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I] MarmowallClock （電波掛時計）取扱説明書］-------------------------------------------------------------------------------------

ご使用の前に
電波時計とは

正確な日本標準時の信号電波を受信して、正確な現在時刻を表示する時計で
本製品は、日本国内用の電波時計です。 操作の手順や動作などが、一般の

製品と異なります。 本取扱説明書の「ご使用方法」に従い、正しい操作を

していただきますようお願い申し上げます。 また、お読みになった後は、

必ず保管し、不明な点がある場合などに再読してください。

す。 日本標準時の公的な運営提供機関でもある独立行政法人情報通信研究機

構が発信する信号電波を受信することで時計の時刻を自動的に補正します。

※信号電波は通常 24 時間発信されていますが、保守作業などで一時停波す

る場合があります。

頁｀i非9I'贅尋虹しく時計を起動させるために、 下記の順番にご注意ください。

①時計裏側の ON/OFF スイッチを【ON】
にします。

②単 3 乾電池 1 本を、電池ボックスに正

しく入れます。（電池別売）
・ 十一を逆に入れると、時計は動きません。
•新しい電池を使用してください。

③時針·分針 ． 秒針が動き出し、 12 時の時
刻をさして停止します。

•この停止状態は正常動作で、信号電波の受信を開始していることを示します。

④通常 3 ~ 10分程で信号電波を受信し、再び針が動き始めます。

⑤時針 ・ 分針 ． 秒針が自動で正確な時刻を指し示し、以後正しい

時刻表示で動き続けます。

. 10分以上経過しても信号電波を受信できなかった場合は、設置場所の電波受信状態が
影響していますので、下記の「電波を受信できなかった場合には」を参照してください。

・ 電波の状況により時刻が合うまで 1日程かかる場合があります。

『罷t琴讀詈三霧層冒 ノ、胃顎！＇
●ー昼夜そのままにしておく。（推奨）

夜間は比較的電波の状況が良くなりますので、そのままにしておくと受信できることが
あります。

●電波を再受信させる。
【RESET】ホタンを押すと、秒針 ・分針 ・ 時針が動き出し、 12時を指して停止し、そし
て改めて電波を受信します。再受信する時、電波受信が失敗した場合、次の自動受信ま
でそのまま停止します。

●電波を強制受信させる。
【REC】ホタンを約5~ 10秒押し続けます。
電波を受信する際、どのボタンであっても押すと受信が中止されますので、ご注意くだ
さい。

●設置場所を変える。
電波を受信しやすい窓際などに時計を動かし、一度乾電池を抜いて 20秒経ってから再
度乾電池をセットしてください。

●手動で時刻を合わせる。
【M.SET】ポタンを 3 秒間押し続けて全ての針が一旦停止し、手動による時刻修正状態
に入ります。再度 【M.SET】ボタンを押すと分針が動きますので、手動にて時刻を合わ
せ、【REC】ボタンを押すと時計が動き出します。

F4"hl屑層�
●時計の重量に耐えられる市販の掛け具（吊金具）をご使用ください。 時計が落下しない

ようご注意ください。
●掛ける時は、時計を上 下左右に軽く動かし、外れないことを確認してください。

I安全上のご注意 I 
；※ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのもので：
；す。必ず守ってください。

----------------------------------------------------------------------------

誤飲による事故防止について

△ ●電池 （単3乾電池）は、幼児の手の届く所に置かないでください。万ー飲み込んだ際は、
警告 すぐに医師の治療を受けてください。

電池について

△ 
●電池から漏れた液が目に入った場合、失明する恐れがありますので、すぐにきれいな水で
洗い流し、医師の治療を受けてください。また、皮日や衣服に付着した場合も、水で洗い流

警告 してください。
●ショ ー ト、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因に
なります。
電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液漏れにより人体や時計、周囲のものを痛

△ めることになります。
●+（プラス）ー（マイナス）を逆に入れないでください。注意
●指定された電池を使用してください。
●使い切った電池は速やかに取り出してください。
●長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
●電池交換時は、全て新しい電池とお取替えください。
●電池交換時は、電池と電池ポックスの端子（接触部）の汚れを落としてから入れてください。

◎ 分解や改造はしないでください。故障の原因になります。

お手入れについて
●汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤や石鹸水を、柔らかい布に少量付けて拭き取り、その後乾拭
きしてください。
●汚れを落とす際に、ベンジン、シンナー、アルコ ール、スプレー式クリ ーナー類、磨き粉等は使用し
ないでください。
●掛け時計を壁面に掛けた場合、時計本体等の静電気で壁面が汚れる恐れがありますので、定期的に汚
れを落としてください。

閂i騨誡鴫謂疇置叫
●時刻の誤差を修正し、正しい時間にするために電波の自動受信が1日8回行われます。

(1時03分、3 時03分、5時03分、7時03分、13 時03分、15時03分、17時03分、
19時03分）その際、針が早く動いたり止まったりすることがありますのでご了承ください。

※上記の時刻で強制受信や手動受信をしている場合は自動受信はしません。
※強制受信して正しい時刻になってから 1時間以内に自動受信はしません。 次回の時刻から自

動受信します。
※電波を受信する際、どのボタンであっても押すと受信が中止されますので、ご注意ください。

9鑓冒齢H尻＇覗覧I同顎置；i
●秒針チェック： 1時 30分、 9時 30分、 17時 30分のタイミングで秒針の位置をチェック

し誤差を修正します。時刻のチェックができない場合、3分後秒針チェック作業を終了し ます。

●分針チェック： 1時 25分～2時のタイミングで分針の位置をチェックし誤差を修正します。
誤差が 30秒以上の場合、12時まで動きだし停止し、再受信します。 誤差が 30秒以内の場合、

分針が止まる ・ 走ることにより誤差を補正します。
時刻のチェックができない場合、8分後にRESETモ ードになり、 12時まで動いて停止し、
再受信します。

＇［坤騎i1屑層�ヽ
●下記の様な場所では使用しないでください。 ●下記のような場所では電波を受信できない場

時計本体や機械部、電池の品質が低下し、精 合があります。
度不良や、時計や電池の寿命が短くなります。 ・ 高圧線、テレビ塔、電車の架橋の近く。
・ 温度が十40℃以上になる所。 ・ ビルの地下など。
•長時間直射日光の当たる所。 ・ 電化製品やOA機器の近く。
．暖房器具等の熱風や火器に近い所。 ・ 金属製の雨戸やブラインドの近く。
・ 温度が0℃以下になる所。プラスチックの ・ 工事現場、空港の近くや交通量の多い所な

部品や電池の劣化が起きることがあります。 ど電波障害の起きる所。
・ ほこりが多く発生する所。 空気中のちり等 ※上記以外でも、置き場所、時計の向き、地形
が機械部に溜まり、時計が止まることがあ や建物の影響などの環境条件では受信できな
ります。 い場合があります。

車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所
・ 浴室などの湿気の多い所。 0,虹臼屈母•i,
・ 温泉場などのガスの発生する所。
・ 多くの油 を使用する所。霧状になった油分
が時計本体や機械部に付着し、汚れや止ま
りの原因になります。

材質

仕様温度範囲

受信電波

仕様電池

受信機能

原産国

アルミ

0℃~+40℃

長波 周波数40KHz · 60KH z

1.5V単3乾電池1本
自動受信 1日8回（電波受信後）

中国

故障かなと思った時には 修理を依頼する前に 下記を参考にしてください。ロる前に 下記を参考にしてください。

症状 考えられる原因 処置

時計が動かない ●電池が正しい向きで入っていない ●電池の十 一の向きを確かめて、新しい電池を入
●電池端子の接触不良 れてください。
●電池容量が無い ●端子の表面を拭いて電池を入れ直してください。
●スイッチがONになっていない ●スイッチをONにしてください。

時計が止まる ●電池容量が少ない ●新しい電池と交換してください。
または遅れる ●電波障害 ●「使用場所について」参照。

時分針が早回り ●電波の受信中 ●そのまま10分程お待ちください。その間ボタン
した後、止まる ●電池容量が無い、容量が少ない 操作はしないでください。（ご使用方法④参照）

●新しい電池と交換してください。

I保障 ・ アフタ ー サ ー ビスについて
●保証内容は下記保証書をご覧ください。
●保証書は日本国内のみ有効です。
●次のような場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。

本保証書の提示が無い ・ 販売店およびご購入日の記載が無い ・ 誤った使用、不注意、不当な修理により
生じた故障や損傷 ・ 火災や天災時による故障や損傷 ・ ご使用中に生じた傷など外観上の変化や損傷。
-------------------------------------------------------------------------------· 

お買い上げ後6ヶ月間の保証期間内に取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一

保証書 故障した場合には、無料で修理 ・ 調整 ・ 交換致します。製品と本保証書をご持参の

GUARANTEE 
上、ご依頼ください。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限する
ものではありません。
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Marmo Wall Clock 

※どちらかに0をしてください
ピンクゴールド ブラック
104-6108 ． 104-6109 
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販売店名、同印、こ購入日の記入の無いものは無効です。
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こ購入日
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本保証言は再発行いたしませんので大切に保管してください。
本保証書は日本□内のみ有効です。sa
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