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Timex® 腕時計をご使用の際は、 取り扱い説明書をよくお読みください。モデルに
よっては記載されているすべての機能が備わっていない場合があります。 

機能
リアルタイムカレンダー時計、3 つの時間帯、64 のワールドタイム (WT) 都市・30
のタイムゾーン、ラップ・スプリット機能付きクロノグラフ、カウントダウンタイマー、
毎日・平日・週末アラーム、時間チャイム、NIGHT-MODE® 機能付きINDIGLO®
ナイトライト    

 

基本操作

SET
(DONE)

MODE
(NEXT)

START/SPLIT 
(+)

INDIGLO® ボタン 
STOP/RESET
(‒)

設定の際、 それぞれのボタンには上記に示したように異なった機能があります。
ボタンの機能が変更したら腕時計の文字盤に表示されます。

時刻・日付・モード表示
お好みの都市の時刻が瞬時で見える 3 つのタイムゾーン (T1, T2, T3)。 ワールドタ
イム都市は各タイムゾーン毎に選択可能です。   
1. 時刻画面でSET ボタンを押し続けます。 タイムゾーン (1, 2, 3) が点滅しま

す。+/‒ ボタンで切り替えます。NEXTボタンで表示されるタイムゾーンを選択
します。  

2. +/‒ ボタンでワールドタイム都市のリストをアルファベット順にスクロールしま
す。

注: ワールドタイム都市の並び替えは下記のステップ11 を参照してください。 
3. NEXT ボタンを押します。DST (サマータイム) の設定が点滅します。 
4. +/‒ ボタンを押してDSTを切り替えます。オンにすると「DST」 が表示され、 
時刻は1 時間進みます。  

5. NEXT ボタンを押します。 時間の数字が点滅します。
6. +/‒ ボタンを押して AM/PM を含む時間を変えます。（AM/PM の切り替えは 

12 時間進めて行います。） +/‒ ボタンの長押しで早く進みます。
7. NEXT ボタンを押します。分の数字が点滅します。 +/‒ ボタンを押して分の値
を変えます。 +/‒ ボタンの長押しで早く進みます。

8. NEXT ボタンを押します。秒の数字が点滅します。 +/‒ ボタンを押して秒をゼ
ロに設定します。

9. NEXT ボタンを押します。月の数字が点滅します。 +/‒ ボタンを押して月を変
えます。 +/‒ ボタンの長押しで早く進みます。

10. NEXT ボタンを押します。日付が点滅します。 +/‒ ボタンを押して日付を変え
ます。 +/‒ ボタンの長押しで早く進みます。

11. NEXT ボタンを押して次の設定を行います: 年、 12・24時間表示、 日付の月・
日または日・月表示、都市の並び替え (名前・UTC オフセットの順)、 アラートの
種類 (TONE・VIBE・COMBO)、時間チャイムの切り替え、ボタンのビープ音の
切り替え、ワールドタイムモード (表示・非表示)、クロノモード (表示・非表示)、
アラーム 1 モード (表示・非表示)、アラーム 2 モード (表示・非表示)、アラー
ム 3 モード (表示・非表示)。

注: ビープ音をオンにすると、（INDIGLO® ボタン以外の）ボタンを押すたびにビープ
音が鳴ります。
12. DONE ボタンで決定するか、 MODE ボタンで続いて第 1 のタイムゾーンをリ
セットしたり、第 2・第 3 のタイムゾーンを設定します。

他のタイムゾーンを見る
1. 時刻画面で START/SPLIT を押すと、他に設定されたタイムゾーンが 3 秒間
表示されます (T1・T2・T3 が点滅します)。

2. 表示されたタイムゾーンに切り替えたい時はそのまま START/SPLIT を 4 秒
間押し続けます。

ワールドタイム
64のワールドタイム都市や30のタイムゾーンを見たり、各タイムゾーンのサマータ 
イム設定や並び順を設定します。
1. 「WORLD」 が表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. +/‒ ボタンでスクロールさせます。
注: ステップ 4  (下記参照) で「都市の名前」を選択した場合、 +/‒ ボタンでワールド
タイム都市のリストをアルファベット順にスクロールします。
3. 表示されたタイムゾーンで SET ボタンを押して、 +/‒ ボタンでサマータイムの

設定を切り替えます。オンにすると「 DST」 が表示され、時刻は 1 時間進みま
す。

4. 並び替えは NEXT ボタンで行います。 +/‒ ボタンを押して、 UTC オフセット・
都市の名前を選択します。

5.  DONE ボタンを押してワールドタイム設定を終了します。

クロノグラフ

LAP 1 = 7.11 LAP 2 = 7.50

SPLIT 2 = 15.01

LAP 3 = 7.08

SPLIT 3 = 22.09

LAP 4 = 7.30

SPLIT 4 = 29.39

SPLIT 1 = 7.11

1. 「 CHRONO」 が表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. SET ボタンを押し続けます。
3. 表示は FORMAT/SET 、それから LAP/SPL  または SPL /LAP になります。 

+/‒ ボタンを押してお好みのフォーマットを選びます。 ラップ・スプリット計測の
説明は上記の表を参照してください。

4. DONE ボタンを押して決定します。
5. START/SPLIT ボタンを押してクロノモードを開始します。モードを終了して
も、 計測はそのまま継続します。

6. START/SPLIT ボタンを押してスプリットを記録します。ラップ・スプリットタイ
ムは先に選んだフォーマットで表示されます。ラップ目は盤面上部に表示され
ます。

注: 記録されたラップ・スプリットタイムは 10 秒間表示され、時間の測定はそのま
ま継続します。 MODE ボタンを押すと表示は解除され、 測定中のクロノグラフが
表示されます。
7. STOP/RESET ボタンでクロノグラフを一時停止します。
8. START/SPLIT ボタンで測定を再開するか、 STOP/RESET ボタンを 
押し続けるとリセットされます。

カウントダウンタイマー
1. 「TIMER」 が表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. SET ボタンを押し続けてタイマーを設定します。 時間の数字は点滅し下部に
「HOURS」が表示されます。 

3. +/‒ ボタンで時間を設定します。 長押しで早く進みます。
4. NEXT 「 に部下し滅点は字数の分 。すまし押をンタボ MINUTES」 が表示され
ます。 

5. +/‒ ボタンで分を設定します。 長押しで早く進みます。
6. NEXT ボタンを押します。 秒の数字は点滅し下部に「 SECONDS 」 が表示され
ます。 

7. +/‒ ボタンで秒を設定します。 長押しで早く進みます。
8. NEXT ボタンを押します。「STOP」 または「 REPEAT  (AT END)」 が点滅しま
す。 +/‒ ボタンで設定します。 

9. DONE ボタンで決定します。
10. START/SPLIT ボタンを押してカウントダウンを開始します。 
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耐水性・耐衝撃性
耐水性の腕時計には、メートル表示または ( ) マークが表示されています。

 耐水性深度 p.s.i.a.* 水面下水圧
 30m/98ft 60
  50m/164ft 86
 100m/328ft 160

*ポンド/平方インチの絶対値

警告: 耐水性を維持するため、水中ではボタンを押さないでください。
1.  腕時計はレンズ、 プッシュボタン、 ケースが損傷していない場合に限り耐水性が
あります。

2.  腕時計はダイバーウオッチではありません。 ダイビングには使用しないでくださ
い。

3.   腕時計に塩水がかかった場合は真水ですすいでください。
4.   耐衝撃性は腕時計の文字盤またはケース裏面に表示されています。 この腕時
計はISOの耐衝撃性テストに合格できるよう設計されています。クリスタル/
レンズが損傷しないよう十分注意してください。

電池
Timexではサービスセンターで腕時計の電池を交換するように強くお勧めします。
電池の種類はケースバックに表記されています。 電池の寿命は一定の使用条件を
仮定して概算したものです。 電池の寿命は実際の使用方法によって異なります。
電池を焼却しないでください。充電しないでください。外した電池はお子様の手が
届かないように注意してください。

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX、INDIGLO、NIGHT-MODE、 COMMAND 
URBAN  は Timex Group B.V. とその子会社の商標です。

注: 
 a「 . REPEAT  (AT END)」 を選択すると盤面上部にリピート回数が表示されます。
 b「 . STOP  (AT END)」 を選択すると  が点滅します。
 c「 . REPEAT  (AT END)」 を選択すると  が点滅します。 
11. カウントダウンが終了するとアラートで知らせます。どれかボタンを押すとアラート
は止まります。

注: アラートの種類は時間設定モードで選択可能です。 
 a.   「 TONE」が選択されたら、タイマーがゼロに達したり再開したりすると音 

が鳴り、 INDIGLO® ナイトライトが点滅します。
 b.  「 VIBE」が選択されたら、タイマーがゼロに達したり再開したりすると時計は

振動し、INDIGLO® ナイトライトが点滅します。
 c.  「COMBO」が選択されたら、タイマーがゼロに達したり再開したりすると時計

はまず振動し、約10秒後に音が鳴り、INDIGLO®ナイトライトが点滅します。
 d.  「 REPEAT  (AT END)」 を選択すると、 30 秒以下の計測が終了するとどのア

ラート設定でも音は鳴ります。
12. STOP/RESET ボタンでタイマーを一時停止します。 
13.  START/SPLIT ボタンで再開するか、 STOP/RESET ボタンで設定された時間
にリセットします。

アラーム
アラームの設定は時刻の設定と同じです。この腕時計のモデルは 3 つのアラームを
備えています。 各アラームの設定は下記のプロセスで行います。
1. ALARM 1、 ALARM 2 または ALARM 3 が表示するまで MODE ボタンを押し
て、 設定したいアラームを選択します。

2. SET でアラームを設定します。
3. 時間の数字が点滅します。 +/‒ ボタンを押して時間を設定します。 長押しで早
く進みます。

4. NEXT ボタンを押します。 分の数字が点滅します。 +/‒ ボタンを押して分の値
を変えます。 長押しで早く進みます。

5. NEXT ボタンを押します。 12 「 はでドーモ示表間時 AM/PM」 が点滅します。 
+/‒ ボタンで設定します。

6. NEXT ボタンを押します。 +/‒ 「 でンタボ DAILY 「 、)日毎( 」 WKDYS」 (平日)、
「WKENDS」 (週末) を選んでアラームの頻度を設定します。

7. NEXT ボタンで設定を編集するか、 DONE ボタンで決定します。
8. START/SPLIT ボタンまたは STOP/RESET ボタンでアラームを起動・解除し

「 とるす除解。すま OFF」 が表示されます。 起動すると  が表示され、 盤面下
部にアラームの頻度が表示されます。

9. アラームの時刻になると INDIGLO® ナイトライトが点滅し、 選択されたアラート
は 10 秒間作動します。 

10. どれかボタンを押すとアラートは止まります。  
11. アラート中にボタンを押さないとバックアップアラームは 5 分後に鳴ります。 

 が点滅し、 バックアップアラームは起動中であることを知らせます。

INDIGLO®  ナイトライト / NIGHT-MODE ® 機能
INDIGLO® ボタンを押して盤面を照らします。 INDIGLO® ナイトライトの電子発光技
術で夜間や暗い時でも盤面は鮮明に見えます。 ボタンを押すとナイトライトは 3 秒
間明るさを保ちます。
INDIGLO® ボタンを 4 秒間押し続けると NIGHT-MODE® 機能が作動します。 月の
アイコン  が表示されます。 作動中、 どれかのボタンを押すと INDIGLO® ナイトライ
トは 3 秒間発光します。 NIGHT-MODE® 機能は 8 時間有効です。 INDIGLO® ボタ
ンを再び 4 秒間押し続けると解除されます。


