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  次のような場所では使用しな
いでください。
・ 温度が 40℃以上になる所。（長
時間直射日光が当たる所や暖房器
具等の熱風や火気に近い所など）

・ 温度が 0℃以下になる所。
・ 不安定な所。
・ 強い磁気や振動のある所。
・ ほこりや浴室などの湿気の多い所。
・ 多量の油分や薬品等による揮発
性物質やガスが発生する所。

 警告

分解禁止

 分解したり改造をしないでく
ださい。火災、感電、けがの
原因になります。

  電池は充電、分解、加熱、火
の中に入れたりしないでくだ
さい。液もれ、発熱、破裂の
原因になります。

  本体から取り出した電池は、
幼児の手の届かない所に保管
してください。

  万一、飲み込んだ場合は、た
だちに医師にご相談ください。

 注意

  落としたり、強くぶつけるなど
強い衝撃を与えないでくださ
い。 故障の原因になります。

  電池を誤使用すると液漏れ、
発熱、破損の恐れがあります。
・ ＋、－（プラス、マイナス）を
逆さに入れないでください。

・ 新しい電池と使用した電池、種
類の異なる電池を混ぜて使用し
ないでください。

安全上のご注意
このたびは アラームクロックをお買い求めいただきま
して、まことにありがとうございます。
ご使用のまえに必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。ま
た、ご使用中にわからないことやトラブルが生じた時のために、お読みに
なった後は必ず保存してください。

安全上のご注意 ( 必ずお守りください )
ここに示した注意事項は、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。安全に関する重
要な内容ですので、必ず守ってください。
お守りいただく内容の種類を次の表示で区分しています。

 この表示は、してはいけない
「禁止」内容です。
 この表示は、必ず実行してい
ただく「強制」内容です。

*1:  重症とは、失明や、けが、やけど（高
温、低温）、感電、骨折、中毒などで、
後遺症が残るものおよび治療に入院・
長期の通院を要するものをさします。

*2: 障害とは、治療に入院や長期の通院
を要さない、けが、やけど、感電な
どをさします。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・
ペット等にかかわる拡大損害をさし
ます。

 警告
誤った扱いをすると、死亡また
は重傷 *1 などを負う可能性が想
定される内容です。

 注意
誤った扱いをすると、障害 *2 を
負う可能性または物的損害 *3 の
み発生する可能性が想定される
内容です。
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仕様 CZ-135

精度 ±20秒
使用温度範囲 0～ 40℃
アラーム精度 5分
使用電池 単4電池3本
電池寿命 約3ヶ月

  時計を使わない時は、電池を
外してください。電池を入れ
たままにしておきますと、電
池の液が漏れて時計やその周
辺を傷めたり人に危害を与え
る場合があります。

  電池交換時は、すべて新しい
電池を使ってください。また、
電池から液が漏れていないか
を念のため調べてください。

  電池は約１年で交換してくだ
さい。同一の電池を長期間ご
使用になりますと、電池の電
極が腐食することがあります。

お手入れについて
ケースが汚れたときは石けん水、水などを布に染み込ませて拭き取ってく
ださい。
注意：シンナー、ベンジン、クリーナーなどは絶対に使用しないでください。

安全上のご注意

 注意
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� アラームボタン
軽く押すとボタン部が飛び上がり、ア
ラームONの状態になります。押下げ
るとアラームOFFになります。

� ライトボタン
押すと文字盤の LED ライトが光り、
夜間などに時間の確認ができます。ま
た、アラーム設定時にこのボタンを押
すと、スヌーズモードになります。

� アラームダイヤル
このダイヤルを回してアラームセット
針を移動させ、アラーム時刻を設定し
ます。

� 針回しつまみ
回すことで時針、分針を移動させます。

� 電池入れ
付属の単４形乾電池を装着します。正
しい電池の入れ方については、「電池
を入れる」をご覧ください。

� �

�

�
�

各部のなまえとはたらき

�電池ぶたをマークの位置を押し
ながら矢印の方向にスライドさ
せて取り外してください。

�付属の単４形乾電池３本を入れ
ます。
• 電池の＋極、－極を確認しながら、
正しい方向に入れてください。

�電池ぶた中央のツメを本体側の
溝に合わせ、軽く押し込みます。

電池を入れる
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アラーム /スヌーズの設定・解除

■ アラーム時刻を設定する
設定時刻になると、文字盤の LEDライトが光り、音楽で知らせます。
�クロック背面のアラームダイヤル（�）を回して希望の時刻にアラー
ムセット針を合わせます。

�アラームボタン（�）を押してボタン部を上げます。

■ アラームを解除する
アラームを解除するには、アラームボタン（�）を押し下げます。

■ スヌーズモードに設定する
アラーム動作中、約 4分毎に繰り返してアラームを作動させるスヌー
ズモードに設定することができます。スヌーズモードに設定するには、
次の 2つの方法があります。
 ① アラームが鳴っている間にライトボタン（�）を押す。
• 音楽がとまり、文字盤の LEDライトが消えてスヌーズモードに
なります。

 ② アラームが鳴っても何も操作しない。
• 10 秒後に LEDライトが消え、50 秒後に音楽がとまり、自動的
にスヌーズモードになります。

スヌーズモードになると、約 4分後に再度アラームが作動します。2
曲目の音楽が始まり（50 秒間）、LED ライトが光ります（10 秒間）。
ライトボタンを押すと音楽がとまり、LEDライトが消えますが、何も
しないと 10 秒後に LEDライトが消え、50 秒後に音楽がとまります。
約 4分後、再度アラームが作動します。3曲目の音楽が始まり（50 秒間）、
LEDライトが光ります（10 秒間）。以降はこの動作を繰り返します（3 曲
目までは徐々にアップテンポな曲に変わり、それ以後は 3 曲目の繰り返し
となります）。

　＜スヌーズモードでのボタン操作とアラーム動作＞

• アラームを解除するにはアラームボタン（�）を押し下げます。
• 1 曲目の音楽でアラームが作動してから 40 ～ 50 分後、スヌー
ズモードが自動的に解除され、通常モードになります。

音楽が始まる /
LEDライトが光る操作なし

LEDライトが消える（10秒後）/
音楽がとまる（50秒後）

アラームON

ライトボタンを押す
音楽がとまる /
LEDライトが消える

アラームボタンを押す
アラーム解除
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� 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製
品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げ
の販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談く
ださい。

■ お客さまご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

アフターサービス
� 保証書の内容のご確認と保存のお願い
必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの
販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してくだ
さい。

� 保証期間は、お買い上げ日より1年間
� 「 」カスタマー登録のお勧め
「 」を愛着を持って末永くお使いいただくために、
「 」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登
録の特典や登録方法は別紙の通りです。商品お買い上げ後 1年以内が
登録期限です。おはやめにご登録ください。

� 修理をお申しつけされるとき
《保証期間中》製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参
ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》修理すれば使用できる商品は、ご要
望により有料修理いたします。

� 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。
ただし、「 」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適
用させていただきます。（詳細は別紙「 」カスタマー登録
特典をご覧ください。）
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

� 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。 技術
料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点
検などの作業にかかる費用です。 部品代 は、修理に使用した部品およ
び補助材料代です。 出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場
合の費用です。

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販
売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。
所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承く
ださい。
お客様サポートセンター　フリーダイヤル 0120-161914
受付時間　10:00～19:00　年中無休（GW、お盆休み、年末年始は除きます）
携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel  (03)5774-0947
■ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03)5467-0431
 株式会社リアル・フリート
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」
をご記入のうえ、お問い合わせください。
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アラームクロック保証書
取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故
障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買
い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製
品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、
弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ） 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
（ロ） お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
（ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、

ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周
波数）などによる故障および損傷。

（二） 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への
とう載）に使用された場合の故障および損傷。

（ホ） 本書のご提示がない場合。
（ヘ） 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

あるいは字句を書きかえられた場合。
（ト） 消耗部品の交換。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.

4. 本書は盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行い
たしませんので大切に保存してください。

■お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安
全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
■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約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事
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ので、保証期間経過
後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様サポー
トセンターにお問い合わせください。

株式会社　リアル・フリート
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前 6-27-8　tel  03-5774-0947

　　 型　名 　　　　　　CZ-135
■
お
客
様

お名前　　　　　　　　　　TEL
ご住所　〒

■ お買い上げ日
　 年　 月　 日

■ 販売店名・住所

　　　　　　　　TEL

　 保証期間
お買い上げ日より

　本体１年

 修理メモ
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