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Instrucciones breves del 8730

• Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
• Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 8730

Español

Identificación de los componentes

Manecilla de los minutos

Corona

Botón de ajuste de mes 
(botón empotrado)

Indicación de la fase lunar

Indicación de mes

Indicación de fecha

Manecilla de la hora

Indicación de día de la 
semana

Manecilla de los 
segundos

Posición de la 
corona

0 1 2• Utilice un objeto de punta estrecha para presionar el 
botón empotrado.

• La apariencia real puede diferir de la ilustración.
• La corona puede extraerse a dos posiciones.

Configuración de la indicación de día de la semana
Es aconsejable ejecutar los ajustes de este reloj en el siguiente orden: indicación 
de día de la semana, indicación de la fase lunar, indicación de fecha, indicación de 
mes y hora.

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la indicación de día 
de la semana.
• La indicación de día de la semana empieza a cambiar en torno a las 0:00 h y 

termina a las 5:00 h.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el 
procedimiento.

Ajuste de la indicación de la fase lunar

1. Tire de la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la fase lunar.

• Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.

Fase lunar Luna nueva Cuarto 
creciente Luna llena Cuarto 

menguante

Edad lunar 0 Unos 7 Unos 15 Unos 22

Marea Marea viva Marea muerta Marea viva Marea muerta

Indicación

新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）

新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）
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（New moon)
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（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
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新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）

月齢

曜日

日付 月

りゅうず

2 段引き
時刻、曜日修正

1 段引き
日、月齢修正

月修正ボタン

12 13

 5. 時刻、カレンダーを合わせる手順
〈曜日合わせ〉
1. りゅうずを２段引き（時刻、曜日修正）にします。
2. りゅうずを右回転（時計回り）させて、今日の曜日に合わせます。

・ 曜日の切り替わりは午前０時頃から替わりはじめ、午前５時頃に完了 
します。

『月齢の見方』
この月齢表示は、月の形そのものを表示したものではありません。
月齢の目安としてご利用ください。

〈月齢をより正確に合わせるには〉
朔／ New moon（月マークがまったく見えない状態…月齢０）または、
満月／ Full moon（月が真上…月齢 15）のときに合わせると、より正確に
. 合わせることができます。

〈月齢合わせ〉
1.  りゅうずを１段引き（カレ

ンダー修正位置）にします。
2.  りゅうずを右回転（時計回

り）させて、今日の月齢に
合わせます。

新聞等より当日の月齢を読み取
り、『月齢の見方』を参考に合
わせてください。
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＊モデルによってタイプが異なる場合があります。
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＊モデルによってタイプが異なる場合があります。• Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
• La apariencia de la indicación puede variar en algunos modelos.
• La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o luna 

llena.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el 
procedimiento.

Configuración de la indicación de fecha
• No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h ‒ 0:00 h en el reloj. De 

lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir 
de entonces.

• Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, 
julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de 

fecha.
3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el 

procedimiento.

Configuración de la indicación de mes
• No ajuste la indicación de mes mientras la indicación de fecha muestre 31 ‒ 2. 

Cambie la indicación de fecha a cualquier otro día del 31 ‒ 2 antes de ajustar la 
indicación de mes. Vuelva a ajustar la indicación de fecha tras finalizar el ajuste 
de indicación de mes.

1. Presione y suelte el botón de ajuste de mes para ajustar la 
indicación de mes.

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los 
segundos apunta a 0 segundos.
La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona en sentido horario para ajustar la hora.
• El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de 

ajustar la hora a AM o PM.
• Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo 

a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.
• Cuando la indicación de fecha se cambie durante el ajuste de la hora, 

ajústela siguiendo «Configuración de la indicación de fecha».

3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la 
posición 0 de acuerdo con una fuente horaria fiable.

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/8730/s.pdf

