時間を楽しもう
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15 °C – 30 °C
59 °F – 86 °F

3

取扱説明書

QLOCKTWO TOUCHを安全かつ末長くご使用いただくため、
そして安全な場
所に保管いただくための手順についてよくお読みください。
取扱説明書はオン
ラインでも入手可能です。www.qlocktwo.com > Information

1. 安全に関する注意事項

ケガや製品への損傷を防止するため、組み立ておよび使用前に取扱説明書を
よくお読みください。

1.1 パッケージ内容

パッケージを開き、内容をご確認ください。
■
部品が不足しているまたは破損している場合には、専門業者にご連絡ください。

パッケージ内容:
■■ QLOCKTWO TOUCHおよび交換可能なフロントカバー
■■ ステンレススチール製ベース
■■ 粘着テープ式保護ストリップ
■■ 3m USBケーブル
■■ 5V USB電源ユニット
■■ マイクロファイバー製クロス
■■ ステンレスフロントカバー用コットン製手袋
1.2 輸送と保管

重要 素材の破損を避けるため、下記の点にご注意ください。
■■ 納入時のパッケージをご使用ください。
■■ 輸送中に衝撃や振動を与えないようにしてください。
■■ 湿度の低い常温の場所に保管してください。
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1.3 使用場所

重要 素材の破損を避けるため、下記の点にご注意ください。
お風呂など、湿度が高い場所で時計を使用しないでください。
■■ 時計は、
お子様や動物の手の届かない場所に置いてください。
■■ 丈夫ですべらない面をお選びください。
■■ ハードドライブやコンピュータ、
携帯電話、
クレジットカードやその他の磁力に反応する
電子製品の近くまたは上に置かないでください。
■■ ぶつけたり、
ケーブルが引っ張られた場合も落ちないようにQLOCKTWO TOUCHを設置
してください。
■■ 暖房器具からの熱を直接受けないようにしてください。
■■ 直射日光を避けてください。
■

JP

■■

1.4 クリーニング

フロントカバーは磁石で固定されています。
クリーニングの際には取り外してください。

フロントカバーの取り外し/交換:
重要 ステンレススチール製フロントカバーの取り扱いには、付属のコットン製手袋をご使
用ください。
>> ケースから慎重にフロントカバーを取り外してください。
>> 清潔で平らな面に置いてクリーニングを行ってください。
>> クリーニングの終了後、
ケースのフロント部分にカバーを正しく戻してください。
警告 研磨布や溶剤(テルピン油やベンジン等)、
アルコール分を含むクリーナー(アルコー
ル等)は、表面を損傷する可能性があります。

アクリルグラス製フロントカバー(QOLOR):
■■ 少しの汚れは、
付属のマイクロファイバークロスで拭き取ってください。
■■ しつこい汚れは、
アクリルグラスに適したクリーナーまたは柔らかい布と食器用洗剤を
少量含ませた水で取り除いてください。
■
ブラシ加工ステンレス製フロントカバー(フルメタル):
■■ 少しの汚れは、
付属のマイクロファイバークロスで拭き取ってください。
■■ しつこい汚れは、
ステンレススチール用のクリーナーで取り除いてください。
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■
コーティング済ステンレス製フロントカバー(ディープブラック、ゴールデンレジェンド):
汚れは、柔らかい布と食器用洗剤を少量含ませた水で取り除いてください。

2. 組み立てと接続

警告■
電源により深刻なケガを招く場合があります。
■■ ケーブルを引っ張らないでください。
プラグを持って引き抜いてください。
■■ ケーブルは、
曲げられたり挟まれたりしないように、通り道をさけて敷設し
てください。
■■ 電源に接続する前に、
ケーブルが損傷していないか点検してください。
損傷
が確認された場合はQLOCKTWO TOUCHを電源に接続しないでください。
■■ 製品仕様に合った電源をご使用ください。
■
セクション4の
「技術データ」をご参照ください。
■■ ケーブルとプラグを濡れた手で触らないでください。

RUSTフロントカバー:
柔らかく、乾いた無塵布や毛先が柔らかく、細かいブラシで力を掛けることなく丁寧に表
面の埃を取り除いてください。
1.5 メンテナンスと修理

ご自分でQLOCKTWO TOUCHの修理または解体を行うのはやめてください。
専門業者またはメーカーにメンテナンスや修理を依頼してください。
連絡先の詳細については、本取扱説明書の最後のページをご参照ください。
1.6 保証

保証期間は2年間です。
QLOCKTWO TOUCHは、
オリジナルアクセサリーのみとの組み
合わせでのみご使用ください。
本取扱説明書の指示に従わなかったり、
または■
QLOCKTWO TOUCHを改造を行なった場合は保証の対象外となります。■
1.7 廃棄

重要 素材の破損を避けるため、下記の点にご注意ください。
■■ 時計の安全な設置に関する注意事項は、
セクション1.3の
「使用場所」をご確認ください。
■■ ステンレススチールおよびRUSTフロントカバー: 付属のコットン製手袋をご使用くださ
い。
折り込みページ、写真 1
角から始め、
フロントカバーからゆっくりと保護フィルムをはがしてください。

>>

重要 不適切な廃棄は環境汚染につながります。

電気製品: 電気製品は生活ごみとして廃棄できない場合があります。
■
地域の廃棄規制をご確認ください。
■
販売業者は製品を回収する義務があります。

ステンレススチール: ステンレススチール製の部品はスクラップ金属とし
てリサイクルしてください。
ステンレスは溶かして再利用することができる
貴重な素材です。
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折り込みページ、写真   2
保護ストリップから保護フィルムをはがしてください。
>> 保護ストリップの接着側をQLOCKTWO TOUCHの底部に貼り付けてください。
>> QLOCKTWO TOUCHをマグネットステンレススチールベースの上に取り付けてくださ
い。

折り込みページ、写真   3
ケースの背面にあるUSB接続ソケットにミニUSBプラグを慎重に差し込んでください。
>> USB電源ユニットにUSBプラグを差し込んでください。
>> USB電源サプライユニットをコンセントに差し込んでください。
>> 機能と操作

>>
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3. 機能と制御エレメント

3.1 時間表示と制御エレメント
表示される時刻:07:18

(JP) JAPANISCH – PRODUKTIONSDATEI DICK WEISSFILM – 12. FEBRUAR 2016 / MF

時間表示■
[60]ボタンで設定
5分刻み表示■
[5]ボタンで設定

各ライトポイント■
= 1分後■
[ 1 ]ボタンで設定

3.2 操作

制御エレメント

[ ] ボタン■
輝度設定

時刻とアラーム時間の設定:
■■ [ 1 ]ボタン■
1分刻み
■■ [ 5 ]ボタン■
5分刻み
■■ [60]ボタン■
時間刻み■

時計の設定:
初めて時計を電源に接続する場合、
ディスプレイが点滅し、
すぐに設定が可能です。
[1] 1分
刻みボタンを押すことで内部カウンターの秒をゼロに設定することができます。
これによっ
て秒単位の時刻を正確に設定することができます。
>> 時間表示が点滅しない場合:[
]ボタンを3秒間ほど長押ししてください。
>> 時刻を[60]、
[5]、[1]ボタンで設定してください。
>> [
]ボタンまたは [ ]ボタンを押してください。

JP

「IT IS」(現在の時刻は) 表示のオン/オフ切り替え:
出荷時の設定では、
「IT IS」(現在の時刻は) のワードが時間丁度および30分丁度のときに
表示されます。
>>「IT IS」(現在の時刻は) が常に表示されている場合:■
[ 1 ]ボタンと[ ]ボタンを同時に3秒ほど長押ししてください。
>> 出荷時の設定に戻す場合:■
[ 1 ]ボタンと[ ]ボタンを同時に3秒ほど長押ししてください。

輝度設定:
ライトセンサーによって自動的に輝度が調整されます。
段階的に設定することも可能です。
>> [
]ボタンを繰り返し押してください。■
設定は下記のように変更されます。
■
■■■ 高輝度
■■■ 中輝度
■■■ 低輝度
■■ タッチレスモード

[ ] ボタン■
アラームのオン/オフ

8
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■

ナイトタッチモード:
ナイトタッチモードでは時間表示がオフになります。
■
アラームの起動時には シンボルのみが表示されます。
ナイトタッチモードは明るさ設定と共にオンになります。
ナイトタッチモード機能:
>> 時刻の表示:ケースの上部にタッチしてください。■
時刻が3秒間表示されます。
>> アラーム時間の表示:ケースの上部を連続で2回タッチしてください。■
アラーム時間が3秒間表示されます。
>> ナイトタッチモードの解除:アラームをオフにするか、
または[ ]ボタンを押してください。
ナイトライトのオン/オフ切り替え:
表示がすべて最大輝度でオンになります。
>> ナイトライトをオンにする:[60]ボタンを2秒ほど長押ししてください。
>> ナイトライトをオフにする:いずれかのボタンを押してください。

秒表示のオン/オフ切り替え:
フロントカバーに秒が大きく表示されます。
>> 秒表示をオンにする:[1]ボタンを3秒ほど長押ししてください。
>> 秒表示をオフにする:いずれかのボタンを押してください。
3.3 アラーム機能
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ステータスの表示:
フロントカバーの シンボルは、
アラームの状態を示しています。
■■ シンボル点灯時:
アラーム オン
■■ シンボル消灯時:
アラーム オフ
■■ シンボル点滅時(高速):
アラーム時間表示
■■ シンボル点滅時(低速):
アラーム時間設定
■■ シンボル鼓動時(低速):
sスリープモード
■
アラーム時間の表示:
>> [ ]ボタンを3秒間ほど長押ししてください。

アラーム時間の設定:
アラーム時間は12時間モードで設定されます。
>> [ ]ボタンを3秒間ほど長押ししてください。
アラーム時間が表示されます。
>> アラーム時間を(時刻と同様に)[60]、
[5]、[1]ボタンで設定してください。

JP

アラームの起動:
>> [ ]ボタンを押してください。
アラーム音は小さく鳴り始め、だんだんと大きくなっていきます。

アラームをオフにする:
>> [ ]ボタンを押すか、
ケースの上部を2秒ほど触り続けてください。

スヌーズ:
>> ケースの上部にタッチしてください。
5分後に再びアラームが鳴ります。
■
本機能は必要なだけ繰り返されます。
>> スヌーズの終了(アラームをオフにする):[ ]ボタンを押すか、
ケースの上部をしばらく触り
続けてください。
3.4 フロントカバーの交換

フロントカバーの文字マトリックスは各言語によって異なります。
異なる言語を表示させる
ために、
アクセサリーとして対応するフロントカバーが用意されています。

フロントカバーはマグネットで固定されています。
これにより、色や言語を変更する際に、簡
単かつ迅速な交換が可能です。
金属製のフロントカバーを取り扱う際には、付属のコットン
手袋をご使用ください。
■■ フロントカバーを本体から前方向に慎重に取り外してください。
■■ 新しいフロントカバーをきれいで平らな面に置き、
角からゆっくりっと保護フィルムを剥が
してください。
フロントカバーを曲げないでください。
保護フィルムを剥がす作業はアクリ
ルグラスのモデルでのみ必要です。
■■ これが完了したら、
本体にフロントカバーを正しく取り付けてください。
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現時点における対応言語:

AR アラビア語(色の変更は同じ言語の場合の
み可能です)
CA カタロニア語
CH スイスドイツ語
CN 中国語(標準/繁体字)
CZ チェコ語
DE ドイツ語
D2 ドイツ語(代替表示)
D3 ドイツ語(シュバーべン方言)
DK デンマーク語
EN 英語
ES スペイン語

FR フランス語
GR ギリシャ語
HE ヘブライ語
IT イタリア語
JP 日本語
NL オランダ語
NO ノルウェー語
RU ロシア語
SE スウェーデン語
TR トルコ語
PE ポルトガル語
RO ルーマニア語

言語の設定
フロントカバーを交換した際には、
ケースの背面にあるキーで言語を再設定する必要があ
ります。
>> [
]ボタンと[5]ボタンを同時に押してください。
現在の言語設定が大文字で表示されます。
>> 適切な言語が表示されるまで繰り返し [
]ボタンを押してください。
>> [60]ボタンを押して言語バージョンを保存してください。
■
3.5 停電

4. 技術データ

モデル: 	
ケース寸法(高さ × 幅 × 奥行き): 	
重量(ステンレススチールベースを含む): 	
動作環境温度: 	
USB電源供給ポート: 	
USB電源供給ユニットの出力: 	
QLOCKTWO TOUCHポート:
消費電力: 	
精度: 	

QLOCKTWO TOUCH
135 mm × 135 mm × 17 mm
約380g (約500g)
+15 °C 〜 +30 °C
110 V 〜 240 V、50/60 Hz、100mA
5 V 800 mA
5 V 380 mA
1〜2W
±60秒/年

JP

技術データは修正・変更される場合があります。
当社は誤記や間違いに対しては法的責任を負いません。

停電後、約24時間は内部の時計は進み続けます。
電源が復旧すると現在時刻が自動的に
表示されます。
輝度およびアラーム時間の設定は維持されます。
長時間の停電後には視覚
および音声でのシグナルが発せられます。
3.6 アプリでの時間設定

無料のFLASHSETTERを使用して、
スマートフォンから正確な時間をQLOCKTWO TOUCH
に簡単に設定することができます。アプリ詳細については下記サイトでご確認ください。
■
www.qlocktwo.com/flashsetter
12
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