◎H朧
取扱説 明書
ご使 用
お使いになる前にス トップ/リ セットキーを押して表示を 00分OO秒 にしてください。
(キ ーを押すと ピ"と 音がするキークリック音機能付)
1キ ーを押してご希望の時間にセットしてください。
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じキーを押すと加算され、押 し続けると自動的に加算されます。
2次 にスター トキーを押してください。
(表 示は1秒 毎にカウン トダウンします。)
*タ イマー時間を途中で止める場合はス トップ/リ セットキーを押してください。
カウントダウンが止まります。再びスター トする場合はスタートキーを押して
ください。タイマーは続けてカウン トダウンします。
3時 間表示が OOttOO秒 になるとアラームが鳴ります。(最 長約30ttFB5鳴 ります。)
*時 Fo5表 示は00分OO秒 から秒単位のカウン トアップに切り替わります。
"表 示が点減じ数字が加算していきますので、アラームが鳴り始めて
( 分・秒
何分何秒経過したかわかります。)
*ス トップ/リ セットキー、または他のどの キーを押してもアラームは止まります。
(こ のとき、もとのセット時間に再セットされるリピー ト機能付)
●カウントアップタイマことしてご使用になる場合はOO分 00秒 の状態でスター ト
キーを押してください。秒単位でカウントアップしス トップウオツチとしてご使
用になれます。
カウントアップ中にス トップ/リ セットキーを押すとカウン トアップが 一時停止
になります。続けてカウン トアップする場合は、スター トキーを押してください。
OOttOO秒 に戻す場合は、ス トップ/リ セットキーを2回 押してください。
*カ ウントアップは99分 59秒 までカウントすると、表示が 停止します。
この場合はアラームは鳴りません。
(同

)

電池 の交
電池が消耗すると表示が薄 くなるな ど正確に作動 しなくな ります。 この時 は、新 し
い電池と交換 して ください。
使用電池 :CR2032(3∨ )× 11固
電池寿命 :約 1年 (1日 1回 30秒 アラ ーム を鳴らした場合 )
本体裏面の電池カバ ーをコイン等でOPENの 方向に回 しはず して ください
̀
*防 滴構造のため電池カ バーは硬めに取 り付けられてお ります。
電池の十一を間違えないようにして交換 して ください。
*付 属の電池は動作確認用のため、電 池寿翁が 1年 よ り短いことがあ ります。

△電池を直接はんだ付け、 シ ョー ト、分解、過熱、人に入れるな どしないで ください。
発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
△万一、溶液が皮膚や衣服に付着 した場合にはされいな水であ らいなが し眼 に入 つた
ときは水で洗 つた後、直ちに医師の治療をうけてください。
△電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあ り大変危険です。幼児の手の 届かない所

に置いてください。
△電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。
他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。
△吊りひもが首に巻きついた場合、窒息するおそれがあります。幼児の手の届かない
ところに保管してください。

△当製品￨ま 簡易的な防滴構造 (」 S防 滴 I形 )に なっていますのでぬれた手での操作
などが可能です。ただし、水中につけたり水をかけるようなことは絶対さけてく
ださい。
*製 品に水滴がついている場合は早めにお拭取り<だ さい。
△極端な低温 高温、湿気の多いところでのご使用はさけてください。
△お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンす―、ベンジン等の
揮発性溶剤は使用 しないでください。
△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内
に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
△本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショック
を与えないでください。火中に投じないでください。
△キやッシュカー ドなどの磁気カー ドや、フロッピーディスクなどの磁気記憶メデ
ィアに近づけないでください。磁力の影響により、記憶されている内容が破壊さ
れたり、正常に使用できなくなることがあります。

保証規 定
1正 常な使用状態で故 障 した場合 は、お買い上 げ後 1年 間無償で修理いた します。
2修 理の必要が生 じた場合 は、製 品に本証 を添 えて、 お買 い上 げ店また は弊社 へ ご持参 また は
ご郵送 くだ さい。

*修 理依頼 品の ご持参 およびお持ち帰 りの交通費な ど、 また郵送され る場合の郵送料金 および
諸掛 りはお客様 の ご負担 とさせ ていただ きます。
3保 証期間内で も次の場合 は有料修理 とな ります。
イ 誤用 舌t用 分解 および取 り扱 い不注意 による故障
口 火災 地震 水害 および盗難 な どの 災害 による故障
ハ 不当な 1多 理や 改造 および異常電圧な どに起因す る故 障
二 使用 中に生 じたキズな どの外観上の変化
ホ 本証の提示がな い場合 および お買い上 げ 日 販売店名な どの記 入がな い場合
4本 証 は 日本 国内においてのみ有効です。
5再 発行 はいた しませんので大切 に保管 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 料修理 をお約束す る ものです 。
従 つて この保証書 によ うて保証書 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。保証期間経過後 の1'理 につ
いて ご不明の場合 は、 お買上の販売店 また は弊 社 お客様相談室 にお問い合わせ くださ い。
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