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●電池お取り扱い上のご注意
時計から電池をとりだした場合、電池は乳幼児の手の届かないところへ保管してください。
乳幼児が飲み込んでしまう恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに最寄りの病院や医師にご相談ください。

※その節はパッキンやバネ棒の交換をご依頼ください。
※部品交換のときは「純正部品」とご指定ください。

※幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故の可能性があります。あらかじめ時
計を外すなど充分ご注意ください。

※激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故の可能
性があります。あらかじめ時計を外すなど充分ご注意ください。

※サウナなど時計が高温になる場所では、火傷の恐れがあります。絶対に使用
しないでください。

※ウレタンバンドは、衣類等の染料や汚れが付着し、除去できなくなることがあ
ります。色落ちするもの(衣類バック等)と一緒に使用する場合はご注意くださ
い。

ご使用の前に必ず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。

※日常生活用防水は洗顔などには使用できますが、水中での使用はできませ
ん。

※日常生活用強化防水（５気圧防水）時計は、水泳などには使用できますが、
素もぐり（スキンダイビング）などには使用できません。

※日常生活用強化防水（１０・２０気圧防水）時計は、素もぐりには使用できま
すが、スキューバダイビング・ヘリウムガスを使う飽和潜水には絶対に使用
しないでください。使用した場合、生命に関わる重大な事故に繋がる恐れが
あります。

●乳幼児の手の届くところに時計本体や部品を置かないでください。
　部品を乳幼児が飲み込んでしまう恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、
身体に害があるため、ただちに医師とご相談ください。

●次のような場合、ご使用を中止してください。
　○時計本体やバンドが腐食等により鋭利になった場合
　○バンドのピンが飛び出してきた場合
　※すぐにお買い上げ店・弊社お客様相談センターにご相談ください。

●アレルギーやかぶれを起した場合
　ただちに時計の使用をやめ、皮膚科などの専門医に相談してください。

●その他のご注意
　○提げ時計やペンダント時計のひもやチェーンが衣類や手・首などを傷つける
おそれがありますのでご注意ください。

　○乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。ケガやアレルギーを引き起
こすおそれがあります。

　○商品の分解・改造はしないでください。

ケースは肌着類と同様に直接肌に接していますので、汚れたままにしておきま
すと、衣服の袖口を汚したり、皮ふの弱い方はかぶれたりする場合があります。
汚れや水分はやわらかい吸湿性のよい布でふきとり、常に清潔にしてご使用く
ださい。
※万一かぶれたときは直ちに医師にご相談ください。

汚れたままにしておきますと、衣服の袖口を汚したり、皮ふの弱い方はかぶれ
たりする場合があります。柔らかい歯ブラシ等を使い、石けん水でスキ間にた
まった汚れを部分洗いしてください。
※万一かぶれたときは直ちに医師にご相談ください。
※バンドの中留めの構造により、着脱の際に爪を傷つける恐れがあります。着
脱は注意して行ってください。

水分・汗・汚れなどが大敵です。汚れたままにしておきますと、衣服の袖口を汚
したり、皮ふの弱い方はかぶれたりする場合があります。吸湿性のよいやわら
かい布で表面をふき、時計をはずした後は風通しのよいところにおいてくださ
い。
※万一かぶれたときは直ちに医師にご相談ください。
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６５１

　を2回押してｃｈ-2を表示させます。
ｃｈ-2の表示中及び設定時刻が表示中に　を２秒以上長押しす
るとモード設定が点滅します。(例の場合はバイブランプが点
滅します。)

　を押す度にバイブ→ビープ→ＯＦＦ(停止)と切り
替えることができます。モード表示を合わせ終えた
ら　を押し次へ。

分が点滅表示します。
合わせ終えたら　を押し次へ。

１．裏ブタを開け、電池の９時側のところに時計用金属製ピンセットや時計用ドライバーなどのような細いものを差し込み、電池を取り除く。
この時には電池が飛び出ることがありますので、ご注意ください。

２．新しい電池を９時側の方へセットし、滑らせながら３時側を押し込みセットする。
３．ムーブメント上のリセットパターン(ＡＣ)をピンセットでショートする。
４．　を押し、デジタルディスプレイのＬＥＤが点灯することを確認する(０：００と点灯することを確認)。もしつかない場合は完全にショート

されていませんので再度リセットパターンをピンセットでショートしてください。もしうまくショートされない場合、またはお手元に時計用金
属製ピンセットがない場合、りゅうずを押し込み状態にしたままで電池をムーブメントより完全に取り出し一分後に電池を入れてください。
そうすることで自動的に時計が初期化されます。

５．裏ブタを閉める。この際に防水用のパッキンが傷んでいたら防水不良となる可能性がありますので、新品と交換してください。
６．アナログ表示とデジタル表示の再調整を行う。

　を押すことで表示は下記図のように切り替わります。
　を離すと２秒間の残照後消灯します。
　を押しつづけている間、デジタルは表示され続けます。

タイマーを途中でリセットする場合はタイマーを
ストップさせ　を３秒以上長押ししてください。

タイマー表示中に　を押すとタイマーが
スタートします。
(時：分の間にある：(コロン)の点滅がス
タートの目印です。
ただし秒表示に切り替わった段階でコロ
ンは消灯します。)
　を押す度にスタート/ストップを繰り返
します。

通常状態から　を押すと設定内容が５秒間表示されます。
表示中に再び押すと消灯します。
表示は時間と分です。残り６０秒を切った場合に秒表示に切り替わります。

【月、日入替え】

デジタル表示について

このたびはリコーエレメックス時計をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書に記載されている機種番号は、時計の裏ぶたに刻印されている６桁の番号のうち、上３桁と同一のものです。
お買い上げの時計の裏ぶたをご覧いただき、該当する機種番号欄記載事項をお読みください。

なお、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保存してください。

電池交換について

秒針が２秒運針を始めたら、お買い上げ店または最寄のリコークオーツ取扱店にお持ちください。電池交換の際には、この取扱説明書をお店の方にお見せください。
●お客様へ

●ご販売店様へ
※電池交換の際には下記方法を参照して交換し、交換後は時計のリセットをしてください。

●電池取り外し方法と位置

●初期化方法と位置

保 証 規 定
（ｃ）不当な修理や改造による故障または破損。
（ｄ）ご使用中に生じる外観上の変化（ケース・ガラス・りゅうず・金属バンドの小キズなど）
（ｅ）本保証書に販売店印・お買い上げ年月日および製品番号の記載がない場合、あるいは字句

を書き換えられた場合。
３．修理のとき、一部代替品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
４．修理のとき、ムーブメントを交換させていただいたり、ケース・文字板・針・ガラス・バンドなど

に、一部代替品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
５．この時計の修理用部品の保有期間や修理のできる期間については、取扱説明書「保証とア

フターサービスについて」の欄に記載してあります。
６．この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

　※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

この時計は、下記の保証規定により、保証いたします。
１．お買い上げ後１年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態

で、万一不具合が生じた場合には、無料で修理・調整いたします。
　・保証の対象部分は時計本体（ムーブメント・ケース・ガラス）金属バンドです

。それ以外は保証の対象外です。
　・保証の対象となるとなる修理・調整は、時計と本保証書をご持参、ご提示の

上、お買上店にご依頼ください。
　・ご贈答、転居などにより、お買上店での保証が受けられない場合は弊社サ

ービスセンターにお問い合わせください。
　・本保証書は日本国内においてのみ有効です。
　・本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
２．次のような場合には、上記の保証期間内あるいは保証対象部分であっても、

有料修理になります。
（ａ)誤ったご使用や、不注意による故障または破損。
（ｂ)火災・水害または地震など、天災地変による故障 または破損。

受付番号 受付年月日 点検・修理内容 担当者印

商品の特徴

この時計はアナログによる時刻表示とＬＥＤによるデジタル表示でバイブレーション(振動)とビープ(音)の切り替えが可能なアラーム機能を持つアナログ・デジタル時計です。暗
闇でもＬＥＤにより時刻や日付の確認ができます。デジタル部分とアナログ部分の表示の設定によりデュアルタイムウォッチとしてもご使用いただけます。

設定数：３モードマルチアラーム（バイブ/ビープの切り替えトータル設定数）
作動時間：２０秒、設定可能範囲２４時間、設定分単位

設定数：1モード（バイブ/ビープの切り替えトータル設定数）
作動時間：１０秒、最大計測時間２３時間５９分、設定分単位

●リコーエレメックス株式会社お客様相談室フリーダイヤル

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日及び弊社の休日を除きます。）

サービスセンター所在地

〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1218番地の2(F置場)

●サービス取り扱い支店所在地

0573-25-8340  FAX  0573-25-8319

0120-50-8020

・名古屋 支店 〒464-0075 名古屋市千種区内山二丁目14番29号 (今池ビル)

0 5 2 -7 3 4 - 0 5 8 1

・ 東 京 支 店 〒141-8637 東京都品川区五反田二丁目12番19号（五反田NNビル）
0 3 - 3 4 9 5 -15 7 1

保証とアフターサービスについて

●修理用部品の保有期間について
この時計の修理用部品の保有期間は、通常７年を基準にしています。正常なご使
用であれば、この期間中は原則として修理できます。

●修理可能期間について
通常のご使用であれば、保証期間を過ぎても、修理用部品の保有期間中は有料
修理が可能です。ただし、ご使用の状態により著しく異なります。

●ご移転・ご贈答の場合

ご贈答、ご移転などにより、お買上店での保証が受けられない場合は、弊社サー
ビスセンターへお問い合わせください。

保証や修理、その他不明な点がありましたら、弊社サービスセンターにお問い合
わせください。

●その他お問い合わせについて

●保証について
保証書記載のお買い上げ日より1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常
なご使用状態で、万一不具合が生じた場合には、綴じ込みの保証書に従い、無料
で修理・調整いたします。

住所

店名

本保証書は日本国内のみ有効です
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

〒464-0075　名古屋市千種区内山二丁目14番29号 (今池ビル)

販

売

店

3-58(07-11)

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■表示切替

■アラーム表示

■タイマー表示

■アラーム設定

■アラーム停止方法

■アラームオートＯＦＦ機能

■タイマー設定

■タイマーの使用方法

製品仕様

駆動方式

作動温度範囲

使用電池

時間精度

使用ＩＣ

水晶発振周波数

ステップモーター式

－５℃～＋５０℃

ＣＲ２０２５　１個

常温携帯(＋５℃～＋３５℃)において平均月差±２０秒以内

Ｃ／ＭＯＳ－ＬＳＩ

３２，７６８Ｈｚ（Ｈｚ＝１秒間の振動数） アラーム機能

タイマー機能

時刻合わせの際はアナログの時刻を合わせた上でデジタルの時刻を合わせると時刻修正が簡単に行えます。

時刻の合わせ方

■アナログ時刻の合わせ方

アナログの秒針が０秒のところでりゅうずを引き出し秒針を停止させます。りゅうずを回して時・分針を正しい時刻に合わせて下さい。

※時刻合わせの際は正確な時刻より、５～１０分程度進めてから、正確な時刻に合わせることにより正確に合わせることが出来ます。
(時報と同時にりゅうずを軽く押し込んでください。)

※りゅうずを押し込んだ時点でデジタルの秒は００に自動的に修正されます。
※りゅうずを押し込んだ際にデジタルの秒は００となりますが、００～２９秒の間は分は繰り上がりません。３０～５９秒の間は分が繰り上がります。

■デジタル時刻の合わせ方

２秒以上

２秒以上

【通常時】

通常時へ

【秒修正モード(注.1)】 【分修正モード】 【時修正モード】
　を２秒以上押すことで時刻合わ
せモードに切り替わります。(デジ
タルが点滅を始めたらボタンを放
してください。)

通常状態から　を押すと
チャンネル1を意味する
ｃｈ-1を表示後すぐ設定
内容が５秒間表示されま
す。

デジタルの秒が点滅表示します。
　を押しアナログの秒針に合わせて
ください。
合わせたら　を押し次へ。

デジタルの分が点滅表示します。合
わせ終えたら　を押し次へ。

【日修正モード】
　を押すことで月、日の表示方法が入れ替わります。
合わせ終えたら　を押し次へ。

【１２/２４時間制切替】

【年修正モード】【月修正モード】

　を押すことで１２/２４時間制が切り替わり
ます。合わせ終えたら　を押し次へ。

(注.1)デジタルの秒修正について
説明書通りにアナログの時刻修正を行った時点で、アナログ時計の秒針とデジタルの秒は合っていますので修正の必要はありません。
デジタル秒修正が必要な場合は、アナログを０秒で時刻あわせをしなかった場合や、デジタルのみ修正を行う場合です。

※ボタン　を１秒以上押しつづけることにより早送りが可能です。　※修正モード時に２０秒以上ボタン操作がない場合には通常モードに切り替わります。
※２０９９年までフルオートカレンダーです。

※電池交換はムーブメントを損傷したり、ホコリ等の異物が時計内部に侵入し、遅れや止まりの原因となる可能性がありますので、お買い上
げになった店舗または当社のサービスセンターにて行ってください。

アラーム機能説明

タイマー機能説明

製 品 名

製 品 番 号

お買い上げ日

保 証 期 間

年 月 日

お買い上げ日より１年間

ご住所

お名前

様

お

客

様

※アラームｃｈ-2を22時08分のビープに設定する例をご説明いたします。

アラームは３つまで登録可能なマルチアラームです。　を押すたび設定を表示致します。

タイマーの設定数は1つ、設定時間から減算されていくカウントダウンタイマーです。

バイブあるいはビープになっているアラーム設定は１週間以上ボタン操作が無い場合、パワーセーブモードが働き、全ての設定がＯＦＦに切り替わり節電いたします。

アラーム設定表示中　を押す
たびにｃｈ-2・ｃｈ-3と表示
します。

秒修正

タイマー表示中に　を２秒以上長押しするとモード設定が点滅します。
その後はアラーム設定と同じく【バイブ・ビープ設定】→【分設定】→【時設定】とお進みください。
※最大２３時間５９分の計測が可能です。
※秒単位の設定はできません。

デジタルの時が点滅表示します。合
わせ終えたら　を押し次へ。

分修正

【通常時】 【時間表示】(例22時08分)

【日付表示】(例2月25日)【秒表示】(例37秒)

■タイマー停止方法 タイマー起動中、停止するにはボタン　　　　　　のいずれかを押してください。(設定内容は消えません。)

アラーム起動中、停止するにはボタン　　　　　　のいずれかを押してください。

※２４時間計アラームですので、一旦停止いたしますが翌日再度同時刻にアラーム起動します。完全に停止させるには【バイブ・ビープ設定】をＯＦＦにして下さい。

点滅点滅点滅

時修正

年修正

切替

切替 月修正日修正

【分設定】

時が点滅表示します。合わせ終えた
ら　を押し設定が完了いたします。
※アラーム時刻は２４時間表示設定
のみです。

分設定 時設定

スタート ストップ

リセット

アラーム
設定完了

【通常時】 【表示例20時55分バイブ】

バイブ選択状態

【バイブ・ビープ設定】

【分設定】 【時設定】
ボタンで設定 ボタンで設定 ボタンで設定

タイマー
設定完了

【バイブ・ビープ設定】

ビープ
選択状態

ＯＦＦ
選択状態

【表示例5時58分ビープ】 【表示例ＯＦＦ】

アナログの時刻修正が完了したら、デジタル時刻を合わせます。

日が点滅します。
合わせ終えたら　を押し次へ。

月が点滅します。
合わせ終えたら　を押し次へ。

年が点滅します。
合わせ終えたら　を押し次へ。

【通常時】 【表示例10時00分ビープ】

通常状態から　を押すと設定内容が５秒間表示します。

通常状態から　を押すと設定内容が５秒間表示します。

【通常時】 【タイマー表示例】

【タイマー表示例】

【通常時】 【アラーム表示例】

２秒以上

３秒以上

【通常時】

各部の名称

ケース

ＬＥＤデジタル
ディスプレイ

ボタン
時刻表示/数値加算

りゅうず
(アナログ時刻修正)

ボタン
数値変更

タイマーボタン

アラームボタン

タイマーランプ バイブレーション
(振動)ランプ

アラームランプ

(ALARM) (TIMER) (VIBRATION)

ビープ(音)ランプ

設定表示(拡大)

りゅうず

安全上のご注意（安全に正しくお使いいただくために）
●製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

●絵表示の例

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性
が想定される内容です。

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される
内容、および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。

は安全警告シンボルマークです。

電池寿命について

この時計は電池が消耗するとアナログの秒針が２秒運針に切り替わります。それと同時にデジタル表示・アラーム機能が
使用出来なくなります。２秒運針後は約３日で止まるおそれがあります。

※この時計は新しい正常な電池を組み込んだ場合、商品仕様欄に記載された電池寿命の期間作動します。

この時計はデジタルの使用頻度によって電池の消耗が異なります。
●電池寿命の目安
　１日に約３秒間デジタルを３回表示した場合：電池寿命約２年(ＬＥＤ・アラームを使用しない場合：電池寿命約５年)

秒針が２秒運針します。

※この時計には、工場出荷時に時計の機能を点検し、性能を検査するために使用したモニター電池（機能検査用電池）が組み込まれてい
ますので、お買い上げ後、所定の電池寿命に充たないうちに電池寿命が切れることがありますがご了承ください。

時計の取り扱い上のご注意

●振動について
オートバイ、チェーンソー、削岩機などの強い振動が加えられた場合に、一時的に遅
れることがあります。

●防水性能について

※多少の進み遅れが生じることがありま
すが、常温にもどればもとの精度で動き
ます。

※気温－５℃以下、＋５０℃以上の環境下
で長時間放置しますと、止まりの原因に
なったりしますので、ご注意ください。

●温度について

この時計は常温（５℃～３５℃）で腕につけている時により安定した精度が得られる
よう調節してあります。

直射日光の当たるところや、高温になる
ところへ、長時間置かないでください。

寒冷地や、極端に温度の低いところで
は、腕からはずして長時間置かないで
ください。

※りゅうずはきちんと押し込んで、ご使用ください。※日常生活用強化防水時計の場
合、海水に浸した後は、真水で洗い、よく水をふきとってください。

※水中または水滴がついた状態での操作はしないでください。
※温水でのご使用はお止めください。
※時計の内部にも多少の湿気がありますので、外気が時計内部の温度より低い場合には
ガラス面がくもる場合があります。くもりが長時間消えない場合には、お買上店または
弊社サービスセンターにご相談ください。

※水道水は非常に水圧が高く、日常生活用強化防水の時計でも水が入る恐れがある
ため、直接蛇口から水をかけないでください。

●防水性の使用区分
　時計の裏ふたの防水性能表示をご確認の上、下記を参照してください。

区分

ケースの裏ふたの表示

水滴がついた状態でのリュウ
ズやボタンの操作

空気ボンベを使用するスキュー
バダイビング

スキンダイビング（素もぐり）
マリンスポーツなど

水泳や水仕事など長時間水
にふれる場合

洗顔や雨などにより、一時的
にかかる水滴

●化学薬品・有機ガスについて

水銀（体温計を破損した場合など）・化学薬品・ガスなどにふれると、ケース・バンド・文字
板などが変色する場合がありますのでご注意ください。

長くご愛用いただくために
●点検のおすすめ
２～３年に１度の点検をおすすめします。保油状態・汗や水分の侵入の有無などを
、お買い上げ店またはリコークオーツ取扱店に点検をご依頼ください。点検の結
果によっては、修理を必要とする場合があります。

※ただし、固い箇所へ落としたり強くぶ
つけるなど激しいショックを与えない
でください。

●ショックについて

ゴルフやキャッチボールなど、軽ス
ポーツによる影響はありません。

※磁石つき健康器具、冷蔵庫のマグネット
ドアー、電気溶接機、電動マージャン台な
ど強い磁界が発生する器具には近づけな
いでください。

※強い磁気の影響を受けると、一時的に停止して遅れが発生する場合や、動かなくな
る場合があります。

※一般家電品程度の磁気の影響は受けにくくなっておりますが、製品によっては強い
磁界を発生さている場合もあります。なるべく離してお使いいただくことをお勧め
いたします。

●磁気について
テレビ・ステレオ・電話など、一般
家庭用電気製品程度の磁気には、
心配ありません。

磁石には近づけないでください。

使用例

日常生活用防水

の表示がある

日常生活用強化防水

５気圧防水

５BARの表示がある

１０･２０気圧防水

（W.R.） （W.R.） (W.R.)10･20BAR
の表示がある

WATER RESISTANT WATER RESISTANT WATER RESISTANT

●携帯時の注意

●ケースのお取り扱い

●バンドは指が一本入る程度の余裕をもたせ、通気性をよくしてご使用ください。
●りゅうずは汚れやゴミで動かなくなることがありますので、状況に応じ清掃して回
転させてください。

●金属バンドのお取り扱い

●皮革バンドのお取り扱い

点滅 点滅

点滅

点滅

点滅
点滅

点滅
点滅

点滅

●ネジロックりゅうずの取り扱いについて
　一部の製品にねじ込み式のりゅうずが使われています。操作時はりゅうずを左に回
してください。ネジがゆるんでりゅうず操作ができるようになります。りゅうず操作
が終わったら、りゅうずをケースに押しつけながら右に止まるところまでしっかりね
じ込んでください。

【時設定】


