
コンパクトクロック
取扱説明書 C T 0 5

修理のお問い合わせ

TEL : 03-3842-3844
時計サービスセンター

A.M. 10:00~12:00　P.M. 1:00~5:00
土・日・祝は休日

〒111-0041
東京都台東区元浅草1丁目6番15号

輸入販売元：

当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

ご 使 用 前 に 必 ず お 読 みください 。
・正しく安全にお使いいただくため、ご使用の際にパッケージに記載されている《保証規定》と、
  こちらの《取扱説明書》をよくお読みください。
・お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。
・注意事項もよくお読みください。

◎万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益等に関して、当事者又は第三者からのいかなる請求に
　ついて、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。
※保証書に記入されたお客様の個人情報(氏名、住所)は、修理品の管理、配送などの修理業務目的のみに
　使用いたします。

PKG-2454

電池の取り扱いについて

警 告

●ご購入時に付属している電池はモニター電池です。規格の電池寿命に満たない
　うちに電池容量が切れる場合があります。（モニター電池は製品の機能や性能
　を確認する為の電池です。）製品本体価格にモニター電池代は含まれておりません。
●本製品から電池を取り出した場合、電池は乳幼児の手の届かない所に保管してください。
　万一飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。

ご使用にあたって
●本製品が破損や故障した場合、そのままご使用になられますと思わぬ事故や
　怪我の原因となります。ただちにご使用をおやめください。

分解はしないでください

ご使用にあたって

●分解はしないでください。故障・けがの原因になります。

注 意

電池の取り扱いについて
●電池は　  ・　   を正しくセットしてください。
　電池をショートさせたり、分解や加熱、又は火に入れる等はしないでください。
　液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となり危険です。
●使用済み電池は、液漏れ等で故障の原因となります。新しい電池にお取り替えください。
　液漏れした場合は、液に触れないよう注意し、ただちに拭き取ってください。
　そのまま放置しますと、金属部分や内部回路が腐食したり破損する原因となります。
●長期間ご使用にならない場合は、電池を外して保管してください。
●付属の電池は絶対に充電しないでください。充電式ではありません。

電池の廃棄方法について
●使用済み電池は自治体の規定に従った方法で廃棄してください。

●落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
●製品の外装部分は経時変化で変色・退色する場合があります。
●製品の塗装は使用状況や保管場所の環境によっては周囲に色移り・剥がれ
　・変色することもありますのでご注意ください。

HP : www.sunflame.jp

平均月差　 60秒

ご使用上の注意

●時間精度
●使用温度範囲

本製品に防水機能はありません。 水回りでは使用しないでください。●防水性

■時間/日付/曜日/西暦表示
　（2008～2099年まで表示）

■温度計表示（℃/°F）
■ワールドタイム機能（世界18都市）
■アラーム/スヌーズ機能
■カウントダウンタイマー（最長99時間59分59秒）

■LEDライト機能
■ELライト機能

■リセット機能
（※リセットボタンに先端の細いピン
などを押し込むと、リセットできます。）

機能

製品仕様

■12時間/24時間表示切替

LEDライトボタンノブ（ワールドタイムに使用）

液晶画面 ELライトボタン（ライト・スヌーズ）

リセットボタン
電池ぶた

各部の名称と役割

背面

温度計表示（℃/°F）
秒表示

曜日表示

アラームマーク

西暦表示

AM/PM表示
（12Hrのみ）

スヌーズマーク

カウントダウンマーク

日付表示
ワールドタイマー機能
【WORLD TIME / HOME TIME】
※詳しくは時刻・カレンダーの設定を
　お読みください。

ノブ（ワールドタイムに使用）

液晶画面 ELライトボタン（ライト・スヌーズ）
LEDライトボタン

正面

時計操作ボタン

※▼ボタンで
　切り替えられます。

※ご使用前に電池ストッパー（絶縁シート）を取り外してください。
　電池消耗を防ぐためにストッパーで通電を止めています。

液晶画面部分は1日/ELライト1回使用で約12ヶ月です。
LEDライトは、1日/60秒使用で約4ヶ月。電池寿命：

常温(0℃～35℃)

●推奨電池 単4形乾電池…2個／アルカリボタン電池（LR44）…3個

電池ぶた部分（使用電池）

・ 単4形乾電池 …2個
（液晶画面  ELライト用）
※ボタン電池は単４形電池の
　下に入っています。

・ アルカリボタン電池 LR44…3個
　（LEDライト用）

ボタン電池の向き

ライト側ノブ側

ライト側

ノブ側

●交換の際は同等規格のものをご使用ください。
●電池受けの底面に表示されている方向に電池をセットしてください。
●新しい電池と古い電池をまぜて使用しないでください。
　故障の原因になる場合があります。

電池交換について

電圧の低い充電式電池や、初期電圧の高い電池を使用しないでください。
正常に動作しない等の不具合が発生する場合があります。

使用電池
について

シンナー、アルコール類等の溶剤は使用しないでください。
外装の変質、変色、損傷又は故障の原因になります。

●お手入れ

ガス・湿気・ちり・ほこりの多い場所、多くの油を使用する場所(キッチン
など)、ビニール系素材の敷物の上などでのご使用は避けてください。

●設置場所

保管する際は、電池を外して保管してください。●保管場所



注意：時間合わせの設定の際に、ノブで設定されている『HOME TIME』の時間が
　　  合っていない場合、全ての都市の時間表示が合いません。
　　  『HOME TIME』と表示されている都市の時間合わせを正しい時刻に合わせ
　　  てください。 ＊温度表示は切り替わりません。

都市名：東京/ホンコン/バンコク/インド（ニューデリー）/ドバイ/モスクワ/アテネ/
　　　  カイロ/パリ/ロンドン/リオデジャネイロ/ニューヨーク/シカゴ/デンバー/
　　　  ロサンゼルス/ホノルル/ウエリントン/シドニー

＊サマータイムは実施期間が年によって違っていたり、実施されないこともあります。
　サマータイム表示はプログラムで自動的に　　アイコンが画面左側に表示され、1時間加えて
　表示されます。実際のサマータイムの運用と本製品の表示が合致していない場合があります
　のでご注意ください。

世界主要都市（18都市）の現地時間に表示を切り替えることができます。
都市名が印字されてるノブを回して切り替えたい都市を●印に合わせてください。
指定した都市の現地時間を表示します。

ワールドタイム機能の使い方

※「曜日」表示は下図（表示アイコン）の中の5カ国語から
　選ぶことができます。
（画面右上に「言語の」アイコンが表記されます。右図参照）

次に「セット」ボタンを押すと「曜日」位置が
点滅します。▲▼ボタンで表示させたい言語を
選択してください。
「言語」設定をしたら「セット」ボタンを押して完了です。

次に「セット」ボタンを押すと「秒」が点滅します。
▲▼ボタンを押すと「00」に戻ります。

次に「セット」ボタンを押すと「時」が点滅します。
▲▼ボタンを押して合わせます。

次に「セット」ボタンを押すと「分」が点滅します。
▲▼ボタンを押して合わせます。

次に「セット」ボタンを押すと「西暦」が点滅します。
▲▼ボタンを押して合わせます。

次に「セット」ボタンを押すと「月」が点滅します。
▲▼ボタンを押して合わせます。

次に「セット」ボタンを押すと「日」が点滅します。
▲▼ボタンを押して合わせます。

時間合わせの流れ

時計表示画面の状態で、「セット」ボタンを押すと、「12Hr」が点滅します。
▲▼ボタンで時間表示のタイプを選択してください。
　→12時間表示は「12Hr」を選択、24時間表示は「24Hr」を選択してください。

※設定中に▲▼ボタンは長押しすると数字を早送りして増減します。
※各設定の際にモードボタンを押す、または点滅表示をそのままで放置した場合、
　約60秒後に時間表示画面に戻ります。

背面の時計操作ボタンを使用します。
（右図参照）

はじめに、本体側面のノブを回して、基準にしたい都市名を●印
に合わせてください。（右図参照）

時間/カレンダーの設定（HOME  T IME設定）

時計表示画面の時、「セット」ボタンを1回押すと、ノブで
選択されている都市が基準都市として設定され、時間表示の
上に「HOME TIME」と表示されます。

「秒」「時」 「分」

「西暦」「月」「日」「曜日」

※右上に「言語」のアイコンが
　表記されます。

背面：時計操作ボタン

背面：時計操作ボタン

言語
英語

スペイン語
ドイツ語
フランス語
イタリア語

アイコン
GB
ES
DE
FR
IT

表示アイコン（選択時）
月曜日
MO
LU
MO
LU
LU

火曜日
TU
MA
DI
MA
MA

水曜日
WE
MI
MI
ME
ME

木曜日
TH
JU
DO
JE
GI

金曜日
FR
VI
FR
VE
VE

土曜日
SA
SA
SA
SA
SA

日曜日
SU
DO
SO
DI
DO

通常時間表示での表記  ※内臓カレンダーで曜日は自動で表示します。

ELライトボタンは 電力を多量に消費します。
必要最小限のご使用をお薦めします。

ELライト ボタン を押すと液晶画面が
約3秒間光ります。

液晶画面 ELライト

上面から見た図

「秒」「時」「分」

アラーム設定表示の状態で▲ボタンを1回押すと
アラームアイコン　　が表示され「ON」になります。
アラーム解除は、「ON」の状態から▲ボタンを2回
押してください。アラームアイコンが消えます。アラーム音は約60秒間鳴ります。

どのボタンでも（LEDライトボタンは除く）、1回押せばアラーム音は止まります。
＊スヌーズ機能を使用する場合は、下記  スヌーズ機能について  を参照してください。

初動アラーム音が鳴っている最中に、止めるときは ELライトボタン でアラームを
止めるか、またはアラーム音が60秒鳴り終えるとスヌーズアイコン　  が点滅を
開始し、再び約5分後にアラーム音が作動します。

スヌーズを完全に止めるにはスヌーズ機能を解除してください。
スヌーズ機能解除は、アラーム設定表示の状態で▲ボタンを1回押してください。
　 と　  が消えて設定が解除されます。

カウントダウンタイマー機能の使い方（最長99時間59分59秒）

温度計表示と、秒表示について

通常時間表示の状態で「モード」ボタンを
2回押します。液晶画面右上に「　　  」、
左下に　アイコンが表示されます。
次に「セット」ボタンを1回押すごとに
「秒」→「時」→「分」→「設定時間」の順で点滅表示されます。
各設定の点滅時に▲▼で「秒」「時」「分」を合わせ、「セット」
または「モード」ボタンを押して「設定時間」を表示します。
「設定時間」で▲ボタンを押すとカウントダウンを開始します。

アラーム設定表示の状態で▲ボタンを2回押すと
アラームアイコン　  とスヌーズアイコン　  が表示され、
スヌーズ機能が「ON」になります。
「モード」ボタンを2回押してスヌーズの設定を終了してください。

通常時間表示画面の状態で「モード」ボタンを
1回押します。
液晶画面右上に「　　」と表示されます。
次に「セット」ボタンを押すと「時」が点滅します。
▲▼ボタンで「時」を設定してください。
次に「セット」ボタンを押すと「分」が点滅します。
▲▼ボタンで「分」を設定してください。
アラーム時間を設定したら「セット」ボタンを押してください。
時計表示画面へ戻るには「モード」ボタンを2回押してください。

アラーム機能の使い方（HOME  T IME  基準）

アラーム時間を設定する

カウントダウンタイマーを設定する

スヌーズの解除について

スヌーズ機能について

アラームON/OFFを設定する

カウントダウン中に▲ボタンを押すとカウントを一時停止します。
再び▲ボタンを押すとカウントダウンを再開します。

一時停止中に▼ボタンを1回押すとカウントダウンの頭出しに戻ります。
さらに▼ボタンを押すと設定時間が「　　　　　」に戻り、リセットされます。

一時停止・頭出し・リセットについて

どのボタンでも（LEDライトボタンは除く）、1回押せばタイマー音は止まります。
タイマー音を停止中に▼ボタンを押すと設定時間が「　　　　　」に戻り、リセットされます。

「時」「分」

背面：時計操作ボタン

温度計表示（℃/°F）・秒表示の3パターンに
切り替えられます。
通常時間表示画面時に、時計操作ボタンの
▼ボタンを押して表示を切り替えてください。

背面：時計操作ボタン

タイマー音の止め方

※カウントダウン開始後、「モード」ボタンを1回押して通常時間表示画面に戻しても
　カウントダウンは継続しています。

使用上の注意 LEDライトを直視したり、周りの人の目に向けて
光を当てないでください。
目を傷める原因となることがあります。

LEDライトボタン を押すと点灯します。ボタンを押し続けると継続して点灯します。

LEDライト

LEDライトボタン※LEDは一般的に約40,000～50,000時間の耐久性を持っていると
　言われています。
※LED素子には個体差によりバラつきがあるため色温度や明るさが
　異なる場合があります。
※光源のLEDは交換できません。

※コンパクトクロック内部のセンサーで温度を感知します。
※コンパクトクロックの設置場所によって実際の温度とは異なる場合がございますのでご注意ください。

設定した時間をカウントした後、約60秒間タイマー音が鳴ります。
時計表示画面へ戻るには、モードボタンを1回押してください。

スヌーズ機能が作動中はスヌーズアイコン　  が点滅しています。


