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この度はオーム電機のデュオタイマーをお買い上げいただき、誠にありがとうこざいます。こ使用

前にこの説明書をよくお読みの上、正しくこ使用ください。また、保証書も兼ねておりますので、

大切に保管してください。

◆こ使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々

への危害や損害を未然に防止するためのものです。

●警告サインと内容は次の様になつています。

警 告  人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注 意  人が損害を負つたり、物的損害の発生が想定される内容

△

△

●本体を分解しないでください。けがや故障の恐れがあります。

●本体や電池は、幼児の届くところに置いたり、保管しないでください。

電池を飲み込むなど、事故の恐れがあります。

●湿気の多い場所、水のかかる場所、直射日光の当たる場所、人気のそばに置かないでください。

故障および破損の恐れがあります。

ABS本封月旨

セ ッ ト時間
カウントタウン 99時間 59分 59秒 ～ 00時間 OO tt OO秒

カウントアップ OO時間 OO tt OO秒  ～ 99時間 59分 59秒

約 90g(電池除く)

±004秒 / 時

0 ～ 45℃

DC 3 0V アルカリ単 4形電,也  × 2個 (別売 )

約 10ケ 月

幅 90× 高さ 76× 厚さ 20 mm外形寸法 (約 )

取扱説明書 (保証書含む)
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「M」メモリーボタン

よく使う時間などを言己

憶することわヾできます。

「HR」ボタン

1時間単位の設定

をします。

旧ES爵」ボタン )＼
「HR」 と「MIN」を同時に

押してリセットします。

マグネット

「`MlN」 ボタン
＼`

＼「SEC」 ボタン

分単位の設定を  秒単位の設定を

します。      します。

「
Fl」タイマー1ボタン

タイマー1を選択します。

「
F2」タイマー2ボタン

タイマー2を選択します。

※カウントダウン時は緑の点滅。
OOからカウントアップに切替る
と赤のLEDが点滅します。

「S/S」 スタート/ス トップボタン

カウントのスタート、停止の際に

使用します。

設置方法

●背面マグネットで、

冷蔵庫等にくつつける

ことができます。

●壁掛け用フック穴を

上方に引出し、壁面の

フック等に引つ掛ける

ことができます。

●スタンドを背面に引

出し、テーブル等に立

てることができます。

音量切替スイッチ

以下のように音量

を切り替えること

ができます。

mute:音消し

lo1/1ヽさい

hi:大きい

電池カバー /

難 ‖ナ用フック穴
|

スタンド

▽

ノ

タイマー選択表示

現在選択されている

タイマーを示します。

タイマー 1画面
~

カウントアップ表示

この表示では、カウント

アップを示します。

カウントダウン表示

この表示では、カウント

ダウンを示します。

日。日日
関・四因

タイマー2画面

時間単位表示 分単位表示   秒単位表示



画面表示がうすくなつてきたら、電池交換時期です。お早めにアルカリ単4形乾電池2本をこ用意ください。

①電池カバーを押し下げて、
カバーをはずしてください。

②古い電池を取り出し、
新しい電池を入れます。

1015V単 4形 OI

1015V単 4形 01

③電池カバーを閉じて
ください。

※充電式の乾電池はこ使用に
なれません。

■カウン トダウン

①「HR」 「l1/4N」 「sEC」 ボタンを押して設定します。押し続けることでカウントが速く進みます。

②「S/S」 ボタンを押すと、カウントダウンがスタートします。(緑のLEElが点滅します)

③カウントが00iO0100になると、カウントアップ表示に切り替わり、アラームが約 1分間鳴り続

けます。(赤のLED点滅に変更)

④アラームが鳴つている間に「S/S」 ボタンを押すとアラーム音が止まり、自動的にセットした時間

が表示されます (=リ ピート機能)

■カウン トアップ

①表示が00iO0 00の 状態で「S/S」 を押すと、カウントアップがスタートします。

②「S/S」 ボタンを押すと、一時停止します。

③「S/S」 ボタンを再度押すと、カウントアップが再開します。
※カウントが停止している状態で「HR」「MIN」「SEC」 を押した場合、カウントダウン設定および
リセットに移行されます。

■一時停止
カウントしている状態で「S/S」 ボタンを押すと、一時停止します。
一時停止後に、

①「S/S」 ボタンを押した場合カウントは再開します。

②「HR」 「M NJ「 SEC」 を押した場合、カウント設定に切り替わります。

③「HR」 「MN」 ボタンを同時に押した場合、リセットされます。

■タイマー切替

「Tl(タイマー1)」 「T2(タイマー2)」 はそれぞれが独立してカウント機能します。

■メモ リー機能

タイマー1またはタイマー2を選択し、「M」 メモリーボタンを2秒以上押し続け、メモリー設定画面に

切り替えます(表示が点減)。「HR」「MINJ「 SEC」 ボタンをそれぞれ押して時間を設定します。再び、

「M」メモリーボタンを押すと登録され通常画面に戻ります。メモリーした設定を呼び出すには、「M」

メモリーボタンを押します。メモリーできるのは、1つのタイマー画面につき1つです。

(※ メモリー機育日まカウントダウンについてのみ設定可能です。)
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取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従つた使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ

同等品と無料交換致します。

保証期間内でも次の場合には有料扱いとなります。

(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(□)お買い上げの後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷

(■)消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ)本書の提示がない場合

(へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合

(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)

(卜 )本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ)一般家庭用以外で使用された場合の故障及び損傷

(例 :業務用、または業務用に準する使用方法)

こ贈答、こ転居等で本保証書に記入のお買上販売店に交換をこ依頼になれない場合は、弊社

お客様相談室にお問い合わせください。

本書は日本国内においてのみ有効です。 (The warranty s vald on yin」 apan)

本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。

※ この保証書によつて保証書を発行している者 (保証責任者)、 及びそれ以外の事業者に対する

お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ お客様に記載いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検

のために記載内容を利用させていただく場合があり讀すので、こ了承ください。

◎ H眠｀ 株式会社 オーム電機

４

　

５

〒342-8502埼 玉県吉川市旭 3-8
http://www.ohm― electric co lp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●フリーダイヤル (無 料)●携帯電話 公衆電話からは

120… 963‐006048-992-2735
電 話 1平日 9100～ 17:30 土曜 9:00～ 17:00
受 付 |  ※日曜 祝日及び年末年始は除きます

商品名 デュオタイマー ☆お買上日   年    月    日

型 番 COK―丁Dl l 晶 番 107-5993 保証期間 1本体 6か月 (お買い上げの日から)

お客様

★お名前 様

★こ住所 〒

電話   (    )

販売店
★住所 店名 電話

①


