
警告
注意

品名 ウッディーフォトクロックmini（WD05-PC）

保証期限 本体お買い上げ日より6ヵ月

お買い上げ日 　　　　  年　　 　 　月　　  　　日

お客様

　お名前

　ご住所

　電話番号

販売店名

1. ユーザーズガイド等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した
場合には、お買い上げの販売店、または当社にご連絡ください。当社が無償にて修理
いたします。

2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、本書をご持参、ご提示の
上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

3. ご転居やご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼にな
れない場合には、当社へご相談ください。

4. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
（イ） 使用上の誤りや、お客様による修理や改造による故障および損傷
（ロ） お買い上げ後の落下等による故障および損傷
（ハ） 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障およ

び損傷
（ニ） 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および

損傷
（ホ） 本書の提示が無い場合
（ヘ） 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字

句を書きかえられた場合
（ト） 本体およびACアダプター等の本体同梱付属品の消耗・摩耗・損傷・紛失

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This Warranty is valid only in 
Japan.）

6. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

＜アフターサービスについて＞
■ 保証書：保証書は、販売店名・お買い上げ年月日などの記入をお確かめの上、販売店
よりお受け取りください。また、保証規定の内容をよくご覧の上、大切に保管してく
ださい。

■ 修理に出されるときは：保証期間中は、保証書に記載されているものについては、無
償で修理いたします。ただし、本書に記載の、安全および使用に関する注意事項を無
視した上での故障や破損、無断で分解・改造を加えた場合などは、有償となる場合が
あります。また、保証期間を過ぎた場合も有償での修理となります。

■ 廃棄について：本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の指示に従っ
て行ってください。

■ お問い合わせ：アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お
買い上げいただいた販売店または当社までお問い合わせください。

保証書 保証規定

ウッディーフォトクロックmini
WD05-PC

 販売店様へお願い 保証書の空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日を
ご記入くださいますようお願いいたします。

● お使いになる前に必ずお読みください。
● ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財
産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。

● 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説
明しています。

■警告、注意について

安全上のご注意

警告

注意

使用するにあたって

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想
定される」内容を示しています。
この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発
生する可能性が想定される」内容を示しています。

付属の専用ACアダプター以外使用しないでください。
故障・発熱・発火をする原因になります。
AC100V以外で使用しないでください。
故障・発熱・発火をする原因になります。
濡れた手でACアダプターのコンセントの抜き差し、プラグの抜き差し、本体の操作をしないでください。
感電・故障の原因になります。
コンセントの抜き差し、プラグの抜き差しは必ずACアダプタ本体・プラグをもって行なってください。
発熱・破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。
本体を分解や修理・改造しないでください。
けがや故障の原因になります。
　　

禁止
指示

「してはいけないこと」を意味しています。

「必ずすること」を意味しています。

以下のような場所での使用・保管は行なわないでください。
･直射日光のあたるところ・火気に近いところ・温度が35°C 以上になるところ
･温度が5°C未満になるところ・浴室など湿度の高いところ・屋外・多くの油を使用するところ
･テレビやパソコンなどのOA機器、オーディオ機器などの近く
本体に磁石を使用しています。記録された内容などを消してしまったりすることがありますので、以下のよう
な場所での使用・保管は行なわないでください。
ハードディスク、フロッピーディスク、カセットテープ、磁気カードなど磁気に弱い記録媒体の近く
落雷のおそれがあるときは、コンセントからACアダプターを取りはずしてください。
感電や故障の原因になります。
ACアダプターのケーブルを、傷つけたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
感電や火災の原因になります。
ゴム系の素材や軟質のポリ塩化ビニールなどを長期間触れさせておいたりしないでください。
色が移ったり、変形変質することがあります。

■製品について
・ 本製品は天然の木を使用しているため、寸法・重量・模様には個体差があります。
模様については、形状・色・木目に若干の個体差があり、斑点模様が出る場合があります。

 また、木の地色により塗装にも個体差があります。あらかじめご了承ください。
・ 本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の指示に従って行なってください。

裏面につづく▶▶

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

ユーザーズガイド
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各部の名称

フロントパネルをはずす
表面にキズをつけないように、フロントパ
ネルをはずしてください（初回はダミー
ペーパーを取り除きます）。オモテとウラ
を間違えないように注意してください。
※ 両面の保護フィルムをはがしてご使用
ください。

1

2

3

写真をセットする
できるだけ本体の角に4個あるマグネッ
トの上になるようにセットします（載せま
す）。写真が小さい場合は、台紙に貼るか、
下の角にあわせてください（左下参照）。

フロントパネルをセットする
オモテとウラを間違わないよう、下の角
に合わせてセットしてください。
※ 写真にマグネットの跡がついてしまう
場合がありますので、複製した写真を
使用することを推奨します。

●セットできる写真
本機にセットできる写真は最大152×102 mm（写真
KGサイズ）までです。
・ 銀塩写真（フイルムを現像した写真）
・ プリンタ出力写真
インクジェットプリンタ（染料・顔料インク）、カラー
サーマルプリンタ、昇華型プリンタ（ビデオプリンタ
など）などの出力。普通紙・光沢紙に出力したもの。

・ インスタント写真で厚さのあるものはセットできません。
写真に透過させて表示させるため、写真によっては時計表
示が見づらくなる場合があります。

●セットのしかた

●ACアダプターの接続

セットできる写真の大きさ 最大152 ×102 mm
（写真KGサイズ／ 4×6インチ）
はがきサイズ   148 ×100 mm
写真Lサイズ（サービス版） 127 ×  89 mm

時計が表示されない 時計表示モードを変えませんでしたか？ DOWNボタンを何度か押してdP-1にしてみてください。
アラームが鳴らない 12Hにしてセット時間を間違えていませんか？ 左上の●が点灯しているのが午後です。
   セット時間を確認してください。
フロントパネルが マグネットは本体側・フロントパネル側が フロントパネルをオモテとウラ逆にしてみてください。
はずれる・ずれる 引き合っていますか？
  厚い写真をセットしていませんか？ 薄い写真をセットしてみてください。 

こんなとき 原 因 対 処ACアダプターを接続する
フロントパネル表面にキズをつけないよう
に、本体を裏返し、DCジャックにACアダプ
ターのプラグを接続してください。

オモテ ウラ

スピーカー時計表示部フロントパネル ダミーペーパー

専用ACアダプター

DCジャック

お手入れ

使いかた

故障かな？と思ったら

仕　様
品名 ウッディーフォトクロックmini
品番 WD05-PC
本体寸法 約 152(W)×120(H)×40(Ｄ) ｍｍ
写真寸法 約 152(W)×102(H) ｍｍ
重量 約 400 g (ACアダプター含まず )
 ※重量には個体差があります

電源 専用ACアダプター　（AC-CP0505SE） 
 　入力: AC100V  50/60 Hz
 　出力: DC5V  0.5A

使用推奨温度 5～ 35°C
電源コード長 約 140 cｍ 
消費電力 約 0.5 Ｗ 
材質 本体 : MDF フロントパネル : アクリル
機能 アラーム・時間表示切替（３種類）
時計精度 平均月差±60秒以内（常温で使用時）
生産国 中国
付属品 ・専用ACアダプター
 ・ユーザーズガイド（保証書含む）

注
意
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写真のセットのしかた

※ 本製品は天然の木を使用しているため、寸法・重量・模様には個体差があります。
 模様については、形状・色・木目に若干の個体差があり、斑点模様が出る場合があります。
 また、木の地色により塗装にも個体差があります。あらかじめご了承ください。

マグネット（角に4個、フロントパネルに4個）

KGサイズ 152 ×102 mm
はがき 148 ×100 mm
Lサイズ 127 × 89 mm

・ 大切な写真は複製し、複製したものをセットしてくだ
さい。
環境が問題なくとも、飾っておくとどうしても変色・
退色などがおきてしまいます。大切な写真は複製した
ものを飾ることをおすすめします。

・ 飾る写真は十分に乾燥させてから（3日～1週間程度）
セットしてください。

 （特にインクジェットのプリンタで作成した写真は）
十分に乾燥させないと、フロントパネルに貼り付いて
しまう原因になります。

・ 定期的にフロントパネルをとりはずし、飾る写真を
セットしなおしてください。

 ずっとセットしたままだと、フロントパネルに貼り付
いてしまうことがあります。貼り付きを防ぐため1～
2か月に1度程度、フロントパネルと写真、本体をは
ずしてセットしなおすようにしてください。 注意 時計表示部は強く押さないでください。

LED、電子部品が壊れる原因になります。

サイズが小さいものはKGサイズ
大の台紙を用意し、その上に貼っ
て十分乾燥させてからセットする、
もしくは下の角に合わせます。

Lサ
イ
ズ
 

ACアダプターをコンセントに差し込む
DCジャックの接続を確認したあと、ACアダ
プターをコンセントに差し込んでください。

コンセントに差し込まれると、時計表示のデモが始まり、その後
「ピッ」と音がして、正常に動作がスタートしたことがわかります。

・ 本体・フロントパネルともに清潔にして使用してください。
 ついた汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。汚れ
がひどいときは、固くしぼったやわらかい布でふきとり、その
後、からぶきをしてください。

・ 水洗いしないでください。ベンジンやシンナー、漂白剤なども
使用しないでください。

 変色・変形・フロントパネルの破損の原因になります。

DOWNボタン
時計表示モード切換

UPボタン
アラームON/OFF切換

SETボタン
各種設定（時間設定、
12/24時間表示切換、
アラーム時間設定）

時計の設定

基本操作

[現在の時間]を設定します
SETボタンを押すと｢ピッ｣と音がして、
[時]が点滅を始めます①。
UPボタンで[進む]、DOWNボタンで[戻る]
で[時]を合わせてください。
終わったら、SETボタンを押します。
[分]が点滅を始めます②。
UPボタンで[進む]、DOWNボタンで[戻る]
で[分]を合わせてください。
終わったら、SETボタンを押してください。

[24/12時間表示設定]を設定します
[24H](または12H)が表示されます③。
UPボタンまたはDOWNボタン押すと[24H]
と[12H]が交互に表示されます。
設定したい表示で、SETボタンを押してく
ださい。
[12Hの午後は左上の●が点灯します④]

[アラーム時間]を設定します
1秒ほど[AL]表示⑤のあと、アラーム時間
の[時]が点滅を始めます⑥。
UPボタンで[進む]、DOWNボタンで[戻る]
で [ 時 ] を合わせてください。
終わったら、SETボタンを押します。
[分]が点滅を始めます⑦。
UPボタンで[進む]、DOWNボタンで[戻る]
で[分]を合わせてください。
終わったら、SETボタンを押してください。

①

②

③

④

⑤

⑥
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[アラームのON/OFF]を設定します
[- -:AL]（アラームOFF）または[on:AL]
（アラームON）が表示されます⑧。
UPボタンまたはDOWNボタンを押すと
[- -:AL]と[on:AL]が交互に表示されます。
アラームON/OFF 設定をしたら、SETボ
タンを押してください。
通常の時計表示に戻ります⑨。

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

アラームの設定

※ 設定時、操作中断から約15秒でキャンセルになります。
※ UPボタン、DOWNボタンを約2秒以上押し続けると数字が早
く流れます。

UPボタンで[アラームのON/OFF]を設定することができます。

DOWNボタンで[時計表示モード：時計の表示パターン]を設定する
ことができます。

時計表示モードの設定

( アラームOFF)

( アラームON)

本体裏側にある３つのボタンを使って操作・設定します。
・ アラームは約1分間鳴り続けます。アラームが鳴った場合、い
ずれかのボタンを押すことにより、止めることができます。

( アラームOFF)

( アラームOFF)

( アラームON)

( アラームOFF)

約5秒点灯･約5秒消灯をくりかえします。

常時点灯します。

約5秒点灯後、消灯します。いずれかのボ
タンを押すと約5秒点灯して消灯します。

UPボタンを押すたびに
・ [- -:AL]（アラームOFF⑩）

・ [on:AL]（アラームON⑪）

が、くりかえし表示されます。

DOWNボタンを押すたびに、
 

が、くりかえし表示されます。
※ 電源に接続直後はdP-1に設定されています。

マグネット


