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事内JLt串ガ完全放tしておりますので､ t苦役

入約1 0分鼓にls7_-*-_i_:_極押して

にしだガってセットして下さい｡

ら榛作方法
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このたび弊社のカレンタ-タイマーSSCをお菜上げいただき奴にありガとうござい課す｡

下記に取り扱い上の重要な事賓を列記しましたので内容を十分ご環解のうえLJ''y援用下さい｡

也
感電及び機器の損傷防止の
為次の事項を守って下さし

1.端子台アースは必す鮭続して下さい｡

2.水ガかからないようにして下老い｡又､濡れた事で触らないで下さい｡

3 ,元電着に妹漏電フレーカ等を必ず捷用して下さい｡

4,タイマーの取り付け､修理巷との場合は必ず充電濃を切ってから行って下さい｡

5.購入品の電源電圧と集畿する電源鷺圧を喝洗いの養いことを碇狂のうえ凄艶して下さい.

6.出力には過大t流ガ流れないよう仕様に妃七の雛串内で鼓銚して下さい｡

7.前面力J1-は取り付けておいて下さい｡

オリジナルマイコン播載､カレンタータイマ-臥時開放定と椎8投定ガ出来､そして用途により時開披定ガ

24:OO蒔く午前0時)を鵜えて投定した場合臥OFF時効後蝶白変更します｡又最小1分南無で棚投定ガ出来る

など使い良さを追求したデジタルカレンダータイマーです｡したがって高績泉の投定ガ要求される分野に最連

です｡

雷動　作

時　　折: 24時職制時針のデジタル表示と桜日表示をし蓉す｡

プログラム: ON特利及びOFF時刻を1分単位で投定できます｡ (霊大く1日)TON. OFF16回)

出　　力:プログラムの投定､曜日スイッチにより籍定されだプログラムと綴8による接点出力です｡

停電補償:ニッケルカドニカ電光内載により時計機能及びプログラム綻､1軸時期の特電ならば再投蜜は必要

ありません｡ 100時閥以上鐸tの場合､再放定ガ必要となります｡停t中は出力捷点はOFF(班)

の状態と在り､表示薮

は瀦灯します｡

停t補儀時開- 100時

間､但し100%充tされ

定ものとする｡

START :停t時間ガ100

時欄以上の場合､又は

完全放電の時､電源投

入約10分針こSTAR.T

を押してセットして下

さい｡
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亘時刻表示部
菅

香､コロンランプ(設定時ON･OFF表示)

⑫出力表示ランプ

二義暑熱の名称

⑬スタート(電光
放電時)ボタン

⑩M(分のセット)キー一一一一一･

しこS.H (時間のセット)キー~~~ー-

③自動･時毒1･幹定……--…

切換スイッチ

カSET(時軌とプロワラム擢
の紀蔑)キ-

⑩MV(プロプラLiの確放きキ-

義各部の機敏説明を1き

①te日指示(P.L)--

②入､切､自動切換スイッチ

③設定､韓葦!､自動切換モード

スイッチ

喜時間表示･･･-

⑫出力表示-.

早旦蔓.!旦些事-一一;-rL一一一一一　OFr

㊧錨B表示ランプ

②噸日没定スイッチ

⑯ON(時刻のON)キー

⑩OFF(時軌のOFF)キー

②ON(手動) AUT(自動)

OFF(オフ)スイッチ

く⑯C(プロワラLAの消去)キー

⑯WEEK(惟日の修正用)キー

現在のk'Ejを表示します｡

●ON(手動)LL-..出力は手動によりON状態を保ちます｡

(常時､ AUT(自動)にして下さい｡)

●AUTO(自動)･･･プロプラLiとFKE]スイッチにより自動運転を行い

ます.

●OFF(切).- ･-出力はOFF状態を保ちます｡

●TIME(時針)L･.L.･現在特別の修正とfg白幡正を行います｡

●AUTO(自動) -,･タイマーとして動作します｡

●PROG(投定) L･･プロプラL鮫定とプロプラLl修正を行いますQ

現在特別及U確拭時プロワラム時刻を表示します｡

一･出力がON状態の時点灯｡

i:6T?-コロン表示又はON､OFF -.-･投定時は消灯､自動運転時は点漉(1秒間鴨)又はタイマーのプロクラ

長Jl;　　　　　　　　　　-j/J野ミ韓丑lJLフこ1,1ラLl薄認講に上にON､下にOFF表示します｡

亨催E]スイッチ-.-1･･ L･-･L-- -川各HEBに応じて､ ON, OFFを投定します｡

遵lSTART --･...,. 内蔵電池ガ完全放電の時

(通電開蛤後､約10分後)

START を押してセットします｡



J各部の機能説明(2)

'キー醐--･-⑨回時附----ア粧槻鴻正及び70グラム投定時に朗し絡

⑩〔司分キー--･･･----

⑪匝亘oNキー･ -　- ONのプロプラL遜定｡

⑩匡司oFFキー･--OFFのプロクラム設定｡

⑩【衰ヨセットキー---現在時刻投定とプログラム時効の投定｡

⑩[垂]確認キー- - --･7ロケラム時刻の確認を行います｡

押すたUに順次ON, OFF時剣を表示します｡

最後にEyyとなり､くり返し表示されます.

⑯甑綴目キ一･･･-鳩目の修正用キーです｡押す定びに饗8ガ移勤しまず｡

⑳怒クリアーキー･--･･投定時劫の消去｡

難匝]回匝至≡司[巨垂]の各キーは連続送りガできます｡(1秒以上押しつ

つける.)

●モードスイッチの指定鋭明　TIME.-----I..---時吉十･････現在時熟と幡日投定の操作を行います｡

a AUTO---･･･-･自動--運転状態になります｡

PROG--------投定･-･-プログラム濃度の操作を行います｡

●穀定したプログラムの碇乾

[衰司(藤耗)キーを押すたびに席次ON時勢とOFF時効の表示ガ森泉できます｡投定さ
れてい谷い場合は時間表示ガできません｡

回(確R)キーを押しつつけると最後に匡司表示lこなり､再度投定されたプロプラム
時効ガ演次表示されます｡

+一弘消去･ [固くlt托)キーIC拝凍中､表示の投定時刻ガ不用の時は続いて匡】(クリアー)キーを

押すと表示した不用の時効を消去します｡

●全消去･匝司(セット)キーを押しなガら匡】(つIJP-)キーを押すと時間表示0.00とな｡､

全プログラムガ消去されます｡

義漫作方法州

①現在時効と梶日のセット及び修正

モードスイッチの指定

TIME

普 AUTO

操作例　RIKB q=前8時30分の場合　PROG

時針表示むを見ながら【司キーを押して垣コ表示にします｡

時針表示薮を見なガら垣匝-を押して漸表示にし課す.

鰐日表示蔀を見なガら晦キーを押して担塾7表示にします｡

[衰ヨキーを押して時効と堆白をセットします｡
X.内部秒カウン57-は[垂司キーを押し離した時に0 0よりス･9-トします｡

某各キーは1笹押すごとに1ステップし､又押し続けると早送りし課す｡



②プロクラム投定例

先す最初にモードスイッチを匝頭にして下軌＼｡次にプログラムを全潟去してください｡

(各部機能説明(2)の全消去を参照)

TIME

鼻忘AUTO

PROG

8　30　　9　00　　　12　00　71 00

…適詔｣__ ____ _野肇､_～
ON OFF ON OFF

霊芝:悪霊:霊:霊コ1国のフロブ-投定

芸琵:冨:蛋:慧コ2回のフDlラム投定

楽プログラム設定ガ終了したなe'ぱ回キーによりプログラムの確級をして下さい｡

R∝3 - AU,軒pR拡巳↓

モードスイッチをrPROGJの位雷から一度｢AUTOJに

して､すく元の｢PROG｣の位雷に戻して下さい｡

そうしますと､時効表示部に四が表示されますよこれ

ガセットされた時刻ですB)

次に｢MV｣キーを押すと匝二画が表示されます｡

⑳プロプラム動作例(土･白蝶日休日)

●時間担定でヒーターt源投入(8:00ON ～17:00OFF )

●改定

8=O｡　　!7.｡｡モード切換スイッチ⑳-◆固

___盟瑠TtI/;i,,2詔盗a __∵巾~: 1':＼吊→ :萱ゝ ●こすr;T-:
oN OF~ F

:Ll:1チエ● L)Iijlか. ritf_.ト二1.こ?トtH

+ KE日放定スイッチは　　　日～金･･.･.･.･･.--ON

土･日一一一一一OFF

TJME

･忘AUT｡

PROG
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輩ご注意事項

SSCは次のような場所はさけてこ使用ください｡

●馬蹄温度ガー10℃以下､ +55℃以上の場所　　●振動や衝撃の大きな場所

●湿度が80%以上の壌所　　　　　　　　　　　●奮射白光や雨の当たる壌所

●温度変化急激で軽薄する場所　　　　　　　　義金最申プラスチック事ヱ肩書碇膏蔑溶剤申壕分の多い藩所

●可焼性ガスや腐触性ガスのある場合　　　　　●異常なノイズやサ-ジt圧のある場所

●ホコリの多い壕所

●電池寿愈-4年～5年と想定して啓りますが使用条件等で異ります｡高温又充電､放電密教で電池帯食は

一定ではありませんのでご了承下さい｡

潰電池交換等については当社へご連絡下さい｡

･#本取扱説明者記載の仕様等につきましては改良の定め､予告なく変更することガありますのでご了承くだ

さい｡

軸J托オ蜘
本社･工場　静岡県浜桧市下石田町1495 t酷く053〉42トー2281(代表)

FAX　く053〉422-09 88

賢CALENDAR.Tl � 
至聖式蔓l教速歩腎壬 僮) 2) 

呈ニ書.主務妻 

重合故老 ��

圭組当省名 疋Tﾂ�

い呆誰期間 兌ﾘ�ｹD霾�?｢ﾙD霾�?｢�

呈敗発堺 ��

喜住所 ��

呈全能名 ′ヽ ��

ER保証書

下記の通り保証い[=します
正常な凍網躾態による故障について重豊新嘉

男上げのHよりlカ年問無線推理いたし

ます

次の場合は保証期間中でも有償経理とな
ります

イ)銀用土の執り.お客様の改造琴によ

る故障
ロ〉　落下革による破書換.及tF故障

ハ)その他由子察故障以外の磯舟

製道元JgLjN聖ンJItオ電島牧測.


