ご使用方法
<裏面>

<前面（ALARM 1 表示）>

で UP または DOWN ボタンを押し、アラーム２の時刻をセットして
ください。ボタンを一度押すごとに分の数字が一つ変わります。
“00”
又は “59”分を過ぎると時(hour)が変わります。修正中に UP また
は DOWN ボタンを約 2 秒押し続けると修正早送りとなります。セッ
トの後、時計を約 5 秒間放置するとアラームセット・モ－ドは自動
的に終了します。

AL2 ON/ OFF スイッチ

<前面（ALARM 1 と 2 表示）>

AL1 ON/ OFF スイッチ

アラームとスヌーズ機能
アラーム 1 を使用するときは AL1 ON/ OFF スイッチを“ON”の位置
にセットすると、ALARM1 の位置にアラーム・マークが表示されま
す。
アラーム 2 を使用する時は AL2 ON /OFF スイッチを”ON“の位置
にセットします。月と日の表示がアラーム 2 の時刻に変わり、ALARM
2 の位置にアラーム・マークが表示されます。

SNOOZE/LIGHT ボタン

現在時刻がアラーム 1 またはアラーム 2 の時刻になると、クレセン
ド・アラーム（アラームの音が最初は低く、次第に大きく鳴ります）
が最長約 4 分間鳴ります。SNOOZE/LIGHT ボタンを押すとスヌーズ
とバックライト機能が働き、アラームは一度止まります。そして約
5 分後に再び鳴り始めます。

環境
アイコン
<電池蓋>

SNOOZE/LIGHT ボタンを押さない場合は、アラームは 4 分間鳴った
後、停止して自動的にスヌーズ機能に入ります。そして
約 5 分後に再び鳴ります。アラームを完全に止めるにはアラーム・
スイッチを OFF の位置にセットしてください。

電池の交換

手動による時刻修正

時計の裏側にある電池蓋を開け、＋－の表示に従って単三電池 1
個を挿入し、蓋を締めてください。
次に一度 RESET ボタンを押して時計を初期化させると、LCD(液晶表
示)が午前 8:00 1 月 1 日 日曜日が表示された後自動的に現在時
刻設定が行われます。
アラーム１、室内の気温と湿度、環境アイコンが表示されます。以
上で時計がご使用になれます。

修正を始めるために、SET ボタンを約 2 秒間押してください。年数
字が点滅しますので UP または DOWN ボタンを押してセットしてくだ
さい。一度押すごとに年が 1 年単位で変わります。

重要事項：電池挿入後に RESET ボタンが押されていない場合は時計
の機能は正常に始動しません。電池挿入後には必ず RESET ボタンを
押して時計を始動させてください。
ディスプレイ表示が暗い場合や表示が消えた場合、またライト・ボ
タンを押してもライトが暗いか、点灯しない場合は、電池を新しい
電池と交換してください。

時刻電波の受信
この時計はリセットされると標準電波を自動的にサーチします。
時刻の左にある電波信号マークが点滅し始め、受信中であることを
表します。E または W のマークが点滅し、現在（４０KHｚまたは６
０KHｚの）どちらの局を受信しているかを表します。電波が正しく
受信できると、時計は現在の時刻とカレンダー（日付）を表示し、
電波マークの点滅が終了、時刻合わせが完了したことを表します。
注意：
1. 標準電波の受信中に時刻やカレンダーの設定を行ったり、ア
ラームがなった時は直ちに受信を停止します。
2. この時計は標準電波の受信によりその機能を果たしますので、
使用場所により電波が弱すぎたり、正しく受信できないこと
があります。この場合は電波マークが消え、受信に失敗した
ことを表しますので、時計を回転させるか別の場所へ移動さ
せて、うまく受信をさせてみてください。SET ボタンを一度押
し、受信を再開してください。受信できない場合は手動で時
刻修正を行ってください。

SET ボタンを一度押してください。月と日が点滅します。UP または
DOWN ボタンを押してセットしてください。一度押すごとに日が一
つ変わり、日が月初め、または月末を過ぎると、月の数字が変わり
ます。
SET ボタンを一度押し手ください。時と分が点滅します。UP または
DOWN ボタンを押してセットします。一度押すごとに分が一つ変わ
ります。
“00”又は “59”分を過ぎると時が変わります。

注意：
1. 自動スヌーズ機能は最初の鳴り出しを含めて最大 8 回リピー
トします。スヌーズの間にもう一つのアラームが鳴った場合、
はじめのスヌーズ機能は停止します。
2. 万一、アラーム 1 とアラーム 2 のスヌーズ・アラームが鳴っ
た場合は、後から鳴ったスヌーズが有効に働き、始めのスヌ
ーズはキャンセルされます。

バック・ライトの使用方法
SNOOZE/LIGHT ボタンを押すとバック・ライトが約 4 秒間点灯しま
す。

環境アイコン
注：修正中、UP または DOWN ボタンを約 2 秒間押し続けると数
字は早送りされます。
SET ボタンをもう一度押すと修正を終了しますが、ボタンを押さず
に時計を約 30 秒間そのままにしても、修正モードは自動的に終了
します。

アラームの使用方法
デュアル・アラーム機能により二つの異なるアラーム時刻を設定す
ることが出来ます。以下の方法に従いアラームをセットしください。
アラーム 1 のセット: AL1 セットボタン（UP ボタン）を押します。
アラーム 1 の時刻が点滅しますので、UP または DOWN ボタンを押し
てセットしてください。
ボタンを一度押すごとに分の数字が一つ変わります。
“00”又は“59”
分を過ぎると時が変わります。修正中に UP または DOWN ボタンを約
2 秒押し続けると修正早送りとなります。セットの後、時計を約 5
秒間放置するとアラームセット・モードは自動的に終了します。
アラーム 2 のセット: AL2 セットボタン（DOWN ボタン）を押しま
す。月と日の表示がアラーム 2 の時刻に変わり、点滅します。そこ

この時計は周辺の環境条件を常にモニターし、その結果を以下のア
イコンと共に表示して知らせます。
（注: 周辺条件により、複数のアイコンが同時に表示されることが
あります。
）
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否認時項：
1. この時計は科学或いは医療機器ではありません。上記のアイ
コンは参考としてご使用ください。
2. 快適感は人により異なり、
”快適”表示アイコンは必ずしも特
定の個人の快適度を表しません。
3. 若し気分が悪いと感じる場合は、すぐにかかりつけの医師に
ご相談ください。

アラーム音の試聴
DEMO ボタンを押し続けるとアラーム音をお試しいただけます。そ
のまま押し続けるとアラームは
次第に大きくなります。試聴目的のため、アラーム音が大きくなる
速さは実際のご使用時の約 4 倍の速さになっています。

製品仕様
＜時計機能＞
■東日本、西日本の標準電波送信局を自動選局して受信する電波修
正機能付時計。
（午前 2 時、3 時、４時、５時に自動受信）
■時計精度：平均月差±30 秒以内（常温での使用時）
（電波受信による時刻修正を行わない場合）
■時刻表示：時、分、秒、月、日、曜日（カレンダーは日本語表示）
＜アラーム機能＞
■アラーム：４分間の電子音アラーム。最初は低く鳴り、次第に大
きく鳴るクレセンド アラーム音。
■デュアルアラーム機能：２つのアラーム時刻を同時に表示。
■スヌーズ機能：５分間のスヌーズ機能が最大８回まで。
＜温度・湿度計測＞
■使用温度範囲：0℃～＋50℃
■温度表示：－9.9℃～＋69.9℃ 精度：±2℃
（－9.9℃以下は LL 表示、70℃以上では HH 表示）
■湿度表示範囲： 20％～95％（使用温度が 0℃～＋50℃）
(20％以下は LL%表示、95%以上は HH%表示)
“--%”（使用温度が 0℃～＋50℃範囲外）
精度：25℃で 60％の時±7％
＜環境・アイコン表示機能＞
■環境表示：アイコンと共に関連する環境条件；快適、熱中症（2
段階）
、食中毒、風邪引き、カビ・ダニで表示。
注意：
上記の環境条件は、他の要素にも影響され、また快適感には個人差
がありますので、あくまでも参考としてご使用ください。またこの
時計は科学或いは医療機器ではありません。 環境表示の使用によ
って生じたいかなる結果にも責任を負いかねます。

