対象製品型番
・YCK-425

アラームクロック取扱説明書

・YCK-426

・この説明書は、下記の製品に対応しています。

YCK-426

YCK-425

１．付属品の確認
・ご使用の前に、付属品がそろっていることをご確認ください。

AC アダプタ ×１
INPUT：AC100V 50/60Hz 9VA

本体 ×１

OUTPUT：DC7.5V 750mA

外部入力ケーブル ×１

AC アダプタは専用品の為、他の機器には併用出来ません。

２．各部の名称
・各部の名称と、主な役割。
③

①

②
裏面

表面

④

⑤

⑥

①表示パネル：時刻を表示します。FM ラジオの場合は周波数、USB メモリや、SD カードなどを使って音楽を
聴く場合には曲番号、演奏経過時間などが表示されます。
②操作パネル：時刻設定、アラーム設定、スリープ設定、FM ラジオ操作、USB メモリや SD カードの音楽視聴
などを操作します。
③スピーカー：アラーム音や、FM ラジオ、USB メモリ、SD カードなどの音楽を流します。
④FM アンテナ：FM ラジオの電波を受信するためのアンテナです。
⑤外部入力端子：他の音響機器などのイヤホン端子と付属の外部入力ケーブルでつなげてスピーカーとしてご使用
になれます。
⑥アダプタ差込口：付属の AC アダプタのプラグを差し込み、AC アダプタをコンセントに差し込むことで電源が ON
になります。

付属の AC アダプタを手でしっかりと持ち、コンセントに差し込んでください。
※この時、ぬれた手で触ると感電の恐れがあります。

３．時刻の設定
・以下の手順でお好みの時刻を合わせてください。
表示パネルの状態
①時刻表示されている状態で
②

か
選び、

を長押ししてください。

を押して、12Hr（12 時間表記）、もしくは 24Hr（24 時間表記）を
を押して決定します。

③
「時」が点滅状態で

か

を押して、現在の時刻に合わせます。合わせ終えたら

を押して決定します。
④
「分」が点滅状態で

か

を押して、現在の時刻に合わせます。合わせ終えたら

を押して完了となります。

４．アラームの設定
・以下の手順でアラーム時刻を設定してください。
表示パネルの状態
①時刻表示されている状態で

を押してください。

②表示パネルに「AL」と表示されると、数秒後にアラームセット時刻が表示されます。
アラーム時刻が表示された状態で、
③
「時」が点滅状態で
合わせ終えたら
④
「分」が点滅状態で
合わせ終えたら

か

を長押ししてください。

を押して、アラームを設定したい時刻に合わせます。

を押して決定します。
か

を押して、アラームを設定したい時刻に合わせます。

を押して決定します。

⑤アラーム音として、USB メモリや SD カードの音源や FM ラジオなどで設定したい
場合は、
FM ラジオの場合は
周波数、
USB メモリや
SD カードの場合は
曲番号が表示されます。

かに合わせて

か

を押して、操作パネルの緑のランプを FM、USB、SD のいずれ
を押してください。

（アラーム音にしたい曲をあらかじめ選曲する場合は USB メモリ、SD カード、
FM ラジオを聴くのそれぞれの説明をご参照ください。
尚、USB メモリや SD カードが挿入されていない場合に USB や SD をお選びいただく
と、通常のアラーム音が鳴ります。）
⑥最後にアラーム設定時刻が表示されたら

アラームが ON の場合
時刻の後ろにドットが
表示されます。

⑦時刻の設定が完了したら、

を押して完了となります。

を押して、アラームを ON にします。

⑧アラームが鳴り出してから、解除するには設定パネルのいずれかのボタンを押すことで
アラームが鳴り止み、解除となります。（スヌーズ機能は付いていません。）
※この時、解除せずに鳴らし続けると、音量が徐々に上がっていきます。

５．FM ラジオを聴く
・以下の手順で FM ラジオをお聴きになれます。
表示パネルの状態
①時刻表示されている状態で
ください。

を押し、操作パネルの緑のランプを FM に合わせて

②FM ラジオの周波数が表示されたら、
か

か

を押して、選局してください。

を長押しすると、自動的にその地域で聴ける周波数で止まり選局されます。

※なかなか電波をひろわない場合は、本体裏面の FM アンテナを移動させて電波をひろ
音量表示時

うところで固定させてください。
③

「ALST」と表示されたら
アラーム音として使用す
ることができます

か

で音量の設定ができます。

④アラーム音で使用する周波数を選ぶ場合は、FM ラジオを選択した状態で、
を押して、アラーム音に使用したい周波数に合わせ

か

を長押しで完了です。

６．USB メモリで音楽を聴く
・以下の手順で USB メモリから音楽をお聴きになれます。
USB メモリ（別売）

表示パネルの状態

USB メモリ差込口

①あらかじめ MP3 形式で作成された音楽データの入った
USB メモリを本体メモリ差込口に挿入してください。
②時刻表示されている状態で
ください。

音量表示時
曲番号表示時

を押し、操作パネルの緑のランプを USB に合わせて

③

か

で選曲、

か

で音量の設定ができます。

④アラーム音で使用する曲を選ぶ場合は、USB を選択した状態で、
を押して、アラーム音に使用したい曲番号に合わせ

「ALST」と表示されたら
アラーム音として使用す
ることができます

か

を長押しで完了です。

７．SD カードで音楽を聴く
・以下の手順で SD カードから音楽をお聴きになれます。
表示パネルの状態

SD カード（別売）
SD カード差込口

①あらかじめ MP3 形式で作成された音楽データの入った
SD カードを本体メモリ差込口に挿入してください。
※この時、SD カードの方向を確認して挿入してください。
②時刻表示されている状態で
音量表示時

を押し、操作パネルの緑のランプを SD に合わせて

ください。

曲番号表示時

③

か

で選曲、

か

で音量の設定ができます。

④アラーム音で使用する曲を選ぶ場合は、SD を選択した状態で、
「ALST」と表示されたら
アラーム音として使用す
ることができます

を押して、アラーム音に使用したい曲番号に合わせ

か

を長押しで完了です。
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８．外部音響機器の音楽を聴く
・イヤホン端子の付いている音響機器のスピーカーとして音楽をお聴きになれます。

外部入力端子（AUX）へ

他の音響機器のイヤホン端子へ

※外部入力で音楽をお聞きになる場合は、本製品本体では操作は出来ません。音量や、選曲などは接続した
音響機器にて操作してください。
※外部入力端子にプラグ等が挿入されたままだと、本体の他の操作ができません。

９．スリープ機能（音楽停止タイマー）の設定
・音楽などをある一定の時間で停止させる為のスリープ機能を設定します。
表示パネルの状態
①FM ラジオ、USB メモリ、SD カードなどで音楽を再生中に、
②

か

を押します。

を押して、SP10（10 分後停止）～ SP90（1 時間 30 分後停止）

の範囲でお好きな時間を選びます。
③②で選択した時間のまま数秒すると、表示が切り替わり完了となります。
音楽再生表示に
自動的に切り替わります

④途中でスリープ状態を解除したい場合は、再度

を押し、

か

を押し

て SP-- の表示に設定するとスリープが解除となります。

注 意
■使用場所について、下記のような場所では使用しないでください。
・屋外 ・温度が 50℃以上、又は -10℃以下になる場所 ・浴室などの湿気の多い場所
・大型テレビ、スピーカーのそばや強い磁気のある場所 ・ほこりの多く発生する場所

・振動の激しい場所

■設置について
・設置は水平な安定した場所をお選びください。
■時計のお手入れ方法について
・時計の汚れやほこりをとる時は、柔らかい布でからぶきしてください。
・ベンジン、シンナー、磨き粉、ブラシ等は使用しないでください。
■使用上の注意
・濡れた手では絶対器具に触れないでください。( 感電の原因となります )
・プラグを外す時は、必ずプラグ部分を持ってください。( コードを引っ張ると断線の恐れがあります )
・電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。（感電・火災・故障等の原因となります）

MADE IN

CHINA

