アラーム腕時計

WobL ウォブル
取扱説明書
この度は、ウォブルをお買い上げいただきまし
てありがとうございます。本製品を正しくご使
用いただくために、ご使用前に必ず本取扱説明
書をお読みください。

操作ボタンの名称
①[LIGHT/SET]
②[MODE]
③[START/STOP]
④[SPLIT/RESET]
アラーム音

ライト/セットボタン
モードボタン
スタート/ストップボタン
スプリット/リセットボタン

バイブレータ

を合わせてください。
8. モードボタン②を押してください。
 表示が「月日」に変わり、「日」の表示
が点滅します。
9. スタート・ストップボタン③を押して「日」
を合わせてください。
10. モードボタン②を押してください。
 「月」の表示が点滅します。
11. スタート・ストップボタン③を押して「月」
を合わせてください。
12. モードボタン②を押してください。
 「年（西暦）」が点滅します。
14. スタート/ストップボタン③を押して「年」
を合わせてください。
15. 設定が終わったら、ライト/セットボタン①
を押してください。
 点滅が終わり通常の時刻表示に戻りま

モードの表示

す。


１

３

時間を１２時間或いは２４時間表示に
切り替える場合はスタート/ストップボ
タン③を押してください。

アラーム時間の設定

曜日

４

２

1.

2.
3.

セットしたアラーム（最大８つ）

表示・機能の選択
モードボタン②を押すことにより、４種類の機
能を選択できます。ボタンを押すたびに以下の
順でモードが変わります。
 時刻（表示部に時間が表示されています。）
 アラームの設定（[AL]が表示されます。）
 ストップウォッチ（[ST]が表示されます。）
 タイマー（[TR]が表示されます。）
[
] 内の各英語が文字盤の最上部に表示され
ます。
 月日を見たい場合は、モードボタン②を押
して時刻を表示している状態で、スプリッ
ト/リセットボタン④を押してください。
 各設定中約３０秒間操作が中断すると、通
常の時間表示に戻ります。

文字盤の照明
文字盤が暗くて見えにくい場合は、ライト/セッ
トボタン①を押してください。約３秒間文字が
明るく浮き出ます。

月・日・時刻の設定
1. モードボタン②を押して、時刻を表示して
ください。
2. ライト/セットボタン①を４～５秒間押して
から、指を放してください。
 「秒」の表示が点滅します。
3. スタート・ストップボタン③を押すと「０秒」
になります。④を押すと、押すたびに「１
秒ごと」進みます。
4. モードボタン②を押してください。
 「分」の表示が点滅します。
5. スタート・ストップボタン③を押して「分」
を合わせてください。
6. モードボタン②を押してください。
 「時」の表示が点滅します。
7. スタート・ストップボタン③を押して「時」

4.
5.
6.



任意時間で最大８つのアラームを設定でき
ます。
モードボタン②を押して、アラーム［AL］を
表示してください。
 右上表示窓に［A1］が表示され、中に
［1］と書かれたベルのマークが表示さ
れます。
 スプリット/リセットボタン④を押すと、
A1～A8 を選択できます。
ライト/セットボタン①を「時」の数字が点
滅し始めるまで押してください。
スタート・ストップボタン③を押して「時」
を合わせてください。
モードボタン②を押してください。
 「分」の数字が点滅します。
スタート・ストップボタン③を押して「分」
を合わせてください。
ライト/セットボタンを押してください。
 次のアラームを設定するときは、手順の
１から繰り返してください。
アラームを消すときは、手順の１の後、ス
プリット/リセットボタンを押して消したい
アラームを選択し、選択したアラームのベ
ルのマークが消えるまで同じボタンを長押
ししてください。

アラームの種類（音かバイブ）の設定
1. モードボタン②を押して、アラーム［AL」を
表示してください。
2. スタート・ストップボタン③を押して音、
バイブ、音＋バイブを選択してください。
 設定はアイコンで表示されます。
 何も表示されていないと、アラームは鳴
りません。
 アラームは約１５秒経過すると自動的
に止まります。

タイマーの設定および操作
設定した時間をカウントダウンします。カウン
トダウン完了時にアラームを作動させる場合に
は、上述の「アラームの種類（音かバイブ）設
定」に従い設定してください。
1. モードボタン②を押して、タイマー［TR］
を表示してください。
 未使用の場合は「００：３０」と表示さ
れます。
2. ライト/セットボタン①を４～５秒押してく
ださい。
 カウントダウンされる時間帯が表示さ
れ、開始時間が点滅します。
3. スタート/ストップボタン③を押して、開始
時間を設定してください。

4. モードボタン②を押すとカウントダウンさ
れる時間帯の終了時間が点滅します。
5. スタート/ストップボタン③を押して、終了
時間を設定してください。
例：「０７－２２」と設定すると、７時～
２２時までの間、設定した時間を繰り返
しカウントダウンします。
6. 再度モードボタンを押してください。カウ
ントダウンされる「時：分」が表示され、
「時」が点滅します。
 スタート/ストップボタン③を押して時
間を設定してください。
7. モードボタン②を押して「分」を設定して
ください。
例：「１：４５」と設定すると、設定時間帯
に繰り返し１時間４５分をカウントダ
ウンします。
 アラームを設定すれば、そのたびアラー
ムでお知らせします。
 最少のカウントダウンは３０分です。３
０分以下に設定しても自動的に３０分
となり、
「００：３０」と表示されます。
8. 設定が終わったら、ライト/セットボタン①
を押してください。
9. モードがタイマー［TR］であることを確認
し、スタート/ストップボタン③を押してく
ださい。カウントダウンか開始します。
 タイマーが作動中は、どのモードにして
いても［TR］が点滅しています。
 アラームを止めるには、スタート/スト
ップボタン③を押してください。

ストップウォッチの設定および操作
1. モードボタン②を押して、ストップウォッ
チ［ST］を表示してください。
スタート/ストップボタン③を押すと、スト
ップウォッチが開始したり停止したりしま
す。
2. 停止しているときに、スプリット/リセット
ボタン④を押すと、リセットがかかり、ゼ
ロに戻ります。

変更防止ロックの設定
 ロックすると、設定変更ができなくなりま
す。不慮の設定変更を防止します。設定変
更するときはロックを解除してください。
1. 時間表示の状態（通常の表示状態）でモー
ドボタン②とスプリット/リセットボタンを
同時に押してください。
 「LOCK」が表示され、設定変更できなく
なります。
2. 再度両ボタンを同時に押すと、ロックが解
除され、「LOCK」の表示か消えて設定変更
が可能になります。

＜使用上の注意＞











本製品は、防滴ですが防水ではありませ
ん。水に浸けることは絶対にしないでく
ださい。
本製品は耐震性ではありません。振動や
衝撃を与えないでください。
ご使用時あるいは保管時に、直射日光に
長時間当てないようにしてください。
電池交換以外に裏面カバーを開けない
でください。
アラーム（音、バイブレータ）は１５秒
間作動し、自動的に止まります。
しかし、電池の消耗を少しでも防ぐた
め、できるだけ早く止めることをお奨め
いたします。
バイブレータを使用した場合、音だけの
アラームより電池の消耗が速くなりま
す。
電池の交換は、裏面に記載された手順を
必ず守ってください。

製品保証
本製品は高い品質基準に基づき製造されています。しかし、ご使用中万一製品の品質に起因する故障が生じた場合は、新しい製品と交換いたします。保証
期間は、製品ご購入後６ヶ月です。保証を受けるためには、弊社より直接ご購入された場合を除き、必ずご購入元およびご購入日を証明する領収書が必要
です。
保証にて新しい製品と交換した場合の保証期間は、初回ご購入日よりの起算となります。
但し、以下の内容に対しては保証に含まれません。

弊社への製品送料および弊社よりの製品送料（お客様ご負担となります。）

電池

ストラップ、および文字盤のガラスの破損、損傷等

事故、間違った使用方法、電池の挿入間違い、不注意による破損、故障等

天災或いは火災などによる故障、破損等

運送途上の破損、損傷、故障

＜重要＞




本製品の使用によりご購入者或いは第三者に生じたいかなる支出、損失、損害に対しては、製造元・輸入販売元・販売代理店共に、なんら責任
を負うものではありません。
弊社よりご購入された後にキャンセルされた場合、製品個包装が未開封であれば、返却された製品を受領次第、ご購入代金をお返しいたします。
但し、ご返送料（着払いにされた場合のみ）および返金の手数料等は差し引かせていただきます。
開封後の本品の引き取り、あるいは返金はいたしません。

電池の交換手順および方法
電池の交換は、大人でなくても適
切な技能があれば可能です。左記
手順に従い、注意して行ってくだ
さい。
ネジに合った適切なドライバー
は、お客様ご自身でご準備くださ
い。
電池の交換に自信がない場合は、
一切の作業せずに時計店或いは
弊社にご依頼ください。電池の代
金以外に交換作業の代金も掛か
ります。

側面の穴よりクリップの先端な
ど細いピンを差し込み、スプリ
ング付きシャフトを押して、片
方のベルトを取り付け部より外
してください。

古い電池を抜き取り、新しい電
池を＋側を上にして、注意しな
がらていねいに挿入してくださ
い。電池ホルダー上の絶縁シー
ルを剥がした場合は、必ず元通
りに貼っておいてください。

表示器裏面の４ヶ所にあるネ
ジを対角線の順に緩め、それか
ら外してください。
ねじ山をつぶさないよう、適切
なサイズのドライバーをご使
用ください

裏面カバーを元の位置に戻し、
４ヶ所にあるネジを、対角線の
順に軽く止め、最後にしっかり
と締めてください。

裏面カバーを取り外してくださ
い。電池ホルダー上の絶縁シー
ルは、できれば付けたまま電池
を交換してください。

使用電池の型式は CR-2032 で
す。電池の寿命は機能の使用頻度
や設定内容により異なります。特
にバイブレータの使用は電池の
消耗が速くなります

注意

シャフトをベルトに差し込んだ
状態で、シャフトの頭を押しな
がら横から滑り込まし、シャフ
トを穴に入れてください。

 本腕時計は防止型では
ありません。絶対に水に
漬けたり、水を掛けたり
しないでください。
 直射日光下で保管しな
でください。
 振動や衝撃を与えない
でください。
 ご使用は、手首の周りが
１７.５ｃｍ以下の方に
限ります。
 ご購入時既に装着され
ている電池の寿命は、流
通時の保管時間の関係
上通常より短い場合が
あります。ご了承くださ
い。

【輸入販売元】
株式会社ＭＤＫ 〒663-8006 兵庫県西宮市段上町 5-12-15
TEL: (0798)71-2950 FAX: (0798)57-0255 www.mdkinc.co.jp

info@mdkinc.co.jp

