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⼭佐時計計器株式会社

敬⽼の⽇のプレゼントにもピッタリ︕累計販売台数 50 万台突破の
“電波時計内蔵・腕時計タイプ万歩計”4 機種を完全リニューアル
『万歩計® ウォッチ万歩計

DEMPA MANPO』9 ⽉ 16 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、2013 年に発売して以来、累計販売台数
50 万台を突破したヒットシリーズ、電波時計内蔵・腕時計タイプ万歩計「ウォッチ万歩計

DEMPA

MANPO」4 機種 10 カラーすべてを完全リニューアルして 2021 年 9 ⽉ 16 ⽇に発売いたします。
※TM-460・TM-510 は⼀般販売モデル、TM-610・TM-660 は通信販売限定モデルとなります。

詳細 URL
http://www.yamasa-tokei.co.jp/seihin/category_watch.html
『ウォッチ万歩計

DEMPA MANPO』シリーズは、電波時計を内蔵しており、⽇本標準時刻電波を受信

して⾃動的に正確な⽇時を表⽰する腕時計タイプの万歩計です。
従来品は、歩数を感知するセンサーが左⼿⾸装着時のみ正確にカウントするモデルのみでした。本製品
は、⾼性能の 3D 加速度センサーを搭載することにより、左右どちらの⼿⾸につけても計測可能になり
ました。データのメモリー⽇数は７⽇分から 30 ⽇分にアップし、画⾯の表⽰も⾒やすくなり、またお
客様ご⾃⾝で電池交換をすることもできるようになりました。
歩数・歩⾏距離・消費カロリー・歩⾏時間・時刻・カレンダーを表⽰し、1 秒単位のストップウォッチ
機能を搭載しています。また⾬・⼿洗いの際の⽔しぶきに耐えられる 3 気圧防⽔(⽇常⽣活防⽔)を採⽤
しています。
メイン画⾯が「時刻・カレンダー」表⽰なので万歩計とは気づかれず、外れたり、落としたりする⼼配
もなく、いつでも、どこでも気軽にデータをチェックできます。敬⽼の⽇のプレゼントにも最適です。

【「万歩計®

ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO」シリーズの主な特⻑】

■電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計（⽇本国内専⽤）
■3D 加速度センサー搭載で、左右どちらの⼿⾸につけても計測可能
■表⽰が⼤きく、⾒やすいレギュラーモデル（TM-510、TM-660）
■⼥性の腕にフィットするスモールモデル（TM-460、TM-610）
■歩数・歩⾏距離・消費カロリー・歩⾏時間・時刻・カレンダーを表⽰
■30 ⽇分の⼤容量メモリー
■１秒単位のストップウォッチ機能搭載(最⼤ 99 時間 59 分 59 秒)
■⾬・⼿洗いの際の⽔しぶきに耐えられる３気圧防⽔(⽇常⽣活防⽔)
■歩⾏判定機能が歩⾏以外の振動計測を抑制
■お客様ご⾃⾝で電池交換可能

【希望⼩売価格】

TM-460、TM-510︓6,050 円(本体価格 5,500 円)
TM-610、TM-660︓7,150 円(本体価格 6,500 円)

【主な仕様】
■商品名
万歩計®

ウォッチ万歩計

DEMPA MANPO

■型番
TM-460、TM-510、TM-610、TM-660
■カラー
TM-460︓ブラック×シルバー(B/S)・ブラック×レッド(B/R)・ホワイト×ピンク(W/P)
TM-510︓ブラック×シルバー(B/S)・ブラック×レッド(B/R)・ホワイト×ピンク(W/P)
TM-610︓ブラック×シルバー(B/S)・ホワイト×ホワイト(W/W)
TM-660︓ブラック×ブラック(B/B)・ブラック×シルバー(B/S)
■表⽰
液晶 5 桁デジタル 2 段表⽰
■検出⽅式
3D 加速度センサー
■表⽰内容
歩数
︓0〜99999 歩
歩⾏距離
︓0.00〜999.99km
消費カロリー
︓0.0〜9999.9kcal
歩⾏時間
︓0H00M〜23H59M
ストップウォッチ︓0:00 00〜99:59 59
カレンダー
︓1 ⽉ 1 ⽇〜12 ⽉ 31 ⽇
時刻
︓時・分・秒 ※24 時間制または 12 時間制(午前:A/午後:P 表⽰)
メモリー
︓今⽇、1〜30 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
歩幅

︓30〜180cm(1cm 単位)

体重

︓30〜120kg(1kg 単位)

カレンダー︓2021 年 1 ⽉ 1 ⽇〜2099 年 12 ⽉ 31 ⽇
時刻

︓時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24 時間制または 12 時間制(午前:A/午後:P 表⽰)選択

電波受信

︓ON/OFF

■受信機能
⾃動受信/強制受信
■受信電波
⽇本国内専⽤ JJY(40kHz／60kHz)

■⾃動受信時刻
2 時 30 分、3 時 30 分、4 時 30 分に受信を開始
■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
電波受信による時刻修正がない場合:平均⽉差±30 秒以内(常温にて)
■電源
TM-460、TM-610:CR1632 リチウム電池１個
TM-510、TM-660:CR2032 リチウム電池１個
■電池寿命
約１年(1 ⽇ 1 万歩または 1 ⽇ 4 時間使⽤にて、電波受信 1 ⽇ 1 回にて)
■外形⼨法
TM-460︓約 36×45×13.4mm(幅×⾼×厚 バンド部は除く)
TM-510︓約 43×49×13.7mm(幅×⾼×厚 バンド部は除く)
TM-610︓約 36×43×13.4mm(幅×⾼×厚 バンド部は除く)
TM-660︓約 42×49×14mm(幅×⾼×厚 バンド部は除く)
■適応⼿⾸周り
TM-460︓約 12.5〜20cm
TM-510︓約 14.5〜20cm
TM-610︓約 11.5〜17.5cm
TM-660︓約 14〜20cm
■質量
TM-460︓約 31g(バンド、電池含む)
TM-510︓約 39g(バンド、電池含む)
TM-610︓約 29g(バンド、電池含む)
TM-660︓約 39g(バンド、電池含む)
■防⽔
3 気圧防⽔(⽇常⽣活防⽔)
■材質
本体:ABS 樹脂、透明部:アクリル、裏フタ:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン

■付属品
TM-460︓お試し⽤電池(CR1632×1 個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
TM-510︓お試し⽤電池(CR2032×1 個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
TM-610︓お試し⽤電池(CR1632×1 個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)、基本ガイド
TM-660︓お試し⽤電池(CR2032×1 個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)、基本ガイド
■企画・設計
⽇本
■原産国
中国

【製品詳細 URL】

TM-460︓http://www.yamasa-tokei.co.jp/seihin/watch/tm-460.html
TM-510︓http://www.yamasa-tokei.co.jp/seihin/watch/tm-510.html
TM-610︓http://www.yamasa-tokei.co.jp/seihin/watch/tm-610.html
TM-660︓http://www.yamasa-tokei.co.jp/seihin/watch/tm-660.html

【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、歩数計に準ずる商品（歩数計機能のアプリケーション含む）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。

