
各部の名称

②
③

④

⑤ ①

⑥

① スタート/ ストップ キー
 入力した時刻の設定保存をするときに使用します。 
 鳴っているアラームなど（電子音）を止めるときや、時間計 
 測開始、停止をしたいときにも使用します。
② クリアキー / 12・24時間表示切替えキー
 12時間表示または24時間表示の切替えができます。時 
 刻設定中に押すと、入力した数値をすべてクリアします。
③ クイックキー
 クイックタイマーを開始するときに使用します。
④ モードキー
 クロック画面→アラーム画面→カウントアップ画面→タイ 
 マー画面→クロック画面（繰り返し）の順に移動します。
 連続2秒以上長押しすると、電子音のオンオフの切替えができ 
 ます。
⑤ 数字キー
 時刻や時間を設定するときに使用します。
⑥ LCD表示部（アイコン）

⑦ ストラップ穴
⑧ 電池ぶた
⑨ スタンド
⑩ リセットスイッチ（⑨スタンド内側）
⑪ スタンド開ボタン
　 スタンドを開き、本体を立てて使用することができます。スタ 
 ンドを開くときに使用します。

※上記番号をご利用頂けない場合は、０４３－２１１－９６3２ をご利用ください。
※ＩＰ電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

CT-40

使用説明書

閉じるときは、スタンド内側突起
部分の上（矢印下部）を強めに押
してください。

（裏面： スタンドを開いた状態）（表面）

（または）

電子音オフのとき表示されます。（オンのときは何も表示されません。）
時刻が12時間表示のときに表示されます。AMは午前、PMは午後を表します。
クロック画面で表示されます。
アラーム画面で表示されます。
カウントアップ画面と、カウントアップ中に表示されます。
タイマー画面と、タイマー計測中に表示されます。
クイックタイマーの計測中に表示されます。
クイックタイマーの設定モードのときに表示されます。
アラームがオンのとき表示されます（オフのときは何も表示されません）。
入力された時刻が不適切なとき点滅します。適切な時刻を入力してください。
経過時間が9時間59分59秒以上過ぎたとき表示されます。

本機をお使いになる前には、本取扱説明書を必ずお読みくださ
い。また、お読みになったあとも保管し、必要に応じてご活用く
ださい。
本機を安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ず
お守りください。

  
※ 本機の裏面には磁石が内蔵され
 ています。（外側からは見えませ
 ん。）心臓ペースメーカー等の医
 療機器を装着されている方は、
 本機を装着部から十分離して使
 用してください。磁気が医療機器の誤動作の原因になること 
 があります。万一、身体の異常が回復しない場合、直ちに専門 
 医の診察を受けてください。

  
※ 直接日光の当たるところや、急激な温度変化のあるとこ 
 ろ、湿気、ごみ、ほこりの多いところに置かないでくださ 
 い。
※ 本機をふくときは乾いた柔らかい布をお使いください。絶 
 対にシンナーやベンジン、ぬれ雑巾等はお使いにならない 
 でください。
※ マグネットには磁石類を使用していますので、本機を鉄粉 
 の多いところに置いたり、キャッシュカードなど、磁気で 
 記録されるものに近づけないでください。
※ 本機の上には本などの重いものを置かないでください。
 液晶表示部はガラスでできていますので、強く押さえない 
 でください。割れることがあります。
※ 本体を分解しないでください。万一、異常が感じられた 
 ら、販売店またはパーソナル機器修理受付センターにご相 
 談ください。

ご使用前には、本体裏面の電池ぶたから絶縁テー
プを取り外し、リセット操作を行ってください。
（リセット操作はスタンド内側のリセットスイッチ参
照）

ご使用の前に

安全にお使いいただくために

電池交換
電池が消耗すると表示が消えたり、電子音が小さくなります。このと
きはすみやかに新しい電池と交換してください。本機はアルカリ電池
（LR44)1個を使用しています。交換の際は同じ種類の新品をご使用
ください。また、電池交換後は、リセット操作を行ってください。
[電池交換のしかた]
1. 電池ぶたの止めネジを外し、電池ぶたを取り外します。(図①）
2. 古い電池を取り出し、新しい電池の＋側を上にして入れます。  
 (図②）  
3.  電池ぶたをもとに戻し、電池ぶたの止めネジを止めます。(図③）
　　　　　　　　　　　

 

[スタンド内側のリセットスイッチ]
すべてのキーが反応しない場合、または電池交換のあとは本体
スタンド内側にある、リセットスイッチ（RESET)を先端の細いも
ので押してください。
※ リセット操作をすると、すべての設定がクリアされますので、 
 再度設定してください。

※ 使用済みの電池は、＋極と－極をテープで絶縁してから、お住ま  
 いの地域の環境法と廃棄基準に従って廃棄してください。
※ 電池は使い方を誤ると電池の液がもれて製品が腐食したり、電  
 池が破裂したりすることがあります。次のことを必ずお守りくだ  
 さい。
 ●電池の＋－の向きを正しく入れてください。
 ●充電しないでください。
 ●絶対に加熱をしたり、火の中に投入したりしないでください。
 ●使用済みの電池は、火の中に捨てないでください。破裂する 
 ことがあり、大変危険です。
 　●電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
　 　万一飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談してくだ  
 　さい。
 

① ③② 古い電池
新しい電池
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リセットスイッチ
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⑧

⑨

⑩

⑪

⑦
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磁石

形式 ：キヤノン CT-40
使用温度範囲 ：0℃～40℃
外形寸法 ：47mm (奥行) x 80mm (幅) x 13.5mm (高さ)
重量 ：41g (電池含む)
電源 ：アルカリ電池 LR44×1
電池寿命 ：約20か月
   (使用条件：クロック表示、アラーム 1分/1日)
時計精度 ：月差±３０秒(温度25℃)
本機にはあらかじめ電池がセットされていますが、モニター電池
のため、上記の電池寿命より短い場合があります。
改良のため、予告なく仕様の変更をおこなうことがあります。

仕様

警告

注意

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結
果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品
質管理・情報公開された製品に表示されています。
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本機を廃棄する際は、地方自治体の条例に従って処理するようお願い
いたします。詳しくは各地方自治体にお問合わせください。

警告



ENGLISH

● When the alarm sound becomes weak or the display
 becomes dim, follow below steps and change to a new   
 battery. Be sure to install new battery with “+” side facing up.

  Keep the battery out of reach of children. If  
  the battery is swallowed, contact a doctor  
  immediately.
● After replacing the battery, using the tip of a ball 
 point pen (or similar sharp object) to press 
 the [RESET] button behind the stand. 
 Then, set the time again.

BATTERY REPLACEMENT

① ② Old
New

③

RES
ET

This product is embedded with magnets at the back. Please be careful if implant electronic devices (such as 
cardiac pacemaker) nearby, as magnets may cause a malfunction.  If this happens, please distance the magnet 
from the implant electronic device and consult the doctor at once.

       WARNING

Power supply : Alkaline Battery (LR44×1)
Operation temperature : 0oC – 40oC
Dimension : 47mm (L) x 80mm (W) x 13.5mm (H)
Weight : 41g (including battery)
Battery life : About 20 Months (condition: 
  Clock mode, Alarm: 1time/ day)
Clock accuracy : ± 30 seconds/ month  (at 25℃)
(Subject to change without notice)

SPECIFICATIONS

Example： ALARM TIME AT 7:15 AM

1.  Go to Alarm mode: Press　　　until           
 "A.CLOCK" icon appear on the display.

2. Enter the time by pressing number keys.    
 ※ The time will blink in setting mode.

3. Press 　　      to confirm and activate the
 Alarm.
 ※       will appear on the display when
      Alarm is ON.
 ※ Press                 to  switch Alarm ON or OFF. 
 
4. To stop the Alarm, simply press               once.

ALARM CLOCK SETTING

Example: 3:45pm (24-hours basis 15:45)
1. Go to Clock mode: Press　　　until 
 "CLOCK" icon appear on the display.

2. Enter the time by pressing number keys.
 ※ Set the Hours, Minutes, Seconds in 24-hour basis.
 ※ The time will blink in time setting mode.

3. Press 　　       to confirm the time.

 ※ Use           to switch between 12 or 24 hour clock .

TIME SETTING

• Remove the insulation tape (     ) and press 
 [RESET] button at the back side of the unit 
 before use.
• Press        to select the function mode in the 
 following order: 
 Clock → Alarm → Count up → Timer → Back to Clock.

BEFORE USE
a a

1. Press          to select Count-Up mode. 
 "COUNT UP" icon will be shown.

2. Press 　　       to start the count-up.
 (Timer can count-up to a maximum of 9 hours, 59 minutes, 
  59 seconds). 

3. Press　　　   to pause or stop the count-up. To continue   
 the count-up, simply press               once.

4. To reset the count-up timer, press         right after the   
 count-up timer is stopped.

COUNT-UP TIMER

1. Go to Timer mode: Press　　　until          
 "TIMER" icon appear on the display.

2. Set the Timer using number keys.
 (up to a maximum of 9 hours, 59 minutes and 59 seconds) 

3. Press　　　     to confirm and start the timer.

4. To reset the timer; make sure the running time is stopped by 
 pressing               once, then press          to resume last timer  
 and key in the new time. 
   When timer reaches 0:00:00, the alarm will ring for about 1 
   minute, the time will blink and start to count up.

TIMER

QUICK TIMER
1. In any mode, simply press          to activate Quick Timer mode.  
 Then ”Q” icon will blink. 
2. While “Q” icon is blinking, set the timer (from 1 to 9 minutes)  
 by pressing one of the number key (exclude 0).

3. Timer will start immediately and “Q” will change into “Q.TIMER”. 
 
    When timer reaches 0:0000, the alarm will ring for about 1 min.

TIPS & CAUTIONS
① To open the stand, press the button at 
 the bottom of the machine.
② To close the stand, press lower part
 of the stand.

 Press and hold         for 2 seconds in any mode to turn  
 key-touch sound ON or OFF.        will appear when key-touch  
 sound is OFF.
 The alarm sound will continue for about 1 minute unless the 
                key is pressed.

 When timer/ quick timer/ count-up timer is started and then
 switch to other mode, the mode icon ("TIMER"/ "Q.TIMER"/  
 "COUNT UP") will blink continuously.
 When setting time or alarm with 
 inappropriate input, error message will
 be shown. Press          to clear  the
 error.
 When the timer reaches to the maximum measurement timer 
 (9 hours, 59 minutes and 59 seconds) in "Timer" or "Count-up  
 Timer" mode, “UP” message will be shown.

 
 In Time or Alarm setting mode, if no input for 5 seconds  
 when display is blinking, the machine will exit the setting   
 mode.

②

①

(Timer mode) (Count-up Timer mode)

こんなときは

例： 時刻を午後３：４５に設定します。
１．         キーを押してクロック画面
 を表示します。
 （「ＣLOＣＫ」と表示されます。）
２． 数字キーで、「時間、分、秒」を入力します。時刻は24時間 
 制で入力します。※設定中は数字が点滅します。

３．　　　　 キーを押して設定を保存

 します。
※ 時刻が表示されているとき、　　　キーを押すと12時間 
 表示と24時間表示を切替えることができます。

タイマー機能

● 分単位で１～９分の時間を、少ないキー操作で設定できま 
 す。　　  キーと数字キーを押すとすぐに計測を開始しま 
 す。
例： クイックタイマー時間を６分に設定します。
１．　　   キーを押してクイックタイマー画面を選択します。
 （「Q」が点滅します。）
２． 「Q」が点滅している間に、数字キー　　 を入力します。
３． 数字キーから指を離すとすぐに、計測を開始します。
 点滅していた「Q」は「Q.TIMER」に変わります。
※ 計測の停止と再開は、　　　　キーで行います。
※ 残り時間がゼロになると電子音でお知らせします。
※ 計測中に他のモードに移動すると「Q.TIMER」が点滅しま 
 す。

クイックタイマー機能

 　　キーを連続2秒以上長押しすると、電子音のオンオフ 
 の切替えができます。　　アイコンが表示されているとき 
 は、アラーム（タイマー、クイックタイマー）がオンでも、電 
 子音は鳴りません。
 アラームは約1分間鳴り続けます。
 鳴っている電子音を止めるには　　　   キーを押します。

 入力した時刻が不適切な場合は
 「Err」が表示されます。適切な時
 刻に設定しなおしてください。
 （図はクロック画面）

 タイマーとカウントアップモード
 で計測できる時間は最長で９時間
 ５９分５９秒です。それ以上の時間
 が経過すると「UP」と表示されま
 す。 （図はカウントアップモード）

 時刻などの設定は、その画面を表示してから5秒以内に行 
 ってください。5秒を過ぎると、もとの表示に戻ります。

●  あらかじめ時間を設定し、時間がきたら電子音でお知らせ 
 します。
例： タイマーを２０分に設定します。
１．　　    キーを押してタイマー画面
 を表示します。
 （「TIMER」と表示されます。）
２． 数字キーで「時間、分、秒」を入力します。
３． 　　　　キーを押すと計測を開始します。
※ 残り時間がゼロになると電子音でお知らせします。また、 そ 
 こから自動的にカウントアップが開始されます。カウント  
 アップ中は表示が点滅し、設定した時間が過ぎていること 
 を表示します。
※ 計測の停止と再開は、　　　　キーで行います。
※ （タイマー、クイックタイマーともに）新しく時間を設定する 
 ときは　　　キーで設定をクリアしてから行ってください。 
※ 計測中に他のモードに移動すると、「TIMER」が点滅しま  
 す。

クロック機能

● アラームをセットすると、毎日同じ時刻にアラーム（電子  
 音）が鳴ります。
例： アラーム時刻を午前７時１５分に設定します。

１． 　　   キーを押してアラーム画面  
 を表示します。
 （「A.CLOCK」と表示されます。）
２． 数字キーで「時間、分、秒」を入力します。時刻は24時間制 
 で入力します。※設定中は数字が点滅します。
 

３. 　　　 キーを押して設定を保存
 します。     が表示され、アラーム 
 がオンであることを示します。
※ 設定したアラームのオンオフの切換えは、　　　　キーで 
 行います。

アラーム機能

カウントアップ機能
● ストップウォッチのように、経過時間を計ります。
１． 　　 キーを押してカウントアッ
 プ画面を表示します。
 （「COUNT UP」と表示されます。）
２． 　　　 キーを押すと計測を開始します。

３． 計測中に　　　　キーを一度押すと計測を一時停止し 
 ます。再度押すと計測を再開します。
４． 計測が停止している状態で　　　 キーを押すと計測時 
 間がクリアされます。
※ 計測中でも他のモードに移動することができます。その 
 場合、「COUNT UP」が点滅します。
※ 他のモード表示中に、経過時間を確認したいときは、 
 　　キーを押してカウントアップ画面を表示します。

WARNING
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