
組件識別

• 實際外觀與圖解可能不同。
• 拉出時旋鈕有兩個檔位。

設定時間

1. 當秒針指向 0 秒時， 將旋鈕拉出到位置 2。
秒針停止。

2. 旋轉旋鈕來設定時間。
• 透過 24 小時針，檢查時間是否設定為 AM 或 PM。
• 設定指針指向午夜左右時，日期將變為第二天。要返回到前一
天，請將指針設定為指向 23:30 之前的任何位置。   
在日期完全停止後，前往步驟 3。

3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。
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• 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
• 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊：  E310 說明手冊

中文 (繁體字 )

設定日期
• 在 2010 年 2 月 28 日之前，本款手錶的日曆不需要手動調整（包括閏
年）。

• 即使您需要調整的只是年份、月份或日期，在設定日期時，也一定要
執行從開始到步驟 5-2 的所有步驟。在步驟過程中將旋鈕推入到位置 
0 會導致之前執行的所有操作無效。

• 手錶顯示在 11:00 PM ‒ 0:30 AM 之間時，請勿調整日期顯示。否則，
之後的日期顯示變更可能不正確。

• 您無法返回到之前的步驟。請嘗試從第一步重新開始。
• 當日期窗中的數字在移動時，您無法前往下一步驟。

1. 檢查日曆設定。
1-1. 將旋鈕壓入到位置 0。

日期顯示在日期窗中。

1-2. 將旋鈕拉出到位置 1。
月份 (M) 顯示在日期窗中。
例如：為二月時

15

カレンダー窓の表示例

日を見ているとき
5日の場合

月を見ているとき
2月の場合

・.“M”（Month）は「月」を示しています。

年を見ているとき
うるう年から1年経過している場合

・.“L.Y.”（Leap.Year）は「うるう年」を示しています。

この時計のカレンダーは、月末の日付修正を自動で行う「パーペチュアルカレン
ダー」です。一度合わせると、2100年2月28日まで修正の必要はありません。

パーペチュアルカレンダー

日付の切り替えには、若干時間がかかります

• 按下按鈕 A，在日期窗中顯示上一個閏年 (L.Y.) 以後的年
數。   
例如：閏年過後 1 年

15

カレンダー窓の表示例

日を見ているとき
5日の場合

月を見ているとき
2月の場合

・.“M”（Month）は「月」を示しています。

年を見ているとき
うるう年から1年経過している場合

・.“L.Y.”（Leap.Year）は「うるう年」を示しています。

この時計のカレンダーは、月末の日付修正を自動で行う「パーペチュアルカレン
ダー」です。一度合わせると、2100年2月28日まで修正の必要はありません。

パーペチュアルカレンダー

日付の切り替えには、若干時間がかかります• 當日曆設定正確時，將旋鈕推至位置 0 以完成步驟。 
繼續步驟 2 以調整日曆設定。

2. 進入日曆設定模式。
2-1. 按住按鈕 B 直到日期窗中的數字開始移動。  

日曆設定模式啟動。
• 日期窗中的數字上下或左右輕輕移動，或者變更告訴您可
以執行下一個操作。

• 變更日期窗的顯示需要時間。

3. 設定年份。
3-1. 重複按下並釋放右下按鈕 A 來設定年份。

例如：將年份設定為上一閏年過後 1 年

15

カレンダー窓の表示例

日を見ているとき
5日の場合

月を見ているとき
2月の場合

・.“M”（Month）は「月」を示しています。

年を見ているとき
うるう年から1年経過している場合

・.“L.Y.”（Leap.Year）は「うるう年」を示しています。

この時計のカレンダーは、月末の日付修正を自動で行う「パーペチュアルカレン
ダー」です。一度合わせると、2100年2月28日まで修正の必要はありません。

パーペチュアルカレンダー

日付の切り替えには、若干時間がかかります3-2. 按下並釋放右上按鈕 B。
月份變為可調整。

旋鈕位置

0 1 2

時針

秒針

分針

旋鈕

24 小時針

按鈕 A

按鈕 B

日期窗
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4. 設定月份。
設定月份 - 從十位數到個位數。
4-1. 重複按下並釋放右下按鈕 A 來設定月份的十位數。

例如：從十月到十二月

21

3-1..Aボタンを押して、月の十
の位を合わせる

3-2..Bボタンを押す
月の一の位を合わせることができるようになります。

3-3..Aボタンをくり返し押
して、月の一の位を合
わせる

3-4..Bボタンを押す
日を合わせることができるようになります。

次のページへ

合わせる月 設定値 窓

1月から9月 M0

10月から12月 M1

例 設定値 窓

9月の場合 9

11月の場合 1

4-2. 按下並釋放右上按鈕 B。
月份的個位數變為可調整。

4-3. 重複按下並釋放右下按鈕 A 來設定月份的個位數。
例如：十一月

21

3-1..Aボタンを押して、月の十
の位を合わせる

3-2..Bボタンを押す
月の一の位を合わせることができるようになります。

3-3..Aボタンをくり返し押
して、月の一の位を合
わせる

3-4..Bボタンを押す
日を合わせることができるようになります。

次のページへ

合わせる月 設定値 窓

1月から9月 M0

10月から12月 M1

例 設定値 窓

9月の場合 9

11月の場合 1

4-4.  按下並釋放右上按鈕 B。
日期變為可調整。

5. 設定日期。
設定日期 - 從十位數到個位數。
5-1.  重複按下並釋放右下按鈕 A 來設定日期的十位數。

例如：5 日

23

4-1..Aボタンをくり返し押し
て、日の十の位を合わせる

4-2..Bボタンを押す
日の一の位を合わせることができるようになります。

4-3..Aボタンをくり返し押
して、日の一の位を合
わせる

例 設定値 窓

5日の場合 0

30日の場合 3

例 設定値 窓

5日の場合 5

30日の場合 0

5..カレンダー合わせを完了する
りゅうずの位置を にする
合わせたカレンダーが記憶されます。

5-2.  按下並釋放右上按鈕 B。
日期的個位數變為可調整。

5-3.  重複按下並釋放右下按鈕 A 來設定日期的個位數。
例如：5 日

23

4-1..Aボタンをくり返し押し
て、日の十の位を合わせる

4-2..Bボタンを押す
日の一の位を合わせることができるようになります。

4-3..Aボタンをくり返し押
して、日の一の位を合
わせる

例 設定値 窓

5日の場合 0

30日の場合 3

例 設定値 窓

5日の場合 5

30日の場合 0

5..カレンダー合わせを完了する
りゅうずの位置を にする
合わせたカレンダーが記憶されます。

6. 完成日曆設定。
6-1. 將旋鈕壓入到位置 0。

系統儲存設定。

檢查基準位置

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

2. 按住按鈕 B 直到日期窗中的數字開始移動。  
在移動停止後檢查基準位置。
正確的基準位置：

• 十位數和個位數均顯示直立「0」。

35

1-2..日付が動き出すまで、Bボタンを押し続ける
日付の動きが止まったら、基準位置を確認してください。

表示の位置 基準位置の状態

十の位、一の位ともに
“0”がまっすぐ.
表示されている

基準位置は正しいです。修正の必要はあり
ません。
→.手順1-3へ進む

上記以外 例 基準位置がずれています。
→.手順2-1（36ページ）へ進む
	 ・.基準位置が表示されてから2分以内に、

手順2-1を行ってください。

1-3..Bボタンを押して、確認を終了する
カレンダー窓に現在の日が表示されます。
・.およそ2分間何も操作をしないときも、確認が終了します。

次のページへ

目前基準位置與正確位置不同時，繼續校正基準位置的步驟 3。

3. 按下並釋放右上按鈕 B 完成步驟。
目前日期顯示在日期窗中。

E310 簡易操作說明手冊

校正基準位置

1. 將旋鈕壓入到位置 0。

2. 按住按鈕 B 直到日期窗中的數字開始移動。
在數字開始移動後，等待直到數字停止移動並顯示目前基準位置。

3. 將旋鈕拉出到位置 1。
十位數的基準位置變為可調整。

• 日期窗中的數字上下或左右輕輕移動，或者變更告訴您可以執行
下一個操作。

4. 重複按下並釋放右下按鈕 A 以使 「0」 直立。
• 每按一次按鈕，「0」就會一步步走動。按住按鈕時其會持續走
動。

37

2-2..“0”がまっすぐ表示されるまで、Aボタン
をくり返し押す
・.Aボタンを押すたびに、表示が少しずつ動き
ます。押し続けると、連続して動きます。

2-3..Bボタンを押して、一の位の基準位置の修正に進む
・.Bボタンを押すたびに、十の位と一の位の修正が交互にできるようになります。

2-4..手順2-2を行う

3..修正を完了する
りゅうずの位置を にする
基準位置が記憶され、カレンダー窓に現在の日が表示されます。

5. 按下並釋放右上按鈕 B。
個位數的基準位置變為可調整。

• 每按一次按鈕，可調整位數就會交替變更。

6. 重複按下並釋放右下按鈕 A 以使 「0」 直立。
• 每按一次按鈕，「0」就會一步步走動。按住按鈕時其會持續走
動。

37

2-2..“0”がまっすぐ表示されるまで、Aボタン
をくり返し押す
・.Aボタンを押すたびに、表示が少しずつ動き
ます。押し続けると、連続して動きます。

2-3..Bボタンを押して、一の位の基準位置の修正に進む
・.Bボタンを押すたびに、十の位と一の位の修正が交互にできるようになります。

2-4..手順2-2を行う

3..修正を完了する
りゅうずの位置を にする
基準位置が記憶され、カレンダー窓に現在の日が表示されます。

7. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。
系統儲存基準位置，日期窗中顯示目前日期。

重設手錶 - 全部重設

1. 將旋鈕拉出到位置 2。
所有指針均停止走動。

2. 同時按下然後釋放右下按鈕 A 和右上按鈕 B。
重設基準位置和日曆設定。

• 日期窗中的數字上下或左右輕輕移動，告訴您手錶已重設。

3. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。
系統儲存基準位置，日期窗中顯示「01」。

全部重設之後
全部重設之後，請調整基準位置、設定時間/日曆以及其他設定。


