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2021 年 7 ⽉ 6 ⽇
⼭佐時計計器株式会社

累計販売台数 50 万台を突破した⼈気の万歩計
「平成の伊能忠敬」の第 3 弾︕ たくさん歩くと⽇本地図が完成
『万歩計® ゲームポケット万歩 令和の伊能忠敬』7 ⽉ 15 ⽇新発売

「万歩計」を作りつづけて 50 年以上の実績を持つ、歩数計のパイオニアメーカー、⼭佐時計計器株式
会社(本社︓東京都世⽥⾕区、代表取締役社⻑︓加藤 研)は、⼈気の万歩計「新・平成の伊能忠敬」のリ
ニューアルモデル「万歩計® ゲームポケット万歩 令和の伊能忠敬 〜歩いてつくろう⽇本地図︕〜
GK-710」を 2021 年 7 ⽉ 15 ⽇に発売いたします。

詳細 URL
http://www.yamasa-tokei.co.jp/seihin/pocket/gk-710.html
本製品は、累計販売台数 50 万台を突破したヒット商品「平成の伊能忠敬 GK-500（1999 年発売）」、
「新・平成の伊能忠敬 GK-700（2011 年発売）
」に続く 3 作⽬になります。

【
「万歩計® ゲームポケット万歩 令和の伊能忠敬 〜歩いてつくろう⽇本地図︕〜 GK-710」について】
本製品は、歩数を距離に換算し、バーチャルに海岸沿いを歩いて⽇本⼀周すると⽇本地図が完成する万
歩計です。
約 19,000km の本格的な実距離モードと新たに倍速モード（2、5、10、30、50 倍の速さで進めます）
が選べるようになりました。
ユーザーが 1 ⽇の⽬標歩数を設定できるようになり、⽬標に到達できるようタダタカ先⽣(伊能忠敬)が
励ましてくれます。また、ユニークなキャラクターが不定期に現われて応援もしてくれます。滅多に出
現しないシークレットキャラクターも存在します。
多くのユーザーからの「メイン画⾯で歩数が⾒れるようにして欲しい」との要望にも応え、「タダタカ
歩数画⾯」を新たに加えて「タダタカ評価画⾯」との⾃動切り替えにしました。
「歩きを楽しく」をコンセプトに、ユーザーに達成感を感じながら⻑期間のモチベーションを持ってい
ただける万歩計です。

【主な特⻑】
1. ⽇本地図を完成させよう︕︕
歩数を距離に換算し、バーチャルに海岸沿いを歩いて
⽇本地図ができあがっていきます。
19,044.18km の本格的な「実距離モード」と 2、5、10、30、50 倍の
速さで進むことができる「倍速モード」が選べます。
⽇本地図が完成するとステキなエンディングが待っています。
※実距離モードの場合、歩幅 70cm の⼈で⽇本地図完成までに
約 2,720 万歩。1 ⽇ 1 万歩で約 7〜8 年を要します。
※「新・平成の伊能忠敬」では、倍速モードが 50 倍のみでしたが
2、5、10、30、50 倍と選択できるようになりました。
2. 親切ナビゲーション
都道府県別に地図を表⽰して、現在の位置や次の都道府県までの距離を表⽰します。

3. タダタカ先⽣が激励
ユーザーが設定した 1 ⽇の⽬標歩数に対して、⽬標に到達できるようにタダタカ先⽣が励ましてくれま
す。またバーグラフで達成度を表⽰します。
※「新・平成の伊能忠敬」では、1 万歩でバーグラフが 100％になりましたが
「令和の伊能忠敬」では、ユーザーが⽬標歩数を決めることができるようになりました。

4. ユニークなキャラクターがあなたを応援
不定期に個性豊かなキャラクターが 1 ⼈、あなたを応援しに現れます。
滅多に出現しないシークレットキャラクターもあと 7 ⼈存在します。
※「新・平成の伊能忠敬」では、毎偶数正時の出現でしたが
「令和の伊能忠敬」では、完全に不定期の出現になりました。

5. メイン画⾯で歩数が⾒れる!!
「新・平成の伊能忠敬」では、ボタンを 3 回押さないと歩数表⽰が⾒れなかったのが
「令和の伊能忠敬」では、メイン画⾯で歩数が⾒れるようにしました。

6. 豊富な機能
歩数、歩⾏距離、歩⾏時間、消費カロリー、体脂肪燃焼量、カレンダー、時刻、使⽤開始⽇を表⽰しま
す。14 ⽇分のメモリー機能付きです。

7. 累計機能でモチベーション UP
使⽤開始から現在までの累計を表⽰します。歩数 100 億歩、歩⾏距離 100 万 km、歩⾏時間 100 万時
間、使⽤⽇数 100 万⽇まで表⽰しますので⻑期間のモチベーションが保てます。
※累計歩数は 1 万歩単位、累計距離は 1km 単位、累計歩⾏時間は 1 時間単位で表⽰。

【希望⼩売価格】
5,500 円(本体価格 5,000 円)

【主な仕様】

︓万歩計® ゲームポケット万歩 令和の伊能忠敬 〜歩いてつくろう⽇本地図︕〜
︓GK-710
︓ホワイト(W)
︓液晶ドットマトリックス表⽰(32×46 ドット)
︓3D 加速度センサー
︓[歩数] 0〜999999 歩
[歩⾏距離] 0.00〜999.99km
[歩⾏時間] 0h00m〜23h59m
[消費カロリー] 0.0〜9999.9kcal
[体脂肪燃焼量] 0.0〜9999.9g
[時刻] 0:00〜23:59(24 時間制)
[カレンダー] '21 年 1 ⽉ 1 ⽇〜'50 年 12 ⽉ 31 ⽇
[累計歩数] 0〜999999 万歩
[累計歩⾏距離] 0〜999999km
[累計歩⾏時間] 0〜999999h
[使⽤⽇数] 0〜999999 ⽇
[メモリー] 今⽇、1〜14 ⽇前
(午前 2 時にオートリセットしてデータを⾃動的にメモリー)
設定内容
︓[カレンダー] 2021 年 1 ⽉ 1 ⽇〜2050 年 12 ⽉ 31 ⽇
[時刻] 0︓00〜23︓59(24 時間制)
[開始⽇] 2021 年 1 ⽉ 1 ⽇〜2050 年 12 ⽉ 31 ⽇
[歩幅]30〜180cm(1cm 単位)
[体重]30〜120kg(1kg 単位)
[距離モード]:実距離モード/倍速モード(2、5、10、30、50 倍)
[⽬標歩数]1000〜50000 歩(単位:1000 歩)
使⽤温度範囲︓0℃〜40℃
歩数精度
︓±3％以内(当社規格の振動試験器による)
時計精度
︓平均⽉差±30 秒以内(常温にて)
電源
︓CR2032 リチウム電池 1 個
電池寿命
︓約６ヶ⽉(1 ⽇ 1 万歩または 1 ⽇ 4 時間使⽤にて)
外形⼨法
︓約 72×37×10 ㎜(幅×⾼×厚)
質量
︓約 26ｇ(電池含む)
材質
︓本体:ABS 樹脂、透明部:アクリル樹脂
付属品
お試し⽤電池(CR2032×1 個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
企画・設計 ︓⽇本
原産国
︓台湾
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【会社概要】
会社名
︓
本社所在地︓
設⽴
︓
資本⾦
︓
代表者
︓
URL
︓

⼭佐時計計器株式会社
〒158-0093 東京都世⽥⾕区上野⽑ 2-4-9
1957 年(昭和 32 年)8 ⽉
80,000,000 円
代表取締役社⻑ 加藤 研
http://www.yamasa-tokei.co.jp/

【製品に関するお問い合わせ】

⼭佐時計計器株式会社 お客様サービス室
TEL︓03-5706-5400
(受付時間 10:00〜17:00、⼟・⽇・祝祭⽇などを除く)
※新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の為、当⾯の間
11:00〜15:00 とさせて頂いております

【報道関係者様からのお問い合わせ先】

⼭佐時計計器株式会社
TEL︓03-5706-1220
E-Mail︓info@yamasa-tokei.co.jp

『万歩計』は⼭佐時計計器株式会社の登録商標です。当社の“歩数計の商品名”です。
当社は商品区分第 9 類指定商品の歩数計に商標登録第 1728037 号で「万歩計」を所有しております。
よって当社に無許可で、当社商品以外の歩数計、歩数計機能のアプリケーションに
『万歩計』の名称は使⽤できません。

また歩数計の“区分名”や“カテゴリー名”での使⽤も認めておりません。

