
説明書および保証書

Streamliner ADventure



前書き

BRISTONウォッチをお買い上げいただき、誠にありがと
うございます。

STREAMLINER ADventureは、完成されたデザインと、2つ
のムーブメントによる最高の機能性を兼ね備えた完璧な
バランスの時計です。
衝撃に強く、ストリームライナーの特徴であるキャンバ
ーバレルのフォルムを踏襲した44mmのケースには、モダ
ンでスポーティな印象を与える4つのプッシャーが装備
されています。新しいStreamlinerは、クォーツ・アナ
ログ・ムーブメントとデジタル・ムーブメントの両方を
搭載しています。

また、12時と6時に配置された2つのデジタルスクリーン
にはバックライトが搭載されています。また、12時と6
時位置の2つのデジタルスクリーンにはバックライトが
搭載されており、中央部には異なるレベルの数字や表記
が配置されています。また、中央部には、段差を持たせ
て数字と文字を配置し、各種機能を表示しています。数
回押すだけで ケースの両サイドにある4つのボタンを数
回押すだけで アドベンチャー溢れる生活をお楽しみ頂
けます！

取扱説明書 

Streamliner ウォッチが正常に機能するためには、定
期的に点検を行う必要があります。点検までの期間は、
モデル、気候、お客様の時計のお手入れの度合いによっ
て異なります。一般的には、時計の状態をできるだけ長
く保つために、以下のステップに従うことをお勧めしま
す。

> 温度：華氏0/100度、摂氏-20/+40度を超える温度や極
端な環境は避けてください。

> 変色や色あせを防ぐため、長時間の日光、水、蒸気に
さらさないでください。

> 腐食を防ぐため、アルコール、香水、洗剤、化粧品な
どとの接触を避けてください。



BRISTON スイッチ ムーブメント>プッシャーボタン：水中では水が中に入るのを防ぐた
め、プッシャーボタンを押さないでください。

>当社のクォーツバッテリーの耐用年数は2〜3年です、
モデルの用途によって異なります。

ちなみに、バックライト機能の連続使用は、クオーツ電
池の寿命を大きく縮めてしまいます。

>ワインダーのねじ込み：機構部に水が入らないように
慎重にねじ込みます。

> モデルのATMレベルを確認して、どのくらいの深さま
で使えるかを把握する （10 ATM = 100メートルの深さ– 
330フィート）。

念のため、BRISTONウォッチは以下でのみ使用できます

　→ 手洗いやシャワー、ウォータースポーツアクティ
ビティ、サーフィン、水泳、セーリング、その他のウォ
ータースポーツなど。

※ダイビング活動には使用しないでください
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BRISTONウォッチの設定-デジタル

時計には4つの異なるモードがあります。 
 
a）時間モード 
-12時間または24時間形式での時間、分、秒の表示。 
-月、曜日、日付の表示。

BRISTONウォッチの設定 ムーブメント

a) 時間を設定するには： 
-リューズを1の位置まで引き出します。 
-リューズをどちらかの方向に回転させ、時間を正しく
設定します。 
-リューズを最後まで押し込みます。 
注：アナログタイムとデジタルタイムは独立して設定さ
れ、機能します
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BRISTONウォッチの設定-デジタル

b）クロノグラフモード 
-23時間59分59.99秒までのスプリットセコンド機能付き
クロノグラフ 
-100分の1秒単位で計測

ストップウォッチの使用 
- クロノグラフ機能は、24時間までの時間間隔を100分
の1秒単位で計測します。 
- プッシュボタンCを押すと、クロノグラフがスタート
します。 
- ボタンCを2回目に押すとクロノが停止し、ボタンDを
押すとカウンターがリセットされます。 
- クロノグラフがスタートしたら、ストップウォッチを
止めずにDボタンを押して最初の計測を行います。 
- 次に、ボタンDを押して2回目の計測を行い、ボタンC
を押してこの計測値を表示します。 
最後に、ボタンDを押すと、カウンターがゼロにリセッ
トされます。 
- クロノメーターが動いているときに、プッシュボタン
MODE（B）を押すと、通常の時間に戻ります。注意：ス
トップウォッチは継続して作動します。
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Bristonウォッチの設定-デジタル

c）アラームモード 
アラームを設定するには： 
-«AL»という用語が10に表示されるまで、ボタンB（モー
ド）を押します。 
-するとアラームモードになった状態となります»

«ボタンCを1回押して、スヌーズ機能を作動させる 
ボタンCを2回目に押すと 
アラームとスヌーズ機能が作動します。 
ボタンCを3回押すと、時計のアラーム＆スヌーズ機能が
解除されます。 
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- アラーム設定：ボタンDを押して「時」または「分」
の設定を選択します。「時」を設定するとエレメントが
点滅し、Cボタンを押して設定を確認し、「分」の設定
に移ります。
 
最後に、アラームの設定が終わったら、ボタンBを1回押
すだけで通常の時間に戻ります。

-スヌーズアラーム。アラームが鳴ったら、ボタンCまた
はDを押して停止させ、キーBを押すと、時間を過ぎても
スヌーズ機能を有効にしたり、無効にしたりできます。
スヌーズ機能が作動している間、アラームは5分後に鳴
り、20秒後に自動的に停止します。
 
- デジタルモジュールを工場出荷時のパラメータにリセ
ットするには、ABCDボタンを2秒間長押しします。
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Bristonウォッチの設定-デジタル

c）時間調整モード 
時間を設定するには： 
- ボタンBを1回押すと、「秒」が点滅します。次にDボタンを
押して、時間と必要な表示モード（12時間または24時間）を設
定します。 
- 12時間表示の場合、画面の右側に「A」が表示されます。
「A」はAM（正午前）、「PM」はPM（午後）を意味します。 
- ボタンBを1回押すと、「秒」が点滅します。次にDボタンを
押して、時間と必要な表示モード（12時間または24時間）を設
定します。 
- 12時間表示の場合、画面の右側に「A」が表示されます。
「A」はAM（正午前）、「PM」はPM（午後）を意味します。

- 24時間モードの場合は、「H」の文字が表示されま
す。 
- 充電中は秒が点滅し、押しボタンDを押すとリセット
され、ボタンCを押すと項目が選択されます。以下の順
で表示されます。時 分 月 日 曜日 秒 
- 「時」を設定する場合、「H」は24時間表示に、
「AM」または「PM」は12時間表示に対応します。 
- 秒が30～59の間にあるときにボタンDを押すと、00に
リセットされて1が加算され、その後1分が加算されま
す。00～29の範囲では、分は変更されません。 
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100m以上の水圧にさらされて防水性が失われた場合、ま
たはワインダーを水中で使用して防水性が失われた場
合、またはアルコールや洗剤を使用して損傷した場合、
または時計に著しい損傷や腐食があった場合。
 
BRISTON は、追加サービスを要求するお客様や、有効な
保証書を提示できないお客様には、その費用の請求書を
送付します。 
 
上記の情報はテクニカル情報として分類され、BRISTON
の最終的な承認が必要となります。上記のリストに記
載されていないすべてのケースは、それに応じて対処
されます。この文書に含まれる情報はBRISTONに帰属
し、BRISTONの許可なく複製することはできません。
 
すべてのBRISTON製時計には、材料および製造上の欠陥
に対する2年間の国際保証が付いています。この保証
は、バッテリーと上記の要素を除くすべての部品を対象
としています。

保証 

BRISTONの保証により、製造上の欠陥により修理しなけ
ればならないBRISTONの時計は、無料で修理されます。 
保証書はBRISTONの正規販売店で記入、捺印、署名され
たものでなければなりません。 
次のような損害または場合は、BRISTON の保証の対象に
はなりません。
 
> 不適切または不十分な手入れ、事故または通常の使用
による損傷。
 
> 時計の文字盤、ストラップ、ケース、ガラス、電池、
ストラップリンク、および時計と一緒に販売された、あ
るいはパッケージに入っていたその他の付属品。
 
> BRISTON ウォッチを装着したことにより、直接的また
は間接的に生じた損害または傷害に関連するあらゆる
苦情。
 
> 電池切れによる機能不全。



欠陥が時計の乱用や改造に起因することが判明した場
合、その保証は無効となります。
 
返品をご希望の方は、まず最寄りのBRISTON正規販売
店にご連絡ください。また、公式ウェブサイト（www.
briston-watches.com）に掲載されている利用規約を
お読みいただくか、カスタマーサービス（e-mail: sc@
briston-watches.com)へお問い合わせ下さい。

当社は、時計の所有または使用に起因するいかなる結果
的損害に対しても責任を負いません。　時計の所有また
は使用に起因する間接的な損害については、一切責任を
負いません。
 
万一、お買い上げいただいた時計が、素材や製造上の欠
陥により動作しなくなった場合は　お買い上げいただい
た時計が素材や製造上の欠陥により動作しなくなった場
合は、弊社までご返却ください。
 
お買い上げいただいたBRISTON製品の代替品をご希望の
場合は、弊社までご連絡ください。当社は常にお客様に
満足していただけるよう、類似品を探すよう努力いたし
ます。
 
BRISTONは、完全に同じパターンやカラーを保証致しま
せん。 
特に「トータスシェル」については、セルロース・アセ
テートが手作りのため、ハンドメイドで一点ものとなり
ます。
 



www.briston-watches.com


