
クォーツ時計は超小型ステップモーターに磁石を使用しています。その為、
携帯電話、パソコン、テレビ、ステレオ、スピーカー、電動マージャン台、その他
電化製品やマグネット類などにより磁気を帯びると、一時的に時計が止まっ
たり、時間が遅れたり、進んだりすることがあります。磁気抜き（脱磁）を含め
機械内部の総合的な点検や調整を行う必要が生じます。磁気帯びにつきまし
ては保証の対象外となりますのでご注意ください。

磁気帯びについて

Maker’s Watch Knot

180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-8

ラ・リュエル吉祥寺201

［カスタマーサービス］
TEL.0800-555-7010  FAX.0422-27-6848

http://knot-designs.com
※取扱説明書はオンラインストアからご覧いただけます

取扱説明書

【スモールセコンドモデル】
■時刻の設定
リューズを②の位置まで引き出し回
転させ、時間と分を設定してくださ
い。時間と分を設定後にリューズを
元の位置まで押し戻すと時計が動き
出し、時刻の設定が完了となります。

■時刻の設定
リューズを③の位置まで引き出し回
転させ、時間と分を設定してくださ
い。時間と分を設定後にリューズを
元の位置まで押し戻すと時計が動き
出し、時刻の設定が完了となります。

【クロノグラフモデル】

■日付の設定
リューズを②の位置まで引き出し、
時計回りに回転させ日付を設定して
ください。日付を設定後にリューズを
元の位置に戻すと日付の設定が完了
となります。※午後9時から午前2時
の間に日付が変わる仕組みのため、こ
の時間帯を避けて調整してください。

【クロノグラフモデル】

【NATOタイプベルトの場合】
まず付属のイージーレバーを2本、時計本体に取り付けます。〈画像①〉長い方
のストラップの先端（A）を時計の12時側のケースとバネ棒の間（B）から通し、
同様に6時側（C）にも通します。〈画像②〉長い方のストラップをもう片方の金
具（D）に通し、しっかりと引っ張ります。

【ベルトの装着方法】
ベルトには、イージーレバーが内蔵されております（下図参照）。ベルトは短い
方を12時側、長い方を6時側に装着します。時計本体、ベルトを裏返し、レ
バーがある方の反対側①から時計本体に差し込みます。

レバーを指の爪でスライド
させ、もう片側②も時計本
体に差し込みます。左右き
ちんと穴に入っていること
を確認し、反対側も同じよ
うに取り付けます。イー
ジーレバーを穴に差し込む
際、時計本体を傷付けない
ようご注意ください。

【栃木メッシュベルト、くみひもの場合】
まずベルトを時計の裏面に当てます。
その上からイージーレバーを2本時
計本体に装着してベルトを抑えてく
ださい。

【メッシュベルトのサイズ調節】
小さなマイナスドライバー（または同じようなもの）を図1のように留め具の穴
に差し込み、留め具を持ち上げます。その後留め具をスライドさせ（図2）、お
好みの位置でベルト裏側の溝と金具の溝を合わせた状態で指で押さえます。
押し上げた時と同様にドライバーを穴に差し込み、てこの原理で押し戻しま
す。（図3）※溝にしっかりとはまっていない場合や、上記以外の方法で無理に
押しますと破損する恐れがございますのでご注意ください。

※イージーレバーは弊社オンライン
　ストアでご購入もできます。
　（2本セット／300円）

【メッシュベルトの留め具のつけ方】
①12時側の金具（A）の裏側にあるフック（B）を留め具の内側の棒（C）にかけ
ます。※B、Cをきちんと引っ掛けないと落下や破損の原因になります。②棒に
かけられた金具（A）をかぶせます。金具をかぶせると裏側のフックが重なり固
定されます。③その後反対側の安全金具（D）をかぶせ、完了です。

①

②

③

Knot WATCHのご使用方法

心斎橋ギャラリーショップ
大阪府大阪市中央区南船場4丁目8-4 ブリーズ南船場
営業時間／11：00～20：00

台北ギャラリーショップ
台北市大安區敦化南路一段161巷14號
営業時間／13：30～22：00

吉祥寺ギャラリーショップ
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-8 ラ・リュエル吉祥寺1F
営業時間／11：00～19：00

横浜元町ファクトリーショップ
神奈川県横浜市中区元町 3-136 タカラダビル 1F
営業時間／11：00～19：00

お気に入りのシャツに合わせてジャケットやネクタイを選びように、
その日のスタイリングやTPOに合わせてストラップを付け替えることができたら、
ファッションはもっと楽しいものになると思いませんか？
Knotは時計とベルトを別 に々選べるカスタムオーダーサービスで、
新しいリストファッションの楽しみ方を提案します。

WEBサイトでカスタムオーダー体験ができる！ 
ぜひお試しください。

240種類以上のストラップの中からお好きな種類、
色を組み合わせてお楽しみいただけます。
シーズンに合わせて、毎日着るお洋服に合わせて、
その日の気分に合わせてストラップを変えるって楽しいですね！
きっと出会える、あなただけの特別のコーディネート！

http://knot-designs.com
会員登録でストラップ1本から全国送料無料でお届けいたします。

時計
30種類
以上

ストラップ
240種類
以上

組み合わせは
7000通り
以上
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Because the ultra compact step motors in quartz watches use magnets, the 
watch could be affected by magnetic interference from cell phones, PCs, TVs, 
audio equipment, speakers, automatic mahjong tables or other home appliances. 
This could cause it to temporarily stop, or the time to delay or advance, and may 
require comprehensive inspection or internal adjustment, including demagnetizing, 
which may not be covered by warranty.

Magnetism

【SMALL SECOND】
Setting the Time
Pull out the crown to the <2> position 
and turn to set the hour and minute. 
Push the crown back to the original 
position to complete the setting process 
and return the watch to timekeeping 
mode.

Setting the Time
Pull out the crown to the <2> position and turn to set the hour and minute. Push 
the crown back to the original position to complete the setting process and return 
the watch to timekeeping mode.

Zeroing the Minute and Second Hands
1. Pull out the crown to the <3> position.
2. Press and hold Button A for two seconds to place the minute hand in the 
adjust mode. The minute hand will make one rotation to the 12 o'clock position. 
3. Press Button B repeatedly until the pointer is in the <0> position.
4. Press and hold Button A for two seconds to place the second hand in the 
adjust mode, after completing one rotation.
5. Press Button B repeatedly until the pointer is in the <0> position.
6. Complete the process by returning the crown to its original <1> position.

Installing the Watch Strap
Watch straps attach with easy lever-operated spring bar pins, as illustrated 
below. The shorter piece of the band attaches to the 12 o'clock end of the watch 
and the longer piece to the 6 o'clock end. To attach, turn the watch and band 
over, and insert the end of the pin opposite the lever <1> through the band and 
into the watch body bracket. 

【CHRONOGRAPH】
Setting the Time
Pull out the crown to the <3> position 
and turn to set the hour and minute. 
Push the crown back to the original 
position to complete the setting process 
and return the watch to timekeeping 
mode.

【CHRONOGRAPH】
Setting the Date
Pull out the crown to the <2> position 
and turn it clockwise to set the date. 
Push the crown back to the original 
position to complete the process.
*Please avoid setting the date between 9 
p.m. and 2 a.m., as the date change 
mechanism activates during these hours.

NATO Style Strap
First, use the easy levers to attach the two spring bar pins to the watch body. 
(Illustration I) Pass the tip of the starp <A> down between the pin and body on the 
12 o'clock end of the case <B> and across the back of the watch. (Illustration II) 
Then pass it back between the pin and body on the 6 o'clock end <C>, through 
the clasp <D> and pull taut.

Tochigi Mesh Strap
Kumihimo Strap
Place the band against the back of the 
watch, then use the easy levers to 
install both of the pins and attach the 
band to the watch body.

Additional easy lever pins can be 
purchased at our online store
（¥300 for a set of two pins）.

Adjusting the Size of the Mesh Strap
Open the clasp, insert a small flathead screwdriver or similar tool into the inner 
slot, and lift to release the locking clip from the strap, as shown in Illustration 1. 
Then grasp the clasp with your fingers and slide along the strap (Illustration 2) to 
your preferred position, keeping the indentation on the back of the clasp aligned 
with one of the grooves in the back side of the mesh. Use the leverage of the 
screwdriver to replace the clip and lock the clasp into place (Illustration 3).
* Be careful not to damage the clip by using too much force or aligning it in such 
a way that it is not firmly seated in a groove in the mesh.

Using the Mesh Strap Clasp
1. Holding the band from the 12 o'clock end bracket <A>, 

catch the hooks <B> on the metal bar <C> inside of the clasp.
*Note: if <B> and <C> are not connected securely, the watch could fall off and 
become damaged.

2. Cover the metal piece <A> hooked on the bar to fix it in place by closing the 
cover plate. 

3. Then flip the safety clip <D> closed from the other side to complete the 
attachment process.

①

②

③

Using Your Knot Watch

Kichijoji Gallery Shop

La Ruell Kichijoji（1F）, 2-33-8Kichijoji-Honcho,Musashino, Tokyo

Open11：00～Close19：00

Yokohama Gallery Shop

Takarada Building（1F）, 3-136 Motomachi, Naka-ku,
Yokohama, Kanagawa prefecture

 Open11：00～Close19：00

Shinsaibashi Gallery Shop
Breeze Minami-Senba, 4-8-4 Minami-Senba, Chuo-ku, Osaka

Open11：00～Close20：00

Taipei Gallery Shop
No. 14, Lane 161, Section 2, Dunha South Road, Da’an District, Taipei

Open13：30～Close22：00

You can custom order through our website.
Give it a try!

http://knot-designs.com
From the strap one in the membership registration will be delivered

in nationwide free shipping.

Strap

more than

7000
Combinations

Then, using your fingernail, 
slide the lever to insert that 
end of the pin <2> into the 
bracket. Please ensure that 
the pins are seated correctly 
into the holes on both sides, 
and be careful not to scratch 
the watch body during 
installation.

Today's Watch on Today's Clothes

more than

240
styles

Watch
more than

30
styles

Choose from a vast selection of more than 

240 styles and colors of watch bands. 

Change them to match the season, your 

clothes for the day, or just to reflect the way 

you feel. It's fun and easy to create your own 

coordinated look!

You can make fashion more enjoyable by changing bands 

to complement today's style or TPO, just like you select a 

jacket or necktie to go with your favorite shirts. By allowing 

you to select watches and bands independently, Knot 

custom ordering lets you make the most of your wrist 

fashion, day after day.
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Maker’s Watch Knot

1F La・Ruell Kichijoji 2-33-8 Kichijojihon-cho
Musashino-shi Tokyo 180-0004 JAPAN

［Customer Service］
TEL.0800-555-7010  FAX.0422-27-6848

http://knot-designs.com

User Manual


