
時計は誤作動防止のため、1 分間操作がなかった場合自動で
ボタンにロックがかかります。

　　　　ボタンを約５秒間（2回ビープ音が鳴ります）

長押しするとロックは解除されます。

 

 

電池交換
 

 

 

 

  

AM

PM

AL SET

電池室内

電池蓋

START / STOP

各部名称
スヌーズ / フラッシュ

アラーム

カウント
アップタイマー
カウント
ダウンタイマー

電池残量表示

タイマー

LEDフラッシュ
振動
ブザー音

TIMER SELECT
SET

時計はアルカリ単 4電池 1本とアルカリ単 3電池 2本で動作
します。
1. 時計背面の電池蓋を開けます。
2. 単 4 電池 1本と単 3電池 2本を＋とーの向きに注意して
セットします。

3. 電池蓋を閉じます。

自動ボタンロック

TEST

背面

単３電池

単4電池

1. SET / TIMER ボタンを長押しします。時の位が点滅した
ら　 と　  で時の位を設定します。　 と　 ボタンを長押し
すると数字が早く進みます。

2. SET / TIMER ボタンを押します。分の位が点滅したら
と　 で分の位を設定します。

3. SET / TIMER ボタンを押します。24Hrが点滅したら
と　 で 24 時間表示か 12 時間表示を選択します。

4. SET / TIMER ボタンを押します。05が点滅したら　 と
　　　でスヌーズ間隔を設定します。スヌーズ間隔は 5分か
　ら 60 分の間で設定できます。
5. SET / TIMER ボタンを押すか、約 10 秒放置すると設定
モードは終了します。

  
  

時刻とスヌーズ間隔の設定

1. AL SET / SELECT ボタンを長押しします。時の位が
　点滅したら　 と　 で時の位を設定します。　 と　 ボタン
　を長押しすると数字が早く進みます。
2. AL SET / SELECT ボタンを押しします。分の位が点滅
　したら　 と　 で分の位を設定します。    と　 ボタンを長
　押しすると数字が早く進みます。
3. AL SET / SELECT ボタンを押します。　　　と HI が点
滅したら　 と　 で振動の強さを選択します。
（HI = 強　LO = 弱）
4. AL SET / SELECT ボタンを押します。　　  と HI が点
滅したら　 と　 で音の大きさを設定します。
（HI = 大　LO = 小）
5. AL SET / SELECT ボタンを押すか約 10 秒放置すると設

定モードは終了します。

  

アラーム時刻の設定

 

アラーム通知の選択
通常の時刻表示画面で AL SET / SELECT ボタンを押して
アラームの通知方法を選択します。通知方法は次の表の順番
に切り替わります。

再度 AL SET / SELECT ボタンを押すと
の全てが消えアラームはオフになります。

音のみ 振動のみ フラッシュのみ 振動と音 フラッシュと音

取扱説明書

アラームの停止
アラーム作動時にアラーム通知のアイコンは点滅します。
AL SET / SELECT ボタンを押すとアラームは停止し、
アラーム通知のアイコンは翌日まで点灯表示します。



スヌーズ / フラッシュボタンを長押しするとフラ
ッシュライトが点灯します。再度 スヌーズ / フラ
ッシュボタンを長押しすると消灯します。

 

スヌーズ機能
アラーム作動時に　　　　     スヌーズ / フラッシュボタン
を押すとアラーム通知アイコンは点滅したままアラームが一
時的に停止し、設定したスヌーズ間隔時間が経つと再度アラ
ームが作動します。

バックライト

スヌーズ / フラッシュボタンを押すと 5秒間バッ
クライトが点きます。

フラッシュライト

カウントダウンタイマー
1. 通常の時刻表示画面で SET / TIMER ボタンを押すと
アイコンが表示されタイマーモードになり、画面が点滅
表示します。

2. ボタンを押すと１時間ずつ数字が上がり    ボタンを
押すと 1分ずつ数字が上がります。

3. START / STOP ボタンを押すとカウントダウンタイマ
ーが始動し 　 が点滅します。

4. カウントダウンタイマー作動中に START / STOP ボタ
ンを押すとカウントダウンタイマーは一時停止し、画面
が点滅表示します。START / STOPボタンを長押しす
るとカウントダウンタイマーは停止しタイマー時間はリ
セットされます。

5. 再度 START / STOP ボタンを押すとカウントダウンタ
イマーが再始動します。

6. カウントダウンタイマーが 0:00になると振動・音・フ
ラッシュで通知し、同時にカウントアップが始まり、タイ
マー終了後の経過時間を表示します。START / STOP
ボタンを押すとタイマーは停止します。

7. 再度 START / STOPボタンを押すと最後に設定したカ
ウントダウンタイマーの時間が表示され画面が点滅表示し
カウントダウンタイマーの設定ができます。カウントダウ
ンタイマーまたはカウントアップタイマー作動中に SET /
TIMERボタンを押すと、通常の時刻表示に戻り画面右上
に　 　 アイコンが点滅表示します。

SET/TIMER
を押してタイ
マーモードに
入る

　　ボタン
でタイマー
時間を
設定する

START
/STOP
でタイマ
ー開始

START
/STOP
で一時
停止

0になると振動・音
フラッシュで通知し
そのままカウント
アップが開始、ST
ART/STOPで終了

テストモード
　　/TEST ボタンを長押しすると振動・音・フラッシュが
  5 秒間作動します。

電池残量警告
   電池残量が低下すると　　　が表示されます。新しいアル
カリ電池に交換してください。

トラブルシューティング
時刻表示が正常でない場合や、振動などが弱くなった場合
は新しい電池に交換してください。設定ボタンが機能しな
い場合、ボタンロックを解除してください。
仕様
アラーム継続時間　　　1分
スヌーズ間隔設定  5 分～60 分

12/24 時間表示　　24 時間
現在時刻 　　　0:00
アラーム時刻          6:00

初期値 アラーム振動           HI
スヌーズ間隔       05（5 分）
タイマー時間     23 時間 59 分

アラーム音量 距離 1mで 75dB

カウントアップタイマー
1. 通常の時刻表示画面で SET / TIMER ボタンを押すと
画面が点滅表示してタイマーモードになります。
START / STOP ボタンを長押ししてリセットします。

2. 0:00表示のまま START / STOP ボタンを押すとカ
ウントアップタイマーが始動し　 　　　が点滅します。

3. カウントアップタイマー作動中に START / STOP ボ
タンを押すと一時停止し画面が点滅します。START /

　STOP ボタンを長押しするとカウントアップタイマー
　は停止しタイマー時間はリセットされます。
4. START / STOP ボタンを押すとカウントアップタイ
マーが再始動します。カウントダウンタイマーまたはカ
ウントアップタイマー作動中に SET / TIMERボタンを
押すと通常の時刻表示に戻り画面右上に　　   アイコン
が点滅表示します。

タイマーモードで START/STOP 長押しで
タイマー時間は 0:00 にリセット
タイマー時間が 0:00 の時に START/STOP
を押すとカウントアップ始動

修理受付 お問い合わせ
株式会社自立コム
東京都渋谷区円山町２８-４大場ビル５階
TEL. 03-3476-2160 FAX. 03-3476-2425
info-jiritsu@jiritsu.com


