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S1: 潮汐/スタートボタン
S2: ストップ/リセットボタン
S3: モードボタン
S4. セットボタン
S5: ライトボタン

特別機能：
本Freestyle製品にはHydro Pusher®が搭載さ
れています。これらのボタンは動水圧3ATM（水深
ではありません）下で押すことができます。

表示モード：
この時計には次の7つの表示モードがありま
す。NORMAL TIME（ノーマルタイム1：TIME-
1）、TIDE（潮汐）、CHRONOGRAPH（クロノグ
ラフ：CHRONO)、TIMER（タイマー）、HEAT 
TIMER（ヒートタイマー）、ALARM（アラーム）、 
FOREIGN TIME（海外タイム：TIME -2)。

表示モードを変換するには、S3ボタンを1回押
してください。

注：設定中に、約30秒間ボタンの操作が行われな
かった場合には自動的に入力データが保存され
設定が終了します。

ノーマルタイム・カレンダーの設定：
1. S3ボタンを押してNORMAL TIMEモード

を選択します。
2. S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET 

TIME-1」の文字が表示されて、年の桁が点
滅します。S１ボタンを押すと数字が1ずつ上
昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減
少します。ボタンを長押しすると早く進みま
す。

3. S3ボタンを押します。月の桁が点滅しま
す。S１ボタンを押すと数字が1ずつ上昇しま
す。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少しま
す。ボタンを長押しすると早く進みます。

4. S3ボタンを押します。日付の桁が点滅しま
す。S１ボタンを押すと数字が1ずつ上昇しま
す。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少しま
す。ボタンを長押しすると早く進みます。

5. S3ボタンを押します。時桁（12時間表示の
AM/PMを含む）が点滅します。S１ボタンを
押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを
押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長
押しすると早く進みます。

6. S3ボタンを押します。分桁が点滅します。S１
ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2
ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボ
タンを長押しすると早く進みます。

7. S3ボタンを押します。秒桁が点滅します。S1
ボタンまたはS2ボタンを押して秒桁をゼロ
に設定します。

8. S3ボタンを押します。時刻フォーマットの設
定が点滅します。S1あるいはS2ボタンを押
すと12時間表示と24時間表示が切り替わ
ります。12時間表示では、午前0:00 ～午
前11:59にA.M.の文字が表示され、午後
12:00～午後11:59にP.M.の文字が表示さ
れます。

9. S3ボタンを押します。カレンダーフォーマッ
トの設定が点滅します。S1ボタンまたはS2
ボタンを押して、日付表示フォーマットを
MM-DD-YY（月－日－年）、DD-MM-YY（
日－月－年）、YY-MM-DD（年－月－日）か
ら選択します。

10. S3ボタンを押します。曜日の言語設定が点滅
します。S1ボタンまたはS2ボタンを押して、
英語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語
から選択します。

11. S3ボタンを押します。毎時お知らせチャイ
ム の設定が点滅します。S1あるいはS2ボタ
ンを押すと、毎時お知らせチャイムの設定の

ON/OFFが切り替わります。
12. S3ボタンを押します。ボタン音の設定が点滅

します。S1ボタンまたはS2を押すとボタン音
の設定のON/OFFが切り替わります。ボタン
音のオプションにより、ボタンを押したときに
ボタン音が鳴ります。

13. S3ボタンを1回押すと、潮位表示の単位の設
定が点滅します。S1ボタンまたはS2を押す
と潮位表示の単位のメートル/フィートが切
り替わります。 

14. 全ての設定が終わったらS4を押して設定を
決定します。

注：曜日は日付に従って自動的に計算されます。

注：日付は選択されている日付表示フォーマット
で表示されます。ただし、設定時には選択している
日付表示フォーマットに関わらず常に月、日、年の
順で表示されます。

NORMAL TIMEモードの表示フォー
マット：
NORMAL TIMEモードには次の3つの表示フ
ォーマットがあります。日付/時刻、潮汐/時刻、
ビッグタイム。

表示モードを変更する場合は、S1ボタンを1回
押してください。

時刻 / 日付：

潮汐/時刻:
 

潮汐/時刻のフォーマットでは、次の潮時が12時
間表示でAまたPの文字と共に表示されます。Aは
A.M.、PはP.M.を表します。

ビッグタイム：

ビッグタイムのフォーマットでは、時刻フォ
ーマットが12時間表示に設定されていても
A.M./P.M.は表示はありません。シャークのヒレの
アニメーションが一分に一度表示されます。偶数
分にはシャークのヒレが左から右へひとつづつ移
動します。奇数分には右から左へ動きます。

注：FOREIGN TIMEモードでは日付/時刻、潮
汐/時刻の2つの表示フォーマットのみです。

潮汐モードの設定：
1. S3ボタンを押してTIDEモードを選択します。

選択したお気に入りの潮汐ロケーションの
番号と名称が表示されます。

2. 約2秒後に、（前回の使用に基づき）4つのデ
ータ表示モード（TIDE STATUS GRAPH（
潮汐表）/DATA OF NEXT TIDE（次回の潮
汐データ）/SUNRISE TIME（日の出時刻）/
SUNSET TIME（日の入時刻））のいずれか
が表示されます。

3. いずれかの表示モードで、S4ボタンを約4秒
間長押しします。「SET TIDE LOCATION」
のメッセージが標示されてお気に入りの潮汐
ロケーションの番号が点滅します。

4. S1ボタンを押すとお気に入り番号が進みま
す。S2ボタンを押すとお気に入り番号が戻り
ます。番号を選択してロケーションを設定し
ます。

5. S3ボタンを押します。地域入力が点滅しま
す。S1ボタン（進む）またはS2ボタン（戻る）
を押して、選択した潮汐ロケーションの地域
を設定します。

6. S3ボタンを押します。ロケーション入力が点
滅します。S1ボタン（進む）またはS2ボタン（
戻る）を押して、選択した潮汐ロケーションの
ロケーションを設定します。

7. S3ボタンを押します。DST (夏時間) の設定
が点滅します。S1ボタンまたはS2ボタンを
押すと、順にOFF、ON、AUTOに切り替わり
ます。AUTOが選択されている場合は、選択

しているロケーションのDSTが自動的に適
用されます。DSTをONにすると、DSTのアイ
コン が表示されます。

8. S3ボタンを押します。設定するロケーション
の潮汐データへの時間オフセット（分単位）
が点滅します。S1ボタン（進む）またはS2
ボタン（戻る）を押してオフセットします。（オ
フセットは-180、-170、…-10、0、+10…
、+170、+180分まで可能です。）オフセット
によってDSTステータスが変更になることは
ありません。

9. S3ボタンをします。設定するロケーション設
定が点滅します。S1ボタンまたはS2ボタン
を押すとYES/NOが切り替わります。NOが
選択されている場合は、そこで設定が終了し
ます。そうでない場合は、続けて選択した潮
汐ロケーションの名称を18文字で設定しま
す。

10. S3ボタンを押すと、ロケーション名入力（18
文字まで）の1文字目が点滅します。S1ボタン

（進む）またはS2ボタン（戻る）を押すと、ア
ルファベットの文字を進めたり戻したりする
ことがができます。S3ボタンを押すと次の文
字の設定へ進みます。

11. 全ての設定が終わったらS4を押して設定
を決定します。

注：潮汐ロケーションの地域およびロケーショ
ンの詳細については、本使用説明書の最後の
ページの「潮汐ロケーション一覧」を参照して
ください。

潮汐データ、日の出・日の入データの使用：
1. S3ボタンを押してTIDEモードを選択します。

選択したお気に入りの潮汐ロケーションの番
号と名称が表示されます。

2. 約2秒後に、（前回の使用に基づき）4つのデ
ータ表示モード（TIDE STATUS GRAPH（
潮汐表）/DATA OF NEXT TIDE（次回の潮
汐データ）/SUNRISE TIME（日の出時刻）/
SUNSET TIME（日の入時刻））のいずれかが
表示されます。

3. データ表示モードを変換するには、S4ボタン
を1回押してください。

潮汐表：

潮汐表モードで、S1ボタン（進む）またはS2ボタン
（戻る）を押すと、前回及び次回の潮位を30分間
隔の潮汐表で確認することができます。

注：潮汐表は30分毎に更新されます。

DATA OF NEXT TIDE（次回の潮汐データ）：

DATA OF NEXT TIDE（次回の潮汐データ）モ
ードで、S1ボタンまたはS2ボタンを押すと、前
回及び次回の潮汐データを表示することができ
ます。次回の潮時は、12時間表示でAまたPの
文字と共に表示されます。AはA.M.、PはP.M.を
表します。

日本語
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SUNRISE TIME（日の出時刻）：
 

SUNRISE TIME（日の出時刻）モードで、S1ボタ
ンまたはS2ボタンを押すと、前回及び次回の日の
出時刻が表示されます。

SUNSET TIME（日の入り時刻）：
 

SUNSET TIME（日の入時刻）モードで、S1ボタ
ンまたはS2ボタンを押すと、前回及び次回の日の
入時刻が表示されます。

注：4つの表示モード全てにおいて、S1ボタンまた
はS2ボタンを長押しして「SCAN」の文字が表示
されると、データのスキャンが開始します。S1は進
む、S2は戻るです。希望の日付が表示されたらボ
タンを離します。

「SCAN」の文字が表示されている状態で日付の
スキャンを停止し、S1ボタンを押すと日付が1日
ずつ進み、S2ボタンを押すと1日ずつ戻ります。い
ずれかのボタンを長押しすると日付のスキャンが
再開します。潮汐データがない最も最近の日付が
検知されるとスキャンは自動的に停止します。

注：その日付に潮汐データがない場合は、「NO 
TIDE DATA FOR DATE」(この日の潮汐情報は
ありません)と表示されます。

注：時刻フォーマット、カレンダーフォーマット、
潮位の単位設定はNORMAL TIMEモードと
同じです。

クロノグラフの使用：
1. S3ボタンを押してCHRONOGRAPHモード

を選択します。
2. その時点でのクロノグラフの状態（停止/計測

中/リセット）が表示されます。
3. 停止したカウントを再開する場合はS1ボタ

ンを押します。
4. 新しく測定しなおす場合は、まずクロノグラフ

をゼロにリセットしてください。
 S2を押して測定を停止してから、S2ボタンを

長押ししてゼロにリセットしてください。

経過タイムの計測：
CHRONOGRAPHモードにします。
1. S1ボタンを押して測定を開始します。
2. 測定を停止するにはS2ボタンを押します。S1

ボタンを押すと、停止した時点からカウント
を再開します。

3. ゼロにリセットするには、S2ボタンを押して測
定をストップしてからS2ボタンを長押します。

注：クロノグラフの測定中に他のモードに切り
替えることも可能です。タイマーを使用している
場合はクロノグラフ  のアイコンがNORMAL 
TIME とFOREIGN TIME モードの画面に表
示されます。

注：ストップウォッチでは最大99：59.59.99（99
時間59分59.99.99秒）までカウントすること
ができます。

タイマーの設定：
1. S3ボタンを押してTIMERモードを選択

します。
2. S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET 

TIME」の文字が表示されて、時桁が点滅しま
す。S１ボタンを押すと数字が1ずつ上昇しま
す。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少しま
す。ボタンを長押しすると早く進みます。

3. S3ボタンを押します。分桁が点滅します。S１ボ
タンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタ
ンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを
長押しすると早く進みます。

4. S3ボタンを押します。秒桁が点滅します。S１ボ
タンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタ
ンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを
長押しすると早く進みます。

5. S3ボタンを押すと、終了アクション*の選択肢
が点滅します。S1ボタンまたはS2ボタンを押
して、STOP AT END (終了後停止)、REPEAT 
AT END (終了後リピート)、UP AT END (終
了後停止)のいずれかを選択します。

6. 全ての設定をし終えたら、S4を押して設定を
決定します。

注*:　終了アクション設定について：
a) STOP AT END – タイマーはカウントがゼロ

になった時点で停止します。
b) REPEAT AT END – タイマーはカウントがゼ

ロになった時点で再度カウントダウンをリピー
トします。リピートナンバーが更新されます。

c) UP AT END – タイマーはカウントがゼロに
なったら、そのまま続けてカウントアップを行
います。カウントアップは最大23時間59分59
秒までです。

タイマーの使用：
1. S3ボタンを押してTIMERモードを選択

します。
2. S1ボタンを押してカウントを開始します。
3. カウントを停止するにはS2ボタンを押しま

す。S1ボタンを押すと、停止した時点からカウ
ントを再開します。

4. タイマーをもう一度セットするには、S2ボタン
を押してカウントを停止してからもう一度S2ボ
タンを押します。

5. カウントダウンが終了すると、終了アクションの
選択が適用されます。

STOP AT END が選択されている場合は、タイマ
ーはカウントがゼロになった時点で停止します。
お知らせ音が鳴り、バックライトが点灯します。

REPEAT AT END が選択されている場合は、タ
イマーはカウントがゼロになった時点で再度カウ
ントダウンをリピートします。リピートナンバーが
更新されます。タイマーの設定が30秒未満の場
合は、タイマーはお知らせ音を発してカウントをリ
ピートします。設定が30秒以上の場合は、お知ら
せ音を発し、バックライトが点灯し、カウントがリ
ピートされます。

UP AT ENDが選択されている場合は、タイマー
はカウントがゼロになった後、最大23時間59分
59秒までカウントアップします。お知らせ音が鳴
り、バックライトが点灯します。

注：タイマーのカウントを継続したまま他のモー
ドに切り替えることができます。タイマー使用時
は、タイマーのアイコン  (STOP AT END) / 

 (REPEAT AT END) /  (UP AT END) が
NORMAL TIMEモード及びFOREIGN TIMEモ
ードの画面に表示されます。

ヒートタイマーの設定：
1. S3ボタンを押してHEAT TIMERモードを

選択します。
2. S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET 

TIME」の文字が表示されて、分桁が点滅
します。

3. S１ボタンを押すと数字が5ずつ進み、S2ボタ
ンを押すと5ずつ戻ります。ボタンを長押しする
と早く進みます。

4. 全ての設定が終わったらS4を押して設定を
決定します。

注：ヒートタイマーでは最大35.00（35分）までカ
ウントすることができます。

ヒートタイマーの使用：
1. S3ボタンを押してHEAT TIMERモードを

選択します。
2. S1ボタンを押してカウントを開始します。
3. カウントを停止するにはS2ボタンを押しま

す。S1ボタンを押すと、停止した時点からカウ
ントを再開します。

4. ヒートタイマーをもう一度セットするには、S2
ボタンを押してカウントを停止してからもう一
度S2ボタンを押します。

5. カウントダウンが終了した時点で、お知らせ音
が鳴りバックライトが点灯します。

注：ヒートタイマーのカウントを継続したまま
他のモードに切り替えることができます。タイマ
ーの使用時は、ヒートタイマーのアイコンが  
NORMAL TIME モードとFOREIGN TIME モ
ードの画面に表示されます。

注：ヒートタイマーはタイマーとは別の機能です。
両方の機能を同時に使うことが可能です。

アラームの設定：
1. S3ボタンを押してALARMモードを選択

します。
2. S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET 

TIME」の文字が表示されて、時桁が点滅
します。S1ボタンまたはS2ボタンを押す
と、ALARM １とALARM 2が切り替わ
ります。

3. S3ボタンを押します。時桁（12時間表示の
AM/PMを含む）が点滅します。S１ボタンを押
すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押す
と数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しす
ると早く進みます。

4. S3ボタンを押します。分桁が点滅します。S１ボ
タンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタ
ンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを

長押しすると早く進みます。
5. S3ボタンを押すと、定期アラームの設定が点

滅します。S1ボタン（進む）またはS2ボタン（戻
る）を押して、アラーム設定をDAILY（毎日）、

 WEKDAYS（平日）、WEEKENDS（週末）、
 SUN～MON（特定の曜日）、WKLY（日曜から

土曜まで）から選択します。
6. 全ての設定が終わったらS4を押して設定を

決定します。

注：アラーム設定の時刻はNORMAL TIMEで設
定した表示フォーマットで表示されます。

注：設定後、アラームは自動的にONになります。

アラームON/OFFの設定：
1. S3ボタンを押してALARMモードを選択

します。
2. S1ボタンを押すとALARM 1とALARM 2が

切り替わります。
3. S2ボタンを押すとアラームがONになります。

定期アラームの設定が表示されます。
4. S2ボタンを押すとアラームがOFFになります。

「OFF」の文字が表示されます。

アラーム・毎時お知らせチャイムが鳴ったら：
毎時お知らせチャイム機能がONになっている場
合は一時間ごとにお知らせ音が鳴ります。

アラームがONの場合は、指定の時間に20秒間
アラーム音が鳴り、バックライトが点灯します。
音を止めたいときは、いずれかのボタンを押し
てください。 

アラームを停止しなかった場合には、しばらくする
と自動的にスヌーズモードに入ります。アラームは
5分後に一度だけ鳴ります。

海外タイム・カレンダーの設定：
1. S3ボタンを押してTIME 2モードを選択

します。
2. S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET 

TIME-2」の文字が表示されて、年の桁が点滅
します。S１ボタンを押すと数字が1ずつ上昇し
ます。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少しま
す。ボタンを長押しすると早く進みます。

3. S3ボタンを押します。月の桁が点滅します。S１
ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボ
タンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタン
を長押しすると早く進みます。

4. S3ボタンを押します。日付の桁が点滅しま
す。S１ボタンを押すと数字が1ずつ上昇しま
す。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少しま
す。ボタンを長押しすると早く進みます。

5. S3ボタンを押します。時桁（12時間表示の
AM/PMを含む）が点滅します。S１ボタンを押
すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押す
と数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しす
ると早く進みます。

6. S3ボタンを押します。分桁が点滅します。S１ボ
タンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタ
ンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを
長押しすると早く進みます。

7. 全ての設定が終わったらS4を押して設定を
決定します。

注：FOREIGN TIMEでは、年・月・日付・時間・分
の桁のみ設定が可能です。その他の設定全ては
NORMAL TIMEモードとFOREIGN TIMEモー
ド間で共通です。

バックライトの使用：
S5ボタンを押すと約3秒間バックライトが点
灯します。

日本語

カーボンフットプリントの減少を目的と
してFreestyleの取扱説明書は大豆イ
ンキとリサイクル紙を使用しています 20
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現在の日付

次回の日の入時刻

現在の日付

次回の日の出時刻
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