
TrailHead Compass
クイックスタートマニュアル
日本語
仕様に関する詳細等については、モンベルWEBサイト(www.montbell.jp)を
ご確認いただくか、またはお電話にてお問い合わせください。
モンベル カスタマーサービス：06-6531-3544　　フリーコール 0088-22-0031　
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操作モード
   - ［MODE（モード）］ボタンを押して、次の操作モードに切り替えることができます：

操作モード：時間
本製品には、デュアルタイム機能が内蔵されており、
2種類の時間(T1およびT2）を設定をすることができます。

時間および日付の設定
   -  ［MODE（モード）］ボタンを押して
 ［TIME（タイム）］モードにし、
 ［LIGHT（ライト）］ボタンを押し続けると、
 時間‐日付設定手順に移ります。
設定する数値が画面に点灯します。
［HOURS（時）］＞［MINUTES（分）］＞
［SECONDS（秒）］＞
［FORMAT12時間/24時間表示フォーマット）＞
［YEAR（年）］＞［MONTH（月）］＞
［DATE（日）］＞［KEY TONE（キートーン）］
   - ［＋］ボタンまたは［‐］
 ボタンを押して変更します。
   - ［MODE（モード）］ボタンを押して、次の数値に移ります。
   - すべての数値を設定したら、［LIGHT（ライト）］
 ボタンを押して設定手順を終了します。

注意：秒の数値はT1でのみ設定可能です。
従ってT2が選択されている場合、秒の数値設定は省略されます。

デュアルタイム
   - ［TIME（時間）］
  モードで［‐］
  ボタンを押し続けると
  T1とT2を切り替え
  られます。

操作モード：ストップウォッチ
時計には、スプリット計測機能付きの24時間ストップウォッチが内蔵されています。
   -  ［MODE（モード）］ボタンを押して、［CHRONO（ストップウォッチ）］モードにします。
   - ［＋］ボタンを押してストップウォッチを開始します（［RUN］と画面に表示されます）。  
   - ［＋］ボタンを押してストップウォッチを停止します（［STP］と画面に表示されます）。
   - スプリット計測をする場合は、［‐］ボタンを押します（画面に［SPL］の文字とスプリットタイムが表示されます）。 
注意：スプリット計測をする場合、ストップウォッチは合計時間を計測し続けます。ストップウォッチは10秒後に合計時間に戻ります。
   - ストップウォッチをリセットする場合は、［＋］ボタンを押してストップウォッチを停止し、 
 ［‐］ボタンを押します。

注意：バッテリーの寿命を節約するため、ストップウォッチが作動していない限り、約60秒後には時計は自動的に
時間モードに戻ります。

地図を確認する場合、 
北は真北を 指します。 
しかし、コンパスは真北  

 ではなく磁北を指します。 
真北と 磁北は同じ位置には 

 ないため、コンパスで  
偏差を設定しなければ
なりません。  

 磁北と真北の間の角度が  
偏差です。

操作モード：アラーム
［ALARM（アラーム）］モードで、デイリーアラームと時間チャイムのオン/オフを切り替えられます。  

注意：アラームは時間モードで表示される時間と連動しています。時間モードにT1が表示されている場合、アラームは T1と
連動します。時間モードに T2が表示されている場合、アラームはT2と連動します。

   -  [MODE（モード）] ボタンを押して、[ ALARM（アラーム）] モードにします。
   -  [LIGHT（ライト）］ボタンを押し続けて、アラームの設定手順に移ります。 

設定する数値が画面に点灯します。
［HOURS（時）］>［MINUTES（分）］
   - ［＋］ボタン/または［‐］ボタンを押して変更します。
   - ［MODE（モード）］ボタンを押して、次の数値に移ります。
   - すべての数値を設定したら、 
 ［LIGHT（ライト）］ボタンを押して設定手順を終了します。

アラームのオン／オフ
   - ［ALARM（アラーム）］モードで［‐］ボタンを押すと、
 デイリーアラームのオン／オフを切り替えられます。 
注意：小さな   ベルのアイコンが［ON］の文字と一緒に画面右下に

表示され、アラーム機能がオンになっていることを示します。

時間チャイムのオン／オフ
   - ［ALARM（アラーム）］モードで［＋］ボタンを押すと、
 時間チャイムのオン／オフを切り替えられます。 

注意：小さなスピーカーのアイコンが画面左下に表示され、
時間チャイム機能がオンになっていることを示します。

注意：バッテリーの寿命を節約するため、約60
時計は自動的に時間モードに戻ります。

操作モード：コンパス
注意：バッテリーの寿命を節約するため、約60

時計は自動的に時間モードに戻ります。

警告および注意
本製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書に記載されている情報をすべてお読みください。

この時計は高性能の精密機器であるということを常に念頭に置いてください。適切なケアとメンテナンスにより、長期間に渡ってご使用
いただけます。ただし、不適切なケアやお取り扱いにより、様々なセンサーが損傷し、機能に悪影響を及ぼすことがあります。

警告：本製品をメインのナビゲーションツールとして使用しないでください。ナビゲーションが重要な場合は、常にアナログ式のマップ
コンパスを携帯してください。

警告：本製品は5気圧防水です。水に触れる機会の多い仕事や水上スポーツにはご使用いただけますが、素潜り(スキンダイビング)
や水圧の激しいシャワー、水泳などには適していません。このようなアクティビティの前には時計をはずすことを強くおすすめします。 

水中や、時計が濡れている時にはボタンを決して押さないでください。これにより、時計の内部に水を押し入れることになります。

入浴中や熱いシャワーを浴びる際に時計を使用しないでください。高温や湯気によってゴム製のシール部が損傷する恐れがあります。

熱い湯船から冷水に移るなど、急な温度の変化に時計をさらさないでください。これにより、ゴム製のシール部が収縮し、
水が時計の内部に浸入する可能性があります。

洗剤を使って皿洗いをする時や、泡風呂に入る時に時計を装着しないでください。洗剤や石鹸に含まれるアルカリ成分によって、
ゴム製のシール部が損傷する恐れがあります。

時計のクリーニングに溶剤を使用しないでください。溶剤はプラスチックの完全性にダメージを与えます。時計は、軽く湿らせた
布で拭いてクリーニングできます。

海水にさらさないよう十分注意してください。海水が付着した場合は塩分をしっかり拭き取ってください。塩分は腐食性が高く、
ゴム製のシール部と時計のケースに損傷を与える恐れがあります。

過度の熱や、衝撃、直射日光に時計をさらさないでください。

ガソリンや洗浄溶剤、アセトン、アルコール、虫除け、日焼け止め、その他の化粧品を含む強い化学物質に時計をさらさないでください。
時計に損傷を与える恐れがあります。

ペットやお子様の手が届かない場所に時計を保管してください。時計に使用されている小さな部品を飲み込む可能性があります。

電池に関する情報（CR2032 x 1個）
表示が消えかかったり、何も表示されない場合 (特にバックライトが作動している場合)、計測が不正確な場合は、電池に問題があるか、
または電池が切れかかっている可能性があります。
 - コインを使って、電池のカバーを外してください。古いCR2032バッテリーを取り外し、新品のCR2032バッテリーに交換してく 
  ださい。電池が正しい極の位置に設置されていることを確認してください。電池のプラス (+) 側が見えるように設置します。カバ 
  ーをきちんともとに戻し、適切に設置されていることを確認してください。さもないと、防水機能に影響し、保証が無効になる可 
  能性があります。

注意：ペットやお子様の手が届かない場所に時計のバッテリーを保管してください。

注意：本製品にはボタン電池が含まれています。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に連絡してください。身体に深刻な害を及ぼしたり、死
に至る可能性があります。

注意：時計の電池には化学物質が含まれています。時計、電池、あらゆる部品は、地域の法律に従って廃棄してください。法律に反した廃棄は、
環境汚染につながる可能性があります。

注意：電池を火の中に入れないでください。電池が爆発する可能性があります。

注意：この時計に使用されているリチウム電池の種類は、不適切な保管による影響を受けやすい電池です。購入したばかりの新しい
電池が、購入前にすでに切れているまたは消耗していることがよくあります。新品の電池で試して問題が解消されない場合は、
念のため、別に入手した電池をお試しください。

Highgear, a Division of Implus Footcare, LLC.
2001 T.W. Alexander Drive / Box 13925
Durham, NC 27709-3925

Printed and Produced in PRC.
©2012 Implus Footcare, LLC. All rights reserved.
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ボタンを押して、

コンパスモードにします。

［TIME（時間）］モードで
［＋］ボタンを押し続けると、
ボタンロック機能を
オン /オフにできます。
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どのモードにある場合でも、 
［LIGHT（ライト）］ボタンを
押すと、5秒間画面が 
明るく照らされます。
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［COMPASS（コンパス）］

モードにアクセス 

するには、必ず 

［TIME（時間）］

モードにして 

［COMP（コンパス）］

ボタンを押します。
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注意：秒の数値はT1でのみ設
定可能です。従ってT2が選択さ
れている場合、この数値は省略
されます。

T1 T2

Chime off
チャイムオフ

Chime on
チャイムオン

Alarm off
アラームオフ

Alarm on
アラームオン

操作モード：コンパス（続き）
注意：磁針偏差を設定する場合は、補正作業後、[DONE（完了）]と画面に表示されたら3秒以内に［MODE（モード）］ボタンを

押さなければなりません。

コンパスの補正
   -  ［TIME（時間）］モードで［COMP（コンパス）］ボタンを押して、コンパスモードにします。
   -  アナログコンパスを使用して、既知の基点を探します。
 デジタルコンパスが正確な測定結果を表示した場合は、補正の必要はありません。
 測定結果が不正確な場合は、次の指示に従ってください。
   -  ［LIGHT（ライト）］ボタンを押し続けて、補正( CALIBRATION）手順に移ります。
   - 時計を水平に維持し、時計回りに3‐4回、回転させます。
 1回の回転につき、およそ15～20秒かけてください。
 ［DONE］と画面に表示され、補正作業が完了したことを示します。

偏差の設定
   - ［DONE］と画面に表示されたらすぐに ［MODE（モード）］

   - ［＋］ボタンまたは［‐］ボタンを押して、既知の
 磁針偏差方位（東または西）に切り替え、［MODE（モード）］

   - ［＋］ボタンまたは［‐］ボタンを押して既知の磁針偏差角度に
[MODE（モード）］ボタンを押して、

 偏差の設定手順を終了します。

T1

T1

現在の基本方位

現在の方向角度

現在の時間

真北表示

LIGHT
ライト

秒後に

秒後に

ボタンを押して、偏差の設定手順に移ります。

ボタンを押します。

切り替え、

お買い上げいただいた際には、ディスプレイが表示されていない場合があります。コンパスボタン以外の4つのボタンを
同時に押すと、ディスプレイが表示されます。
（省電力のため、同様の動作でディスプレイをオフにすることができます。時計の設定はリセットされません。）


