malfunction.
●When setting the hour hand, check that AM/PM is correctly set. The watch is so designed that
the calendar changes once in 24 hours.
Turn the hands past the 12 o'clock marker to determine whether the watch is set for the A.M.
or P.M. period. If the date changes, the time is set for the A.M. period. If the date does not
change, the time is set for the P.M. period.
●When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then
turn it back to the exact minute.
●When setting the time, make sure that the second hand is moving at one-second intervals.
●It is necessary to adjust the date at the end of February and 30-day months.
In this case, pull out the crown to the first click and turn it counterclockwise until the desired
date appears.
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Stopwatch dials

A
Button○

B
Button○

磁気を発生するもののそばに置いた。

Date

Crown

Time display dial

※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください
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"1 hour and 40 minutes"
(The hour hand is nearer to the 2-hour marker.)

空気ボンベを使用しない 空気ボンベを使用する潜
潜水（スキンダイビング） 水（スキューバ潜水）に
や入浴で使用できる程度 使用できる

ヘリウムガスを使用する
潜水方式（飽和潜水）に
使用できる

×
×

×
×

×
×

×

×

×

◯

×

×

◯

×

×

■HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR
Second hand

CROWN

Pull out the crown to the first click position. If your watch is
one whose crown cannot be pulled out (a screw-lock type
crown), turn the crown counterclockwise to loosen the
Minute screw, and then pull out the crown to the first click position.
▼
hand
Turn counterclockwise until the previous day's date appears.
Date
2
▼
Pull out to the second click when the second hand is at the
12 o'clock position. The second hand stops on the spot.
a
b
▼
c
d
Turn counterclockwise until the desired date appears.
Hour hand
▼
a. Screwed-in position
Set the hour and minute hands.
b. Unscrewed position
▼
c. First click
Push back in to the unscrewed position in accordance with a
d. Second click
time signal.
(SCREW-LOCK TYPE CROWN)
▼
Screw in.

10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴し
てもかまいませんが下記のことに注意して下さい。
・時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、
リュウズ操作やボタン操作を行わないでくださ
い。
（防水機能が維持できなくなることがあります）
・温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れ
を生ずることがあります。ただし、常温にもど
れば精度はもとにもどります。

警告
・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の
中にい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。
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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るのは、
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、汚れ、付着した汗などです。
・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。

●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め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、十分にご注意ください。
注意
・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大切な衣類や手・首などを傷つける事
がありますので、ご注意ください。
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CONTENTS

考えられる原因
充電した電気エネルギーがなくなった
暑いところ、または、寒いところへ放置した。
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Ex.) When the STOPWATCH minute hand indicates "10":
Measured time is either "10 minutes" or "40 minutes". Check the position of the STOPWATCH
hour hand to decide which to choose.
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■DISPLAY AND CROWN / BUTTONS

落としたり強くぶつけたりまたは激しいスポーツをした。
強い振動が加えられた。
ガラスのくもりが消えない
パッキンの劣化などにより時計内部に水分が入った
秒針が２秒運針をしている
充電した電気エネルギーが残り少なくなった
毎日携帯しているが、たびたび２秒 １日の携帯時間がやや短いか、腕をほとんど動かさない。
運針をみることがある。
日付けが、日中に変わる
時刻合わせが12時間ずれている

The STOPWATCH minute hand turns a full circle in 30 minutes. The indicated scale, therefore,
should be read differently depending on the position of the STOPWATCH hour hand.

●入浴について
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■こんな時には

TIPS ON READING THE HANDS

29
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■アフターサービスについて

●The stopwatch can measure up to 12 hours, 6 minutes and 12.2 seconds in 1/10 second
increments.
●The measured time is indicated by small STOPWATCH hands that move independently of the
hands for time indication.

"1 hour and 10 minutes"
(The hour hand is nearer to the 1-hour marker.)
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注意

■HOW TO USE THE STOPWATCH
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■HOW TO USE

■製品の仕様

●How to charge the watch
・To start the watch, follow the procedure from the steps ① and ② below.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is reduced to an extremely low level, the second
hand starts moving at two-second intervals. In that case, follow the step ① bellow to recharge
the watch sufficiently.
・When the energy stored in the KINETIC E.S.U. is used up, the watch stops completely, and the
stopwatch operation cannot be made. Before using the stopwatch, therefore, be sure to
recharge the watch sufficiently. (See "■ NOTES ON THE STOPWATCH".)
① Swing the watch from side to side as shown in the illustration below.
Swing approximately 200 times rhythmically at a rate
of twice a second. This will start the watch operating
with the second hand moving at two-second intervals
at first, and then at the normal one-second intervals.
If the second hand continues moving at two-second
intervals after 200 swings, swing it further until it
moves at one-second intervals.
After swinging the watch, check that the second hand
is moving at one-second intervals.
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１．水晶振動数・・・・・32,768Hz
２．精度・・・・・・・・平均月差±15秒以内（ただし、気温５℃〜35℃において腕につけた場合）
３．作動温度範囲・・・・−10℃〜＋60℃
４．駆動方式・・・・・・ステップモーター式：２個
５．使用電源・・・・・・キネティック E.S.U.
６．駆動持続時間・・・・フル充電から止まりまで：約１ヶ月（ただし１日３時間のストップウ
オッチ使用）２秒運針から止まりまで：約12時間（ただしストップウ
オッチ未使用）
７．その他の機能・・・・エネルギー残存量予告機能
過充電防止機能
８．電子回路・・・・・・発振・分周・駆動・充電制御回路（C-MOS-IC）：１個
９．発電システム・・・・小型交流発電機
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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■FEATURES
Unlike the conventional quartz watch powered by the button-type battery, the KINETIC is equipped
with an automatic power generating system developed by SEIKO. It generates the electrical
energy to power the watch, utilizing the movement of the arm or wrist, and stores it in the KINETIC
ELECTRICITY STORAGE UNIT (KINETIC E.S.U.), a power source completely different from,
conventional batteries for watches. The watch, therefore, dose not require battery replacement.
When the watch is fully charged, it will keep operating for approximately one month.
When The watch is provided with a stopwatch function. The stopwatch can measure up to 12
hours in 1/10 second increments, and after 12 hours, it stops automatically. It uses a heart-cam
system that puts back the four stopwatch hands to "0" position quickly as the stopwatch is reset in
the same manner as those of mechanical stopwatches.
CAUTION
・ The movement of the arm while the watch is worn causes the automatic power generating system to
work, and the watch is powered by the electrical energy thus generated.
Therefore, the watch will not be charged while left unused.
・As a guideline of recharging, it is recommended that the watch be worn on your wrist daily for more than
10 hours.
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このようにしてください
「●充電のしかた」を参照して、充電してください。
常温に戻れば元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。この時計は気温５℃〜35
℃で腕につけたときに安定した時間精度が得られるように調整してあります。
磁気を遠ざけると、元の精度に戻ります。時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
時刻を合わせ直してください。
元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
お買い上げ店にご相談ください。
12時間以内に止まる可能性がありますので、「●充電のしかた」を参照に充電してください。
１日の10時間以上の携帯を目安としてください。「●上手な携帯をするために」をご参照ください。
12時間、針を進めて時刻および日付けを合わせ直してください。
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