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。
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。
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。
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。

安全上のご注意（安全に正しくお使いいただくために）
この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡また

●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。

警告

注意

●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・下記お客様相談室にご相談くだ
さい。

警告

●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
○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。

注意

●絵表示の例
は安全警告シンボルマークです。

商品の特徴
・この時計は家庭用電源（AC100V）で専用充電器を用いて充電し、フル充電（約30時間）で約2ヶ月駆動する充電時計です。
・LEDライト機能が付いており、暗いところでも時計の文字板を見ることができ、また外部を照らすことができます。

製品仕様
時 計
時間精度

常温携帯(＋５℃～＋３５℃)において平均月差±２０秒以内 フル充電での 約２ヶ月使用可能（フル充電時、１日文字板照明５秒、外部照明
持続時間
充電時は室温により精度が若干プラス・マイナスすることが
20秒使用した場合）
あります。
※ただし、使用条件により電池寿命が短くなることがあります。
作動温度範囲 －５℃～＋５５℃
駆動方式
ステップモーター式
二次電池 1個
過充電防止機能・充電警告表示機能
付加機能
使用電池
水晶発振
３２，７６８Ｈｚ（Ｈｚ＝１秒間の振動数）
周波数
充電器
充電システム
電源電圧

電磁誘導方式

消費電力

AC100V 50/60Hz
室内（風呂場、台所など高温多湿ではないところ）
２．５Ｗ（充電時）

動作環境

０℃～＋４０℃

使用環境

大きさ
重さ
材質

充電器：Ｗ59×Ｌ67×Ｈ72ｍｍ

警告

時計の取り扱い上のご注意
●防水性能について
※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。
警告 ※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。
●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。
※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
日常生活用強化防水
日常生活用防水
区分
をふきとってください。
１０･２０気圧防水
５気圧防水
使用例
※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。
WATER RESISTANT WATER RESISTANT WATER RESISTANT
(W.R.)10･20BAR ※温水でのご使用はお止めください。
（W.R.）
（W.R.）
ケースの裏ふたの表示
５BARの表示がある
の表示がある
の表示がある
※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
洗顔や雨などにより、一時的
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
にかかる水滴
は、お買上店または下記サービスセンターにご相談ください。
水泳や水仕事など長時間水
※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
にふれる場合
恐れがあるため、直接蛇口から水をかけないでください。
スキンダイビング（素もぐり）マ
●ネジロックりゅうずの取り扱いについて
リンスポーツなど
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
空気ボンベを使用するスキュー
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
バダイビング
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
水滴がついた状態でのリュウ
ズやボタンの操作
ろまでしっかりねじ込んでください。
●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。
※多少の進み遅れが生じることがありま
直射日光の当たるところや、
高温になるところへ、長時間
すが、常温にもどればもとの精度で動き
置かないでください。
ます。
寒冷地や、極端に温度の低い ※気温－５℃以下、＋５０℃以上の環境下
ところでは、腕からはずして長
で長時間放置しますと、止まりの原因に
時間置かないでください。
なったりしますので、ご注意ください。
●化学薬品・有機ガスについて

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。

※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。

充電器

(表)
ＡＣアダプタ

ライトボタン

チャージランプ

りゅうず

裏ぶた接地面

ケース
バンド

スタンド

りゅうずを引き出すと秒針が止まります。あらかじめ秒針を
０秒の位置で止め、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。)

(裏)

裏ぶた
裏ぶたには何も貼らないでください。
充電できなくなる場合があります。

ＡＣアダプタターミナル

LEDライトについて
この時計には2種類のLEDライトが付いています。一つのボタン操作で文字板照明・外部照明、その他点滅など切り替えることができます。
通常状態
（LED消灯状態）

長押し

特殊モード
外部照明点滅①
（１秒間に１回点滅）

外部照明点滅②
（3秒間に１回点滅）

文字板照明
５秒点灯

■文字板照明
文字板照明は時計内部の文字板を照らします。
通常状態からライトボタンを1回押すと、時計の文字板が約5秒間照らされます。

外部照明
60秒点灯
文字板照明
連続点灯

外部照明はライトとして使うことができます。
通常状態からライトボタンを2回押すと、約60秒間点灯します。点灯している間にもう一度
ライトボタンを押すと照明が消えます。

注意

長時間プッシュ操作
（長押し）（２秒以上）

どの状態からでもライトボタンを２秒以上長押しすることで特殊モードに入ることが出来ます。
点滅①が開始したらライトボタンから指を離してください。
特殊モードには２種類の点滅と２種類の連続点灯があります。
●外部照明点滅モード①、②
このモードではライトの役割ではなく腕時計を装着している人の存在を知らせるロケーション
モード機能です。
点滅①モード…１秒に１回発光します。フル充電時、約１０時間の点滅を持続します。
点滅②モード…３秒に１回発光します。フル充電時、約1ヶ月の点滅を持続します。

※充電量が少なくなると、照明が暗くなったり残照時間が短くなったりします。さらに充
電量が少なくなるとライトボタンを押しても照明がつかなくなります。このような場合は
、充電を行ってください。
※充電量が少なくなり照明が点灯しなくなると、２秒運針に切り替わりますが時刻は正
確です。
※特殊モードでのLEDライト消し忘れにご注意ください。

注意

※光を直接目に当てたり長く見つめないでください目を傷める原因となります。

充電について
充電量が残り少なくなったら充電を行ってください。少なくとも2ヶ月に1回充電をお勧めします。
※フル充電には約30時間が必要です。

■充電警告表示機能
この時計は充電警告表示機能を備えていて、秒針の動きで充電量が少なくなっていることを確認することが出来ます。
秒 針

表示内容

※充電不足になりましたら速やかに充電を行ってください。
※充電警告表示の時に秒針が2秒ずつ進んでも、時刻は正確です。
※時計が停止した場合は、充電して正常な機能が回復してから、時
刻を合わせ直してご使用ください。
2秒運針 充電量が少なくなり数日以内に充電することが必要です。
1秒運針 充電量は良好で、通常時刻表示です。

停止

充電量空です。機能は充電後に復帰します。

■充電の仕方
充電方法は時計の裏ぶた面を下にして、充電器に載せるだけで簡単に充電することが出来ます。
①ACアダプタを充電器の側面のACアダプタターミナルに接続します。
②ACアダプタをAC100Vのコンセントに差し込んで、充電器のチャージランプが点灯していることを確認します。

注意

※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。
●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。

感電、発煙、火災の原因となる場合がありますので必ずお読みください。
●設置場所のご注意

●充電器使用上の注意

注意

注意

注意

短時間プッシュ操作
（２秒以下）

※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。

●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エレメックス時計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。
※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。
●携帯時の注意
※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。
注意
※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。
●ケースのお取り扱い
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。
注意 ※万一かぶれたときは直ちに医師にご相談ください。
●金属バンドのお取り扱い
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。
注意 ※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。
●皮革バンドのお取り扱い
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。
注意 ※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。

●連続点灯モード
外部照明・文字板照明連続点灯モードいずれもフル充電時、約１時間の点灯を持続します。

■矢印の説明

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。

充電器の取り扱い上のご注意

■外部照明

■特殊モード
外部照明
連続点灯

※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。

●磁気について

長くご愛用いただくために

時刻の合わせ方

時 計

※やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため幼児の手の届かない所に保管してください。
※二次電池を万が一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談して治療を受けてください。

●ショックについて

ACアダプタ：230g
プラスチック（ABS樹脂）

各部の名称

※お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。
※この時計に使われている二次電池以外の電池は絶対に使用しないでください。無理に水銀電池など他の種類の電池を使い、万一充電されると
過充電となり電池が破裂して時計の破損および人体を傷つける危険がありますので、絶対におやめください。
※二次電池を他社の充電時計または一般の時計には使用しないでください。

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。

ACアダプタ：Ｗ51×Ｌ62×Ｈ40.5ｍｍ
充電器：60g

表紙

この時計に使われている二次電池は充電・放電を繰り返し行えるため、一般電池のような定期的な電池交換の必要がありません。

二次電池の取り扱いについて

注意

注意 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。

取扱説明書の折畳み方

二次電池の取り扱いについて

●製品を安全に正しくお使いいただき、自分自身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。

警告 は重傷を負う可能性が想定される内容です。

※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、充電器および
ACアダプタです。それ以外は保証の対象外
です。
・保証の対象となる修理・調整は、時計・充電
器・ACアダプタ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取扱説明書「サービ
スセンター所在地」の欄に記載されている
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。
（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。
（f）本保証書のご提示がない場合。
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・充
電器などに、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。

保証規定

〒464-0075 名古屋市千種区内山二丁目14番29号 (今池ビル)

販 住所
売
店
店名

お 名前

ご住所
�
客
様

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

日
年
月
お買い上げ日より１年間
お買い上げ日
保証期間

製 品 名

製品番号

保

証

６６５

書

取 扱 説 明 書
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電圧がAC100V以外のコンセントには接続しないでください。故障の原因になります。

③ご購入後初めて充電される場合は、時計の裏ぶたから透明の保護シールを必ずはがしてください。
④時計の表面（ガラス面）を上にして、図のように時計を充電器の裏ぶた接地面の中心に合わせて載せます。
⑤時計のLEDを確認します。外部照明が点滅していれば充電開始しています。
●時計の照明が点滅しない場合
・時計の裏ぶたに透明の保護シールがないことを確認してください。
・時計と充電器の裏ぶた接地面の間に汚れやホコリ、その他の異物がないことを確認し、あれば取り除きます。
⑥充電が完全に行われると、LEDが点滅から点灯に変わります。
⑦充電が完了したら、時計を充電器から外して、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
※時計と充電器は充電中に若干暖かくなりますが、異常ではありません。
※充電器はこの時計以外にはご使用にならないでください。
※充電器をご使用でない時は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
※電池残量が0に近い時は、充電器に時計を載せてからLEDの点滅が始まるまでに時間がかかることがあります。
※充電について不具合があった場合には取扱説明書「サービスセンター所在地」の欄に記載されているサービスセンターに
お問い合わせください。

○電源及び電源コードの取り扱い
・ACアダプタのコンセントは必ずAC100Vを使用してください。（AC100V以
外ではご使用できません。
・電源コードが傷ついたときは使用しないで下さい。
・電源コードの上に重いものをのせたりしないでください
○水などの液体に対しての取り扱い
・充電器、ACアダプタを濡らさないで下さい。
・濡れた手で充電器やACアダプタ、電源コードに触れないでください。感電
するおそれがあります。
・万一水などの液体が充電器やACアダプタにかかった場合は、直ちにコン
セントから抜き取ってください。
○その他
・分解、改造をしないでください。
・充電中に充電器を布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

●充電器の磁気について

注意

・充電器に磁気カードなどを近づけないでください。磁気データが消えてしまう
ことがあります。
・この充電器は微弱ながら磁気を発生させます。したがってフロッピーディスク
、キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカードなどの磁気記録を利用し
ているものやラジオ・テレビ・医療用電気機器に影響が出る場合があります
ので充電器に近づけないでください。
・この充電式時計以外の金属系のものを載せると高温となり、危険な場合があ
りますので行わないでください。

充電器の設置場所によっては危険な場合がありますので、下記注意事項をお守りく
ださい。
○落下してけがや故障の原因となる場合
・ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所や乳幼児の手の届く
場所に置かないでください。
○機器の変形、故障の原因となる場合
・湿気やほこりの多い場所、また高温となる場所に置かないでください。
注意 ・直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温の場所に置かないで
ください。
○感電の原因となる場合
・風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。

●充電器のお手入れのご注意
充電器本体は水洗いできませんので柔らかい布などで乾拭きしてください。特に汚
れがひどい場合には硬く絞った布で水拭き後乾拭きし、よく乾燥させてからご使用く
ださい。
・感電の恐れがありますので、水拭き前に必ずコンセントから抜いてお手入
れしてください。
・充電器の変色、変形の恐れがありますので、シンナー、ベンジンなどの溶剤
注意 は絶対に使用しないでください。
・ACアダプタについたほこりは拭き取ってください。火災の原因となります。

●充電器の保管について
充電器・ACアダプタを使用しない時はコンセントから抜いて、専用ケースに入れ高
温・多湿の場所をさけて保管してください。

保証とアフターサービスについて
AC100Vコンセント

●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。
●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。
●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、通常製造後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。
●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、下記サービスセンターへお問い合わせください。
●その他お問い合わせについて
保証や修理、その他不明な点がありましたら、下記サービスセンターにお問い合わせください。

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)
●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

0573-25-8340 FAX 0573-25-8319
0120-50-8020
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日及び弊社の休日を除きます。）

●サービス取り扱い支店所在地
・ 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）
・ 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)
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