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ごあいさつ
　株主・投資家の皆様におかれましては、当社グループの

事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　また、この度の東日本大震災により被災された皆様には、

謹んでお見舞い申し上げ、一日も早い復興を心より祈念

いたします。

平成23年11月

トップメッセージ RHYTHM WATCH CO., LTD.
Mid-term Business Report 
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1株当たり純資産 単位：円

■第2四半期／■通期

経常利益 単位：百万円

■第2四半期（累計）／■通期

1株当たり四半期（当期）純利益 単位：円

■第2四半期（累計）／■通期

営業利益 単位：百万円

■第2四半期（累計）／■通期

四半期（当期）純利益 単位：百万円

■第2四半期（累計）／■通期

売上高 単位：百万円

■第2四半期（累計）／■通期

連結財務ハイライト

代表取締役社長 

人々に喜ばれる製品・サ ービスの創造に努め、業容の拡大に努めます。
　当中間期におきましては、東日本大震災によるサプライ

チェーンの混乱や消費マインドの低下、欧州の金融不安、

米国の財政問題、新興国の景気減退により当社グループを

取り巻く環境は大変厳しいものでした。そのような中、時

計事業におきましては国内では防災クロックや温湿度計、海

外では売上拡大により、事業全体の売上高は前年同期を上回

る売上を確保することができました。営業利益に関しまして

も、収益改善策及び円高効果などにより前年を上回ることが

できました。電子事業におきましては東日本大震災による

サプライチェーンの混乱の影響で情報機器分野及び自動車

機器分野（カークロック）の売上高が落ち込み減収、減益と

なりました。プレシジョン事業におきましては東日本大震

災によるサプライチェーンの混乱および顧客の海外生産シ

フト等の影響により減収、減益となりました。

　その結果、当中間期における売上高は１２３億５７百万円

（前年同期比7.1％減収）、営業利益は３億２４百万円（同

45.3％減益）、経常利益は３億８３百万円（同36.9％減益）

となり、四半期純利益は税金費用の増加などにより１億71

百万円（同41.4％減益）となりました。

　当社は、グループ全体の事業拡大および利益の拡大を

目指し、平成23年8月31日付で協伸工業株式会社の株式

65.1％を取得し子会社化いたしました。協伸工業株式会社

は国内に３ヵ所とベトナムに生産拠点、東京、大阪とシンガ

ポールに販売拠点を有し国内外約600社と取引を行ない、

全社で約５００名の従業員を擁しております。当社といたしま

しては、精密機器分野の事業拡大および協伸工業株式会社の

有する技術力、販路をグループ全体で共有することにより、

新製品開発や新販路開拓において相乗効果を中長期的に

見込んでおります。今回の協伸工業株式会社子会社化から

得られるグループ内のシナジーを最大限に活かして成長戦略

のスピードアップを図ってまいります。なお、１１月３０日に

株式交換により当社は協伸工業株式会社を完全子会社と

する予定であります。

　当下半期におきましても厳しい状況が続くと思われますが、

競争力の強化を着実に進め株主の皆様のご期待に応えるよ

う、グループ一丸となって新しい成長へと取り組んでまいり

ます。

　なお、当中間期の配当につきましては見送りとさせてい

ただきます。

　株主・投資家の皆様におかれましては、今後とも一層の

ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
※ みなし取得日を平成23年９月30日として協伸工業株式会社およびその子会社 

KYOSHIN VIETNAM CO.,LTD.、KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD.を連結の
範囲に含めたことに伴い、当第２四半期連結会計期間は貸借対照表のみを連結しております。
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CLOSE UP

セグメント別の概況
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時計事業 売上高 5,620百万円 営業利益 451百万円
（�前年同期比2.3％UP） （�前年同期比119.3％UP）

電子事業 売上高 3,608百万円 営業利益 12百万円
（�前年同期比7.6％DOWN） （�前年同期比92.3％DOWN）

　クロックの国内販売は、大震災後厳しい販売状況が続き、平均単価の下落を販売数量増加で補う一方で、防災ラ
ジオや室温管理のための温湿度計の販売が好調に推移し、海外販売は、米国での販売が前年同期を上回り、アジア、
中近東での販売が好調に推移した結果、時計事業全体としては、増収となりました。原価の改善、販売コスト削減など
継続的に推進しております収益改善策および円高の影響などにより、営業利益は前年同期に比べ増益となりました。
　以上のことから、時計事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は56億20百万円となり、前年同期54億93百
万円に対し2.3％の増収となりました。営業利益は、4億51百万円となり、前年同期2億5百万円に対し119.3％の増
益となりました。

　電子事業におきましては、顧客企業に対し積極的に新製品の企画提案を実施し、業容の拡大に努めてまいりまし
たが、大震災の影響により情報機器分野および自動車機器（カークロック）分野の不振により前年同期に比べ減収、
減益となりました。
　以上のことから、電子事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は36億8百万円となり、前年同期39億6百
万円に対し7.6％の減収となりました。営業利益は、12百万円となり、前年同期1億65百万円に対し92.3％の減益
となりました。

事業区分

▶置時計、掛時計、目覚時計、デジタル
時計、設備時計、クロックムーブメント

▶防災行政ラジオ、ウオッチ、歩数計、
タイマー、宝飾品　

▶その他

事業区分

▶情報関連機器
▶自動車時計及び車載関連機器
▶映像通信関連機器
▶その他

売上高 単位：百万円

■第2四半期（累計）／■通期

売上高 単位：百万円

■第2四半期（累計）／■通期

売上構成比
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プレシジョン事業 売上高 2,782百万円 営業損失 43百万円
（�前年同期比21.8％DOWN） （前年同期277百万円の営業利益）

　当社は、グループ全体の事業拡大および利益の拡大を目指し、平成23年
8月31日付で協伸工業株式会社の株式65.1％を取得し子会社化いたしま
した。協伸工業株式会社は「全員参加で、夢のある会社を作り上げよう」
をスローガンとし、お客様に求められる製品を開発し、身の回りの多くの製品
に採用されております。電源基板や制御基板に取り付け電気の流れを中継する

「タブ端子」は、薄型テレビ等に幅広く使われております。様 な々家電製品の電源基板に取り
付けることができる「テーピング端子」はIHクッキングヒーター、ハイブリット車等に使用されてお
ります。カーナビ等に使用される「表面実装端子」や電動アシスト自転車や太陽光発電用パワー
コンディショナーに使用される「端子台」も製造しており、製品のラインナップが非常に充実し
ております。また、三次元測定器やX線分析器のほか各種環境評価設備を有しており、品質
と環境に留意し、製品の開発と製造をおこなっております。今回の協伸工業株式会社子会社
化から得られるグループ内のシナジーを最大限に活かして成長戦略のスピードアップを図ってまい
ります。なお、11月30日に当社は協伸工業株式会社を完全子会社にする予定であります。

協伸工業株式会社

　プレシジョン事業におきましては、新規顧客開拓、顧客企業に対し積極的に企画提案を実施し、また、ベトナム
において金型の生産を開始するなど事業の拡大に努めておりますが、取引先の海外展開による部品組立の受注減、
操業度低下に係るコスト増の影響等により、前年同期に対し減収、減益となりました。
　以上のことから、プレシジョン事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は27億82百万円となり、前年同期35
億56百万円に比べ21.8％の減収となりました。営業利益は43百万円の損失となり、前年同期2億77百万円に対
し3億20百万円の減益となりました。

事業区分

▶精密金型
▶プラスチック及び金属部品
▶FA機器、医療機器、組立
▶その他　

売上高 単位：百万円

■第2四半期（累計）／■通期売上構成比

22.5％

KYOSHIN VIETNAM CO．，LTD．（ホーチミン）

テーピング端子

タブ端子
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科　　目
前第2四半期

連結会計期間末 前連結会計年度末 当第2四半期
連結会計期間末

（平成22年9月30日現在）（平成23年3月31日現在）（平成23年9月30日現在）

資産の部
流動資産 23,357 23,875 25,655
固定資産 12,486 12,303 13,884
　有形固定資産 4,657 4,582 5,515
　無形固定資産 671 776 2,024
　投資その他の資産 7,157 6,945 6,344
資産合計 35,844 36,178 39,539
負債の部
流動負債 4,864 4,836 7,702
固定負債 1,220 1,276 1,622
負債合計 6,085 6,113 9,324
純資産の部
株主資本 29,821 30,115 30,041
　資本金 12,372 12,372 12,372
　資本剰余金 16,047 16,047 16,047
　利益剰余金 2,854 3,150 3,077
　自己株式 △1,453 △1,455 △1,456
その他の包括利益累計額 △63 △50 △458
　その他有価証券評価差額金 286 318 25
　為替換算調整勘定 △349 △368 △483
少数株主持分 － － 631
純資産合計 29,758 30,065 30,215
負債純資産合計 35,844 36,178 39,539

自己資本比率 （単位：％） 83.0 83.1 74.8
（注）1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　　2.  みなし取得日を平成23年９月30日として協伸工業株式会社およびその子会社KYOSHIN VIETNAM CO.,LTD.、KYOSHIN 

INDUSTRY ASIA PTE LTD.を連結の範囲に含めたことに伴い、当第２四半期連結会計期間は貸借対照表のみを連結しております。

科　　目
前第2四半期
連結累計期間 前連結会計年度 当第2四半期

連結累計期間
平成22年4月  1日から（平成22年9月30日まで） 平成22年4月  1日から（平成23年3月31日まで） 平成23年4月  1日から（平成23年9月30日まで）

売上高 13,303 27,401 12,357
売上原価 9,812 20,175 9,080
売上総利益 3,491 7,226 3,276
販売費及び一般管理費 2,897 6,014 2,952
営業利益 594 1,212 324
営業外収益 307 627 317
営業外費用 294 463 259
経常利益 607 1,376 383
特別利益 71 184 138
特別損失 169 431 86
税金等調整前四半期（当期）純利益 510 1,129 435
法人税、住民税及び事業税 131 413 271
法人税等調整額 85 126 △7
少数株主損益調整前四半期（当期）純利益 293 589 171
四半期（当期）純利益 293 589 171

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目
前第2四半期
連結累計期間 前連結会計年度 当第2四半期

連結累計期間
平成22年4月  1日から（平成22年9月30日まで） 平成22年4月  1日から（平成23年3月31日まで） 平成23年4月  1日から（平成23年9月30日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,331 2,295 1,010
投資活動によるキャッシュ・フロー △518 △755 △2,110
財務活動によるキャッシュ・フロー △788 △790 1,257
現金及び現金同等物に係る換算差額 △111 △126 △91
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △86 623 65
現金及び現金同等物の期首残高 9,585 9,585 10,209
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 9,499 10,209 10,274

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

■ 四半期連結貸借対照表（要旨） 単位：百万円 ■ 四半期連結損益計算書（要旨） 単位：百万円

■ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） 単位：百万円

H22.3 H23.3 H24.3
（第2四半期）
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キャッシュ・フロー
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期首残高

　 前期末比　
65百万円
の増加現金及び現金同等物の

四半期末残高

10,209

1,257

10,274

△2,110

1,010

総資産は受取手形及び売掛金の増加や、協伸工業株式
会社の子会社化によるのれん代の増加により増加いたし
ました。
負債・純資産は支払手形及び買掛金の増加や短期借入
金の増加等により増加いたしました。

時計事業は海外販売や非クロック製品の売上拡大、収
益改善策の効果や円高の影響により増収増益となりま
したが、電子事業とプレシジョン事業は東日本大震災
による製造の一時調整やサプライチェーンの混乱によ
り減収減益となったため、利益は前年同期に比べ大幅
な減少となりました。

子会社（協伸工業株式会社）の株式取得のための支出など
により、投資活動によるキャッシュ・フローは減少しました
が、そのための短期借入を行ったことにより、四半期末
残高は102億74百万円となりました。

http://www.rhythm.co.jp/ir/

http://www.rhythm.co.jp/

IRサイトのご案内 詳しい財務データ等は
当社ホームページをご活用ください。

 リズム時計　IR 検  索

キャッシュ・フローの概要 単位：百万円

売上高・売上高営業利益率 単位：百万円・％

売上高…■第2四半期（累計）／■通期　売上高営業利益率…■

貸借対照表の推移 単位：百万円

■総資産／■負債／■純資産

中間連結財務諸表

☜ここをクリック！
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「エコライフ」の技術を継承した「エコモード
M818」。ソーラー発電と併用で、電池寿命が
約5年と非常に省エネタイプな時計で、「グリーン
購入法」に適合した環境に優しい商品です。

文字盤が360度回転する新機構からくり時計
誕生。「小振りサイズ」、「薄さ」にこだわった時計
ですが、文字板が回り始めると隠れていた3つの
回転板も一緒に回転するからくり時計ならではの
ダイナミックパフォーマンスを行います。時計の
クリスタル感と調和する
ようにスワロフスキー・
エレメントを随所に
散りばめており見
る人の心に幸せ
を運ぶ素敵な時
計です。

9月

スモールワールドノエル 発売
（4MN509RH23  ￥21,000-税込）

時の流れを楽しむディスクオルゴール掛時計。
17cm・20弁ディスクオルゴールが豊かな音域
と美しい音色により毎正時を華やかに演出しま
す。交換ディスクも「四季　春」、「カノン」、「メ
ヌエット」、「ジムノペティ第一番」、「ノクターン
第二番」、「ウィーンの森の物語」の6曲付き。
室内を豊かに彩ってくれる時計です。

8月

プライムオルガニートM 発売
（4MH859RH06  ￥210,000-税込）

ブラックの文字板面に映る鮮やかな文字が既存
の時計とは異なるスタイリッシュな印象を与える
新感覚のデジタル時計です。日付、時間だけで
なく温湿度表示も行え、熱中症、食中毒、インフ
ルエンザ、カビ・ダニの注意も表示でき、ご家庭だ
けでなくオフィスでも重宝されます。

8月

パルデジットネオン119 発売
（8RZ119-002  ￥7,350-税込）

6月

エコモードM818 発売
（4MY818-019  ¥8,925-税込）

協伸工業㈱子会社化

精密機器分野の事業拡大及び両社の有する
技術力、販路を共有することを目的とし、
協伸工業㈱を子会社化することを決定し、
8月31日発行済株式の65.1％を取得いたし
ました。新製品開発や新販路開拓において
相乗効果が見込まれ、グループ全体の事業
拡大及び利益の拡大を目指していきます。

8月

RHYTHM INDUSTRIAL 
（DONGGUAN）LTD．稼動

近年の中国における加工貿易政策の変更等に
対応するため、平成23年1月に設立いたしま
したRHYTHM INDUSTRIAL（DONGGUAN）
LTD．が8月1日より稼動を開始いたしました。

8月

…新商品情報 …企業活動情報
商品の詳細な情報等は当社ホームページ

（http://www.rhythm.co.jp/）でご覧いただけます。
また「からくり時計」の
パフォーマンス動画も
掲載しておりますので

ぜひご覧ください。

9月
September

8月
August

7月
July

6月
June

5月
May

4月
April

リズムウォーカーシリーズに防犯ブザー付き歩数計
が登場しました。この防犯ブザーは（社）電池
工業会から優良防犯ブザーとして認定を受けて
おります。消費カロリー、脂肪燃焼量など充実
した機能も搭載されております。歩数計としてだ
けではなく、さまざまな用途で使用できる優れも
のです。

5月

リズムウォーカーノティ 発売
（9ZYA04RH  ¥3,675-税込）

大人気アニメ、ワンピースのキャラクターが時計
になりました。樽にのった、キュートなチョッパー
が話しかける画期的なコミュニケーションおしゃべ
りクロック。いつもの
お部屋が癒しの空間
に早変わりします。

7月

トニートニー・チョッパー 発売
（8RDA51RH06  ¥5,250-税込）

5月

子育てサポート企業に
認定されました

従業員の労働環境改善活動及び次世代育成
支援活動が認められ、埼玉労働局より次世代
育成支援法第13条に基づく「基準適合一般
事業主」としての認定を受けました。

©尾田栄一郎／
集英社・フジテレビ・

東映アニメーション
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株主インフォメーション

RHYTHM WATCH CO., LTD.
The 85th Business Report 

■ 会社概要 平成23年9月30日現在

■ 役員 平成23年9月30日現在

■ 株式の状況 平成23年9月30日現在

社名 リズム時計工業株式会社
設立 1950年（昭和25年）11月7日
資本金 123億72百万円
従業員数 連結3,132名、単体409名
主要営業品目 各種クロック・ウオッチ・宝飾品・情報機器・

車載機器・電子部品・精密金型及び部品・
接続端子部品・その他精密機械各種

事業所 ●本社
〒330-9551
埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目299番地12
電話：048（643）7211（代表）
益子工場
東京支店　名古屋支店　大阪支店　福岡支店

連結子会社 東北リズム株式会社 （精密金型 及び省力機械の製造）

協伸工業株式会社 （各種接続端子、金型の製造販売）

リズムサービス株式会社 （時計の修理、物流）

リズム開発株式会社 （時計・ギフト品の販売）

株式会社アールスタッフ （介護事業・人材派遣）

RHYTHM U.S.A., INC. （時計の販売）

RHYWACO（H.K.）CO., LTD. （時計の販売）

RHYTHM INDUSTRIAL（H.K.）LTD. （時計の製造・プラ部品・精密金型）

RHYTHM INDUSTRIAL（DONGGANG）LTD. （時計の製造・プラ部品・精密金型）
※2011年8月稼動

RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD. （プラ部品・成形加工）

KYOSHIN VIETNAM CO．，LTD． （各種接続端子、金型の製造販売）

KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE LTD. （各種接続端子の販売）

発行可能株式総数 185,229,000株

発行済株式の総数 132,178,939株

株主数 17,071名

所有者別株式分布状況（株数比率）

代表取締役会長 大川　康寬
代表取締役社長 笠間　達雄
常務取締役 樋口　孝二
取締役 松本　暁夫
取締役 近内　郁夫
取締役 奥田　伸一郎
取締役 関根　文男
取締役 工藤　孝紀
取締役 戸倉　敏夫

常勤監査役 金成　泰明
監査役 小網　忠明
監査役 中山　安博
監査役 高木　権之助

（注）１．取締役戸倉敏夫氏は会社法第２
条第15号に定める社外取締役
であります。

2．監査役小網忠明氏、中山安博氏
及び高木権之助氏は会社法第２
条第16号に定める社外監査役
であります。

大株主（上位10名）

株　主　名 持株数（千株） 持株比率（％）
シチズンホールディングス㈱ 17,717 14.4
日本生命保険相互会社 7,358 6,0
㈱埼玉りそな銀行 6,191 5.0
共栄火災海上保険㈱ 4,412 3.6
住友信託銀行㈱ 4,000 3.3
㈱三井住友銀行 3,432 2.8
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 3,189 2.6
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 2,747 2.2
㈱武蔵野銀行 2,171 1.8
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1,722 1.4

（注）1．持株比率は、発行済株式の総数（自己株式を除く）に対する所有株式数の割合
であります。

　　2．当社は自己株式9,482,989株を保有しておりますが、上記大株主からは除外して
おります。

　　3．千株未満は切り捨てて表示しております。

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月開催

基準日 定時株主総会　毎年3月31日

期 末 配 当 金　毎年3月31日

中 間 配 当 金　毎年9月30日

その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご
照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開
設されていない株主様は、下記の電話照会先にご連絡ください。

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
　住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都中央区八重洲二丁目3番1号
　住友信託銀行株式会社　証券代行部

〈郵便物送付先〉
〒183-8701　東京都府中市日鋼町1番10
　住友信託銀行株式会社　証券代行部

〈電話照会先〉 0120-176-417（フリーダイヤル）

〈インターネットホームページURL〉
http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html

【特別口座について】
特別口座では、単元株の売買ができないなどお取引に一定の制限があります

（ただし、単元未満株式の買取買増請求は可能です）。お取引を行うために
は、証券会社に特別口座と同一名義の株主様の口座を開設し、株式を振替
える必要があります。特別口座からの株式の振替をご希望の株主様は、証券
会社に口座を開設した後、住友信託銀行株式会社にご連絡いただきお手続
きを行ってください。（証券会社によってはこのお手続きを受け付けております。
詳細につきましては口座を開設した証券会社にお問い合わせください。）

単元株式数 1,000株

公告の方法 当社ホームページに掲載いたします。
ただし、電子公告を行うことができない事故その他
のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞
に掲載いたします。
＜http://www.rhythm.co.jp/＞

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

証券コード 7769

●金融機関 30.1％

●その他国内法人 18.3％

●個人その他 45.2％

●証券会社 1.9％

●外国法人等 4.5％

●金融機関 30.3％
　（33名／40,088,477株）

●その他国内法人 17.9％
　（180名／23,617,370株）

●個人その他 45.9％
　（17,472名／
     60,626,301株）

●証券会社 1.5％
　（35名／1,982,220株）

●外国法人等 4.4％
　（57名／5,864,571株）

株　主　メ　モ

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

株主還元策について

当社株式の証券市場での取引は1,000株（1単元）単位と
なっておりますため、単元未満株式（1～999株）を市場で
売買することはできません。当社では「単元未満株式買取
制度」および「単元未満株式買増制度」を採用していますの
で、ぜひお手続きくださいますようご案内申し上げます。

当社は、効率的な業務運営・合理化による収益力の向上および
財務体質の強化を通じ、皆様に対する安定的な利益還元を行う
ことを基本としており、当期の期末配当は１株あたり２円を予想して
います。

買取請求 株主様が、ご所有の単元未満株式を当社に対し、
買い取るよう請求する。

買増請求
株主様が、ご所有の単元未満株式を単元株式

（1,000株）にするため、当社に対し株式を売り渡
すよう請求する。

●買取・買増制度の例 （1,600株ご所有の場合）

単元株数 1,000株 に

600株 当社が買取 400株 買増

単元株数 2,000株 に

買増請求をご利用

会社・株式情報

1,600株 ＝ 1,000株（単元株式） ＋ 600株（単元未満株式）

買取請求をご利用

※株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関である住友信託銀行株式会社は、
平成24年4月1日付で商号を「三井住友信託銀行株式会社」に変更する予定です。

※郵便物送付先の住所および電話照会先の電話番号に変更はございません。
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非常用ブザーを搭載しながらも、
スリムでスタイリッシュなデザインは、その機能を意識
させることなく気軽に携帯でき、暗くなってからの帰宅
やウォーキングにも心強い味方となってくれるでしょう！

2010年４月発売以来、年齢や性別にとらわれないフォ
ルム・デザイン・操作ボタンのシンプルさで、売れ続け
ています。

文字高19.2mmの見やすい液晶表示、かんたんな
操作など、誰もが使いやすい機能を追求した商品。

あらゆる場面での使用を想定し、
従 来の歩 数 計の機 能に加え、
あたりが暗い時のウォーキングにも
便利な機能を搭載しました。夜間
でも表示確認ができるバックライト
機能に、暗闇でも便利な手元ライトは、
暗がりで見えにくい時に、身の回りにあるものを探す
のに役立ってくれるでしょう。

いつでも身につけられて健康管理に役立つ
「リズムウォーカー」シリーズですが、この
商品には、優良防犯ブザー（（社）電池工業会
認定規格取得）が搭載されており、夜間の
ウォーキングや暗くなってからの帰宅時、
災害時に自分の居場所を知らせる手段として
も心強い味方となってくれるでしょう。

お問い合わせ先
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目299番地12
TEL.048（643）7211（代表）
http://www.rhythm.co.jp/

環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用して印刷しています。

　夜間のウォーキングには優良防犯ブザー付、昼間のウォーキングには
紫外線対策に有効なＵＶセンサー機能搭載と防犯ブザーを搭載したもの、
操作がかんたんで表示部が大きなものなど、当社の歩数計は、用途にあわ
せてお選びいただけます。また、歩数表示だけでなく、14日間の累計
歩数や毎日の平均歩数、歩行時間、コース別や電池交換マーク、時計
などがすべての機種で確認でき、３Dセンサー搭載で精度もアップしています

（リズムウォーカープレーンを除く）。
　ウォーキングは無理をすることなく有酸素運動を行うことのできる最適な
運動のひとつで、「身体活動を主体とした健康づくりをする人であれば、毎日
8,000歩～10,000歩の歩行が目安であり、運動を主体とする人では、
毎週35分間、速歩では１時間の実施が目安」とされています。（厚生労働省

「健康づくりのための運動基準2006」より）

RHYTHM WATCH 

Product Story Vol.3
個性的な歩数計がたくさん  
リズムの歩数計

リズム時計 プロダクトストーリー

●女性にうれしい！  ＵＶセンサー＆非常用ブザー付

リズムウォーカーガード
（9ZYA03RH） ￥5,250

●夜でも見えるライト付＆便利な手元ライト付

リズムウォーカーライト
（9ZYA02RH） ￥3,675

●持って安心！  優良防犯ブザー付

リズムウォーカーノティ
（9ZYA04RH） ￥3,675

●スタンダードなスタイルが人気！ 
　Rhythm Warker シリーズの原点

リズムウォーカー01
（9ZYA01RH） ￥3,150

●「かんたん操作」、「大きな表示」、
　「電池長持ち」を追求した歩数計

リズムウォーカープレーン
（9ZYA05RH） ￥2,100
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