
 ■製品の特長�  ■各表示への切り替えかた�  ■時刻の合わせかた　　「TIME」�

 ■計算機の使いかた　　「CALC.」�

 ■ストップウオッチの使いかた� ■ストップウオッチの使いかた　　「STOP-W.」� ■タイマーの使いかた　　「TIMER」�

・この時計は、放送業務などを中心に考えた時間計測機能（タイマー・ストップウオッチ）�
　のほかに、60進法の数値をそのまま入力・計算できる計算機能をもっています。�
�
１．10キーと時分秒キー入力により、60進法の時間数値の加算・減算計算ができます。�
　　計算結果は、タイマー、ストップウオッチ機能のスタート時間としても使用できます。�
�
２．タイマーは、１秒単位で最大99時間59分59秒の設定が可能です。�
　　タイムアップ後は、数値に「－」表示をつけ、タイムオーバー時間を計測表示できます。�
　　スタートからの経過時間も表示が可能です。�
�
３．ストップウオッチは１秒単位の100時間計です。�
　　100時間経過後は、０秒からの計測を継続します。スプリット機能もあります。�
�
４．時刻表示は、24時間制を基本としていますが、12時間制表示もできます。�
�
５．使用環境に影響しないよう操作上の確認音は無い仕様になっています。�

分�時� 秒�

ボタン�A

表示切替スイッチ�

時分秒キー�

10キー�
（０～９の数字）�

マイナス�
［－］�

プラス�
［＋］�

イコール�
　［＝］�

経過時間�
表示キー［　］�

時刻表示キー［　］�

計算結果呼び出し�
キー［Call］�

クリアキー�

表示部�
　上段：時刻表示�
　下段：計測時間表示�

ボタン�B

※裏側の中央に名前などを書いたテー�
　プが貼れるように、へこみがありま�
　すのでご利用下さい。�

・この時計は使用用途別に４つの表示をもっています。�
・それらの表示へは、表示切替スイッチで切り替えます。�

表示切替スイッチ�

表示切替スイッチの位置�

計算機表示：「CALC.」� 時刻表示：「TIME」�

ストップウオッチ表示：［STOP-W.］�

各表示の機能は独立していますので、計測中でもこの操作は可能です。�

タイマー表示：「TIMER」�

時刻表示の点灯・消灯を選択できます�

・時刻表示を除いた「計算機表示」「タイマー表示」「ストッ
プウオッチ表示」においては、パネル上段の時刻表示の点
灯と消灯が選択できます。�
［　］キーを押すたびに上段の時刻表示の点灯・消灯が選択
できます。�

［ご注意］�
・時刻表示以外のどの表示においても、この選択は有効です。�
・各表示ごとに点灯、消灯の選択はできません。�
・時刻表示では必ず時刻が表示されます。また、［　］キー
は効きません。�

〈時刻表示あり〉� 〈時刻表示なし〉�

〈例〉�

・この時計の時刻合わせには、10キーと時分秒キーを使います。�
・24時間制が基本となっていますが、12時間制での表示も可能です。�
表示切替スイッチを「TIME」に合わせてください。�
ボタン　 を押す毎に表示が変わります。この操作をし�
ても時刻は正しく動き、修正されません。�

→�

A

A A

A

→�

〈秒合わせ状態〉＊� 〈時刻設定状態〉＊�〈12/24時間制選択状態〉＊�
A

→�

〈時刻表示〉�

［ご注意］上記の〈時刻表示〉以外の〈○○状態〉＊で１～２分間放�
　　　　　置しますと、自動的に〈時刻表示〉に戻ります。�

［　］キー�

1
2

↑� ↓�

〈時刻設定状態〉において10キーと時分秒キーを使って時刻を合わせます。�
〈例〉「午前10時」に合わせる場合。�
　　キーの操作：［１］［０］［時］［０］［分］［０］［秒］�

↑�
以下は省略可能です。�

または、［１］［０］［０］［０］［０］［０］�

［ご注意］�
　・10キーと時分秒キーを使う方法と、10キーのみで合わせる方法とがありますので、合わせる時刻�
　　によって、選択してください。（詳しくは→［計算機の使いかた］の数値入力を参照）�
　・入力を間違えた場合は、クリアキー［C/CE］を押して最初から入力してください。�
　・「時」桁は24時間制の数値で入力してください。（午後２時の場合は「14時」と入力します）�
　・入力をしない桁は、「０」として扱われます。（→［計算機の使いかた］を参照）�

時報と同時にボタン　 を押してください。〈時刻表示〉になり設定した時刻から時計が動き始めます。�

［ご注意］�
　・設定時刻が「23：59  59」を越えた場合は、〈時�
　　刻設定状態〉に戻ります。�
　・「分」と「秒」桁に「60」以上の数値を入れた場�
　　合は、ボタン　 を押したとき「時」または「分」�
　　へ桁上げします。�
　・12時間制を選択してある場合、設定時刻を12�
　　時間制の数値に置き換え、スタートしますので�
　　ご注意ください。�
　・時刻を設定しない状態で、ボタン　を押すと、修�
　　正されずにそれまでの時刻表示が表示されます。�

→�

（それまでの時刻表示）�

秒合わせのしかた　（30秒以内の遅れ・進みの修正は簡単にできます）� 12／24時間制の切り替えのしかた�

・ふだんのご使用では秒だけを合わせ直すことが多いと思います。�
・そんなときは、この操作で簡単に秒合わせができます。�

〈時刻表示〉においてボタン　 を押して〈秒合わせ状態〉�
にします。�

AB

B

B
B

→
�

A B

B
時報に合わせボタン　 を押します。「０」秒に合います。�

［ご注意］�
・秒表示が30～59秒の時ボタン　 を押すと「分」が１分�
　くり上がり、「０」秒に合います。�
・30秒以上の修正の場合は、時刻の合わせが必要です。�
・ボタン　 を押すと自動的に〈時刻表示〉になります。�

B

B

・放送業務では、24時間制を中心に時刻を扱うため、この時計も24時間制を�
　基本と考えています。�
・12／24時間制の時刻表示を選択できます。�

〈時刻表示〉においてボタン　 を３回押して〈12／24時間制選択状態〉に�
します。�
ボタン　 を押す毎に「24時間制」と「12時間制」の切り替えができます。�

A

B

〈24時間制表示〉�

B

〈12時間制表示〉�

［ご注意］�
・この切替は各表示における時刻表示に有効です。�
・12時間制表示において午前午後の表示はありません。�

B

・60進法の数値で扱う時間の加減算ができます。�
・最大±99時間59分59秒の数値まで、計算できます。�
・数値の入力方法は、10キーと時分秒キーを使った入力と、10�
　キーのみを使った入力ができます。�
・ここで求めた計算結果は、タイマー・ストップウオッチ表示�
　のスタート時間として呼び出し使用できます。�

数値入力のしかた�
計算をする前に10キーと時分秒キーを使った数値入力方法を�
覚えましょう！�

●２つの入力方法があります。�
　〈10キーのみで数値を入れる方法〉�
　　・［０］～［９］のキーのみを使って入力する方法です。�
　　・比較的に小さい数値を入れるときに便利です。�
　〈10キーと時分秒キーを使い数値を入れる方法〉�
　　・［時］［分］［秒］キーを使い時間を入力する方法です。�
　　・「２時間」といったようにすべての桁に数値がないような�
　　　場合には、便利です。�

3

4

1

2

1

2

［ご注意］�
・数値の入力の前に［C/CE］キーを押
して表示を「０」にしてください。�
・これらの方法は数値入力途中では併用
はできませんのでご注意ください。た
とえば、次のような入力はできません。�
　〈例１〉時桁を［２］［時］と入力した

あと、分以下の桁を10キーの
みで入力すること。�

　〈例２〉［２］［１］［５］と入力したあ
と、［分］を押して２時間15
分とすること。�

・「タイマー表示」や「ストップウオッチ
表示」における最初の時間セットでも
同じ方法による入力となります。�

分�時� 秒�

●入力方法の詳細説明�
表示切替スイッチを「CALC.」に合わせます。�
　10キーのみによる入力�
　・電卓のように上の桁から順番に、数値のない桁は「０」を入れていく方法です。�
　　〈例１〉２時間15分10秒　　　　　　　　　�
　　　　　　［２］［１］［５］［１］［０］　 �
　　〈例２〉15分２秒�
　　　　　　［１］［５］［０］［２］　　　　�
　　〈例３〉10時間８秒�
　　　　　　［１］［０］［０］［０］［０］［８］　�

・数値を間違えて入力してしまった場合は、［C/CE］キーを押し最初から入力してください。�
・60分または60秒以上の数値が入力された場合、数値入力終了し、［＋］［－］［＝］キーが入力�
　されると桁上げ処理が実行されます。（この時、「″」マークが点灯します。）�
・この時「99時間59分59秒」を越える数値となった場合は、エラーとなり「Error」が表示され�
　ます。エラー表示からは［C/CE］キーで「０」表示に戻せます。�

［C/CE］�

10キーと時分秒キーを使った入力�
・時分秒キーを数値の後で入力する方法です。すべての桁に数値がない場合に便利な入力方法です。�
　〈例１〉２時間15分10秒�

［ご注意］�

→
�

［２］［時］［１］［５］［分］［１］［０］［秒］　→この場合は10キーが便利。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑省略可能�
　　　　　　　　　　　　（最後の［秒］キー入力で「″」マークが点灯します。）�

〈例２〉15分２秒�
　　　［１］［５］［分］［２］［秒］　　→数値のある桁から入れます。�
　　　　　　　　　　　　　　　　↑省略可能�
〈例３〉10時間８秒�
　　　［１］［０］［時］［８］［秒］　→この場合、分桁の入力は必要ありません。�
　　　　　　　　　　　　　　　　↑省略可能�

［ご注意］�
　・数値を間違えて入力してしまった場合は、［C/CE］キーを押し最初から入力してください。�
　・「時」、「分」、「秒」には３桁以上は入りません。最初に数値を３桁以上入れると、時分秒キーが�
　　無効になり自動的に「10キーのみ入力」になります。�
　・60分または60秒以上の数値が入力された場合、数値入力終了し、［＋］［－］［＝］キーが�
　　入力されると桁上げ処理が実行されます。（この時、「″」マークが点灯します。）�
　・この時「99時間59分59秒」を越える数値となった場合は、エラーとなり「Error」が表示され�
　　ます。エラー表示からは［C/CE］キーで「０」表示に戻せます。�
�

加算の方法　たし算のしかた�
　一般的な計算�
　・数値を入力し、［＋］キーを押し、再び数値を入力し、［＝］キーを押すと加算ができます。�
　　〈例〉「３分25秒」＋「２分１秒」＝�
　　　　　［３］［２］［５］［＋］［２］［０］［１］［＝］�
　連続して加算する場合�
　　〈例〉「１分15秒」＋「34秒」＋・・＋15分３秒＝�
　　　　　［１］［１］［５］［＋］［３］［４］［＋］・・［＋］［１］［５］［３］［＝］�

減算の方法　ひき算のしかた�
　一般的な計算�
　　〈例〉「４分18秒」－「１分54秒」＝�
　　　　　［４］［１］［８］［－］［１］［５］［４］［＝］�
　連続して減算する場合�
　　〈例〉「２時間」－「１時間36分」－・・－「８秒」＝�
　　　　　［２］［時］［－］［１］［時］［３］［６］［分］［－］・・［－］［８］［＝］�

加算減算を混ぜて計算する方法�
・加算、減算の方法をそのまま続けることができます。�
　　〈例〉「１時間４分」＋「25秒」－「７分37秒」・・＋「９分」＝�
　　　　　［１］［時］［４］［分］［＋］［２］［５］［－］［７］［３］［７］・・�
　　　　　［＋］［９］［分］［＝］�

キー操作を間違えた場合�
　数値の入力を間違えた場合　→　まだ、［＋］［－］［＝］キーを押す前の場合�
　［C/CE］キーを押し、数値の入力をし直してください。�
　〈例〉「３分25秒」＋「２分１秒」の計算をする途中で間違えた場合�
　　　　［３］［２］［５］［＋］［３］［０］［１］�
　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　↑�
　　　　　　　　　　　　　　　　ここを間違え、ここまで入力して気づいた場合�
　［C/CE］［２］［０］［１］［＝］とキーを操作します。�
［ご注意］�
　　このように計算を実行するキーを押す前の場合は［C/CE］キーは有効です。�
　　しかし、計算が実行されてからでは、元へは戻れませんので、［C/CE］キーを押�
　　し、最初からつまり「３分25秒」の数値から入れ直してください。�
　計算キーを間違えた場合　→［＋］［－］キーの押し間違いの場合�
　正しい計算キーを押し直してください�
　〈例〉「３分25秒」＋「２分１秒」の計算をする途中で間違えた場合�
　　　　［３］［２］［５］［－］�
　　　　　　　　　　　　　　↑�
　　　　　　　　　　　ここで間違えた場合、続いて正しい計算キーを押します。�
　　　　［＋］［２］［０］［１］［＝］�
　　　　　↑�
　　　　正しい計算キー�
�

計算結果を別の表示で利用する方法　「TIMER」・「STOP-W.」�
・ここでの計算結果は、タイマー表示「TIMER」とストップウオッチ「STOP-W.」にお�
　いて呼び出し、タイマーではタイマーの設定時間として、ストップウオッチでは、途中�
　スタート時間として使用できます。�
　計算が終わったら、次の計算をする前に、タイマー表示またはストップウオッチ表示に�
　表示を切り替えてください。（表示切替えスイッチを操作します。）�
　作動中の時は、ストップおよびリセット（タイマーではプリセット）状態にしてください。�
　ここで［Call］キーを押すと先ほどの計算結果が表示されます。�
　ボタン　 を押してスタートできます。スタート以降はそれぞれの説明を参照ください。�
　　　　　（→「タイマーの使いかた」または→「ストップウオッチの使いかた」を参照）�
［ご注意］�
　・計算結果がでていない場合、つまり数値入力だけでは、［Call］キーで呼び出すことは�
　　できません。このときは、その前の計算結果が呼び出されますので、数値をよくご確認�
　　ください。�
　・計算が連続する場合は、１つ１つの計算が終わるごとに新しい計算結果がメモリーに�
　　記憶されます。�
　・計算結果が「Error」になった場合は、その前の計算結果も含めすべてメモリーから消え�
　　てしまいますので、［Call］キーによる呼び出しは「０」秒になります。�
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1

2
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・上の桁から順番に入れます。�
・数値のある桁から入れます。�
・数値のない桁は「０」を入れます。�

　ボタン　 を押すとスタート、ストップができます。この操作は何回で�
　もできます。ストップ状態でボタン　 を押すとストップした時間から�
　再スタートとします。�
［ご注意］�
　・ストップ状態では「STOP」と「″」（秒）マークが表示されます。�
　・タイマー作動中は「″」マークが消えます。�
　・タイマー時間に「－」数値がセットされた場合ボタン　 を押すと同�
　　時に「Error」表示となります。［C/CE］キーで「0′00″」に戻しタイマ�
　　ー時間をセットし直してください。�
　タイムアップ後は「０」から「－１」「－２」・・と「－」表示の時間を�
　表示し、超過時間としての計測を続けます。�
　ストップ状態からボタン　 を押すと、プリセットされ、セットしたタイ�
　マー時間が表示されます。新しいタイマー時間をセットし直すまでは、�
　何度でも呼び出し使うことができます。�

［ご注意］�

・プリセットしてから［C/CE］キーを押すとそれ
まで記憶しているタイマー時間は消え、プリセ
ットしても「0′00″」になります。�
・スタートしてから最大100時間は計測表示します。
よってタイマー時間に「５分」をセットして計
測し続けた場合、スタートから100時間経過し
た時に、「－99：55′分00″」の表示で自動的
にストップします。ボタン　 またはボタン 　 
を押してプリセット状態に戻してください。�

A B

〈スタートからの経過時間を知るには〉�
　［　］キーを押している間、スタートからの経過時�
　間が表示されます。�
・押すのをやめると残時間表示に戻ります。�
・計測中に押した場合は、経過時間が刻々と増えてい�
　く表示になります。�
・ストップ状態では、スタートからストップしたとき�
　までの経過時間を表示します。�
�

・一秒単位で最大99時間59分59秒まで計測ができます。以降は「０」に戻り計測を続けます。�
・スプリット機能もあります。�
・通常の「０」秒からの計測以外に、一秒単位で99時間59分59秒までの任意の時間からのス�
　タートが可能です。�
・スタート時間のセットは、10キーと時分秒キーを使ったセット方法と［Call］キーで、「計�
　算機表示」における計算結果を呼び出す方法があります。�
　表示切替スイッチを「STOP-W.」に合わせ、「ストップ�
　ウオッチ表示」にしてください。�
　計測中の場合はボタン　 を押し、ストップさせてから、�
　ボタン　 を押しリセットしてください。�
�

B
A

普通の計りかた� スプリットタイムのとりかた�
・ボタン　 を押すとスタート、ストップをくり�
　かえします。積算時間として計測できます。�

B

スタート　ストップ　スタート　ストップ　　ストップ　リセット�
　B　　→　　B　　→　B　　→　　B　・・・　B　→　　A

↑�
くりかえし押すことができます。�

・計測途中の時間を表示だけ止め、読む�
　ためにスプリットタイム機能が便利で�
　す。�
　　　　　  　　 スプリット�
スタート　スプリット　　解除　  ストップ　リセット�
　B　　→　　A　　　→　　A　・・　B　　→　　A

↑�
何回でもスプリットタイムがとれます。�

任意の時間から計測をしたい場合�

A

・「０」からの通常の計測とは違い、たとえば「３�
　分15秒」から積算して計測をしたい場合、その�
　時間にセットして計測が開始できます。�
・計算機表示の計算結果を呼び出して、セットす�
　ることもできます。�
　　ストップウオッチ計測中の場合は、ボタン　 　�
　　を押してストップさせてから、ボタン　 を押�
　　しリセットしてください。�
　　計測スタートの時間を10キーや時分秒キーな�
　　ど使いセットします。また、計算機表示での�
　　計算結果を［Call］キーで呼び出します。�
　　「Call」キーでのセットも可能です。�
　　〈例１〉3分15秒をセットします。�
　　　［C/CE］［３］［１］［５］�
　　　　または�
　　　［C/CE］［３］［分］［１］［５］�
　　（→「計算機の使いかた」の数値入力を参照）�
　　〈例２〉計算結果を呼び出しセットします。�
　　　［C/CE］［Call］�

　計算機表示の計算結果が表示されます。�
　セットできましたら、ボタン　 でスタートして�
　ください。以下の使いかたは同じです。�

A

［ご注意］�
・ストップ状態では「STOP」と「″」（秒）マークが点灯します。�
・計測中は「″」マークが消えます。�
・スプリット状態では、「SPLIT」と「″」マークが点灯します。この状態でボタン　 が押さ�
　れるとスプリットタイムの表示をやめ、ストップの時間を表示しますのでご注意ください。�
・［Call］キーにより、計算結果の数値として「－」の計測スタート時間もセットできますがス�
　タートと同時に「Error」表示となります。［C/CE］キーで「0：00′00″」に戻しスタート時間�
　をセットし直してください。�
・セットした「計測スタート時間」は、１回の使用で消えてしまいますので、ご注意ください。�
・「ストップウオッチ表示」では［＋］［－］［＝］キーは効きません。�
�

計算に関する注意事項� タイマー時間の合わせかた�
タイマーの使いかた�

・計算結果が「99時間59分59秒」を越えるまたは「－99�
　時間59分59秒」を下回る場合、表示ができません。�
　「Error」を表示し、どのキーも効かなくなりますので、�
　［C/CE］キーで「０」に戻してください。�
・「Error」表示がでると、計算結果のメモリーは「０」と�
　なります。�
・表示切替スイッチを操作して計算機表示以外に切り替�
　えた場合、計算途中の数値や計算結果の表示はすべて�
　消え、「０」となりますので、ご注意ください。�
�

・この計算結果のメモリーは、次の計算結果がでるまで、�
　あるいは計算結果が「Error」となるまでは、記憶し続けま�
　すまで、ご注意ください。�
・メモリーの記憶内容は、計算機表示において見ることは�
　できません。�
・計算結果のメモリーを［C/CE］キーで消すことはでき�
　ません。�

・一秒単位で最大99時間59分59秒までの任意の時間がセットできます。�
・一度セットしたタイマー時間は何度でも呼び出し使用できます。�
・タイマー時間のセットは10キーと時分秒キーを使って行います。また、�
　「計算機表示」における計算結果を［Call］キーで呼び出しての使用も�
　可能です。�
・計測時間（残時間）は１秒単位で表示し、［　］キーを押すとスタートか�
　らの経過時間も表示できます。�
・タイムアップ後は「０」から「－１」［－２］・・と時間に「－」つけ、超�
　過時間を表します。�
�

　表示切替スイッチを「TIMER」に合わせ、「タイマー表示」にしてく�
　ださい。�
　タイマーが作動中の場合は、ボタン　 を押し、ストップさせ、ボタン�
　　 でプリセットしてください。�
　（前にセットしたタイマー時間が表示されます。）�
　まず［C/CE］キーを押し、新たに合わせるタイマー時間を10キーや時�
　分秒キーなどを使いセットします。また、計算機表示での計算結果を呼�
　び出す「Call」キーでのセットも可能です。�
　〈例１〉３分15秒をセットします。�
　　　［C/CE］［３］［１］［５］�
　　　または�
　　　［C/CE］［３］［分］［１］［５］（→「計算機の使いかた」を参照）�

分�時� 秒�A
B

B

B
B

B

表示切替スイッチ�
ボタン�

ボタン�
A

〈例２〉計算結果を呼び出しセットします。�
　　［C/CE］［Call］�
　　計算機表示の計算結果が表示されます。�
［ご注意］�
　・［C/CE］キーを押さなくても、タイマー時間はセット可能です。�
　・［Call］キーにより、計算結果の数値として「－」のタイマー時間も�
　　セットできますがスタートできません。�
　・「タイマー表示」では［＋］［－］［＝］キーは効きません。�
�
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