
時間を楽しもう
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取扱説明書
QLOCKTWO CLASSIC を安全かつ末長くご使用いただくため説明書
を良くお読み下さい。 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

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; マウンティング・テンプレートを確認
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。

1.2 輸送と保管

重要　素　材の破損をさけるため、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。

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。

磁性体→磁性材料
→ 警告: この製品には磁性材料が含まれています。 これが埋め込み型医療機
器の動作に影響を与える可能性があるかどうかを知りたい場合は、医師にご
相談ください。

JP
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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には: コットン製手袋を使用してください(パッケ
ージに含まれています)。

 > 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。
 > 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 研摩布や溶剤（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。

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。
 ■ 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。
 ■ 丈夫ですべらない、頑丈な自立した面に置いてください。
 ■ 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 CLASSIC を置

いてください。
 ■ 暖房器具
 ■ 直射日光は避けてください。

ブラシ加工ステンレス製フロントカバー(STAINLESS STEEL): 
 ■ 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 (パッケージに含

まれている)。
 ■ 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。

コーティング済ステレンス製フロントカバー (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, 
HAZELNUT): 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。

フロントカバー GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE  
COPPER, METAMORPHITE, GLINTSCAPE: 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(GOLD, 
SILVER & GOLD, PLATINUM)。

1.5 メンテナスと修理

ご自分でQLOCKTWO CLASSIC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 CLASSIC は、オリジナルアクセサリーのみとの組み
合わせでご使用ください。本取扱説明書の指示にしたがわなかったり、またはQLOCKTWO 
CLASSICを改造を行った場合は保証の対象外となります。

1.7 廃棄

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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2. 組み立てと接続

QLOCKTWO CLASSIC は自立制としても使用できますし、壁に取り付けて使用できます。 

電源ユニットのプラグは、主電源から切断するための装置として機能します。ソケットは必ず
QLOCKTWO CLASSIC の近くに配置し、簡単にアクセスできるようにしてください。

重用　素　材の破損を避けるため、下記の点にご注意ください。
 ■ 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。
 ■ ステンレススチールのフロントカバー：付属のコットン製手袋をご使用ください (パッケー

ジに含まれています)。 
 

2.1 坐式使用

重用　素　GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, METAMORPHITE, GLINTSCAPE 
 のフロントカバーQLOCKTWO CLASSIC は自立制の使用には適していません。 
 

取り付け用の図面, 図 1  と 3  。

2.2 壁取り付け

重用　素　材の破損を避けるため、下記の点にご注意ください。
 ■ 固定ネジはマニュアル（手動）でケースに入れてください；他の道具は使用しないでくだ

さい。
 ■ 壁の耐荷重を確認し壁に適した固定用のファスナー、レンガ造りのものは合わせ釘やネ

ジを選んでください。
 ■ ドリル穴のそばには補給線はない様にしてください。
 ■ QLOCKTWO CLASSICを取り付ける際、壁の取り付け枠にうまくはまらず抵抗を感じた

場合 (例：ケーブルの位置が悪い )、QLOCKTWO CLASSICを無理やり押し込まないでく
ださい。 

壁接続からの電源:
組み立て図面を参照, 図 1  から 10 , 
壁取り付け + 電源接続。

電源ソケットからの電源:
組み立て図面, 図 1  から 10 , 壁取り付け。

電源接続は壁取り付けの際と同じものです、
取り付け図面参照、図 1  と 3  。 

 > メインのケーブルを壁の取り付け枠（マウンティング） 
にあるケーブル管路に引いてください。

時計を掛けるときメインのケーブルが壁の取り付け枠
と本体の間に入ってしまった場合、ケーブル管路に物差
しで入れることができます。

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、通り道をさけて敷接し

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 CLASSIC を電源に接続しないでく

ださい。
 ■ 電源接続は電気工専門の方にしてもらう様にしてください。
 ■ 電源を必ず切った状態を確認（電圧が通ってないかを確認）した上で壁に

取り付けてください。
 ■ 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。
 ■ ケーブルとプラグは濡れた手で触らないでください。
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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

表示された時刻: 7.18 a.m.               制御エレメント 

3.2 時計の設定

QLOCKTWO CLASSICの設定をする時はディスプレイからすぐにできます。 
[ 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。

「IT IS」表示のオン/オフ切り替え:
出荷時の設定では、「IT IS」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」が常に表示されていうる場合: [60] ボタンを 3 秒ほど長押ししてください。
 > 出荷時の設定に戻す場合: [60] ボタンを3 秒ほど長押ししてください。

二番のディスプレイのオン/オフの切り替え:
秒単位が大きくフロントカバーに表示されます。

 > 二番のディスプレイをオンに設定する場合: [ ] ボタンを又1秒ほど長押ししてください。
 > 二番のディスプレイをオフに設定する場合: どのボタンでもいいので押してください。

輝度設定:
ライトセンサーによって自動的に、 "自動モード" (出荷時設定)、で輝度が調整されます。
段階的に手動で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:

[JP] JAPANISCH – DICK WEISSFILM – 11. JANUAR 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
[ 1 ]ボタンで設定

[ ] ボタン
輝度設定

[ 1 ]ボダン
1分刻み

[ 5 ]ボタン
5分刻み

[60]ボタン
１時間刻み

 ■ 最大輝度
 ■ 高輝度
 ■ 中輝度
 ■ 低輝度
 ■ タッチレスモード(角のドットが短く点灯します)

JP
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3.3 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。

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
D2 ドイツ語(代替表示)
D3 ドイツ語(シュバーべン方言)
D4 ドイツ語(代替表示)
DE ドイツ語
DK デンマーク語
E2 英語(代替表示)
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
PE ポルトガル語
RO ルーマニア語
RU ロシア語
SE スウェーデン語
TR トルコ語

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 [ 60 ] ボタンを同時に押してください (約3秒)。 
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。

3.4 停電

停電後、約24時間は時刻の表示は進みつづけます。 
電源が復旧すると現在時刻が自動的に表示されます。

3.5 アプリで時刻設定

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 CLASSIC に簡単に設定できます。 
アプリ詳細については、次のサイトは下記サイトをご確認ください。  
www.qlocktwo.com/flashsetter

4. 技術データ

モデル:   QLOCKTWO CLASSIC
QLOCKTWO CLASSIC寸法 (高さ×幅×奥行き): 450 × 450 × 22 mm
壁付ブラケットの寸法  (高さ×幅×奥行き):  240 × 240 × 25 mm
立掛設定用のアクリルガラスサポートの寸法  
(高さ×幅×奥行き):  140 × 140 × 20 mm
重量: 約 4,8 kg
動作環境温度: +15 °C to +30 °C
USB 電源供給ポート: 110 V − 240 V ~ 50/60 Hz，200 mA
USB 電源供給ユニットの出力: 5 V  1 A
QLOCKTWO CLASSIC ポート: 5 V  550 mA
消費電力:   2-3 watts
精度: ±8 秒/月

技術データは修正・変更される場合
当社は誤記や間違いに対して法的責任を負いません

5. 付属品

フロントカバーの色、言語、そして色付き繊維ケーブルを交換の際。 
詳細は専門販売店、又はサイトを確認ください： www.qlocktwo.com
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