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1. 各部の名称

　　

タイマーカウント時、毎10
分、毎5分、残り4～1分の
毎1分に音を鳴らす

音の種類の表示音の種類の表示
ベルのアイコンは電
子音、人のアイコン
は音声

タイマーボタンタイマーボタン
長押しでタイマー設
定開始/終了
設定項目の変更

音量の表示音量の表示
大・中・小・オフ

音ボタン音ボタン
長押しで音設定開始
/終了
設定項目の変更

リピート表示リピート表示
リピートタイマー
作動時に点灯

・計測時に押すと音声で
タイムを読み上げ
・設定時に押すと数値の
減少（長押しで高速変更）

・アップの上に
プラスマーク

・タイマーの右に円
・音の右に縦棒

・ダウンの上に
マイナスマーク

・計測時に押すと音声で
タイムを読み上げ
・設定時に押すと数値の
増加（長押しで高速変更）

・タイマーをスタート / ストップ
させる
・長押しでスタートするとリピー
トタイマーになる

電池残量が少ない時に点灯タイマーの状態をリセット（00:00:00）にする

バイブレーションがONの
時、アイコンが表示される

※タイマーボタンと音ボ
タンの同時押しで操作説
明アナウンス

2. 製品概要
◆製品の特徴
音声を聞きながらタイマーセットができます。計測
中に音声ボタンを押すと、カウントダウンの残り時
間またはカウントアップの経過時間をアナウンス
します。停止中も表示タイムをアナウンスします。

◆主な機能
・カウントダウンタイマー（最大 99分 50 秒）
・カウントアップタイマー（最大 99分 59 秒）
・予告音（毎 10分、毎 5分、4分前、3分前、2分前、1分前）
・経過音（1分後、2分後、3分後、4分後、毎 5分、毎 10 分）
・バイブレーション　・リピートタイマー機能
・防滴 IPX4

◆電池
単４形乾電池 1本（別売、充電池不可）

交換時期の目安は、未使用の状態から 1日 1回 3分
使用（バイブレーションも併用）の場合で約 3か月後

◆音量　
大（少し大きめ）、中（約 70dB）、小（極小音）、オフの 4
段階で切り替えができます。
※小は他人に聞こえにくいささやき音量です。
※各種設定時は、設定音量にかかわらず大の音量でアナウ
ンスされます。

[ 音声でできること、わかること ]
・タイマー設定の音声ガイド
・音の設定の音声ガイド
・計測タイムのアナウンス
・計測中 /停止中タイムのアナウンス
・予告音 /経過音の音声アナウンス
・リピートタイマースタート時のアナウンス
・簡易的な操作説明
・電池の交換時期のアナウンス（電圧低下時 1.3V）

[ 電子音の違い ]
スタート → ピー（長音）　　ストップ → ピ（短音）
予告音（経過音）１分～４分 → ピ　 毎５分 → ピピ
毎 10分 → ピピピ　 終了音 → ピピピピ 15 秒

3. 設定方法
◆カウントダウンタイマーの設定
タイマー停止中に〔タイマーボタン〕 を長押し
（2秒）します。「タイマー設定」「分設定」「○○分」
とアナウンスして分が点滅します。
〔音声 /ダウンボタン〕 か 〔音声/アップボタン〕

を押して分を変更します。変更する毎に数値を
読み上げます。長押しで早送りします、離すと数
値を読み上げます。
〔タイマーボタン〕 を押すと「秒設定」「○○秒」
とアナウンスして秒が点滅します。
分と同じように〔音声/ダウンボタン〕 か〔音声
/アップボタン〕 を押して秒を変更します。
秒は 10 秒毎の設定となります。
〔タイマーボタン〕 を長押しすると、「設定終了」
とアナウンスし設定を終了します。
※1分間操作しないと設定は自動で終了します。設
定の途中でも長押しで設定は終了できます。

◆音設定（予告音、音の種類、音量、バイ
ブレーションの設定）
1. 予告音の設定（経過音も共通）
毎 10 分、毎 5分、残り 4分から 1分の毎 1分に予告音
を鳴らせます。予告音は音声か電子音が選択できます。
さらに、バイブレーションも追加できます。

カウントアップ時は 1分から 4分の毎 1分、毎 5分、
毎 10 分に経過音を鳴らせます。

タイマー停止中に〔音ボタン〕 長押しで予告音
ONが点滅「予告音ON」とアナウンスします。
〔音声/ダウンボタン〕 か 〔音声 /アップボタン〕

を押してONか OFF を切り替えます。「予告音
ON」「予告音OFF」とアナウンスします。
予告音をONにした場合「音声」もしくは「電子音」
が選択できます。
選択したら〔音ボタン〕 を押します。

［予告音ONの場合］
残り時間、または経過時間を音声で知りたい場合
は「音声」を選択してください。計測時間をアナ
ウンスします。
残り時間、または経過時間を電子音で知りたい場
合は「電子音」を選択してください。計測時間を
電子音でお知らせします。1分、2分、3分、4分
は電子音がピ、毎 5分はピピ、毎 10 分はピピピと
電子音が鳴ります。
音を出さずにバイブレーションのみで予告音を設
定するときは、「音声」「電子音」のどちらかで設
定しておき、後述のバイブレーションをONにし、
音量をOFFに設定してください。
設定したら〔音ボタン〕 を押します。

2. バイブレーションの設定
予告音のON/OFF または「音声」「電子音」の設定
後、〔音ボタン〕 を押します。
「バイブレーションON」とアナウンスしながら振
動します。
〔音声 /ダウンボタン〕 か 〔音声/アップボタン〕

を押してONか OFF を切り替えます。
スタート、ストップ、予告・終了を振動でお知ら
せします。
設定したら〔音ボタン〕 を押します。

3. 音量（大・中・小・オフの切り替えができます）
〔音声 /ダウンボタン〕 か 〔音声 /アップボタ
ン〕 を押して音量を切り替えます。
大 → 少し大きめの音
中 → 一般的なタイマーと同程度の音（70dB）
小 → 静かな場所でも他人に聞こえにくい小さな音
オフ → 消音

〔音ボタン〕 を長押しすると「設定終了」とアナ
ウンスし設定を終了します。
※1分間操作しないと設定は自動で終了します。設
定の途中でも長押しで設定は終了できます。

4. 使い方
◆カウントダウンタイマー
カウント時間を設定します。（前述のタイマー設定参照）
音声ボタンを押すと設定された時間をアナウンス
します。
〔スタート・ストップボタン〕 を押してス
タートします。
〔スタート・ストップボタン〕 をもう一度
押すと一時停止します。
この時、タイムをアナウンスします。
一時停止中〔スタート・ストップボタン〕
を押すと再スタートします。
0分 0秒になると 15 秒間終了音が鳴ります。
この時タイマーは点滅しながらカウントアップします。
〔スタート・ストップボタン〕 を押してタ
イマーを停止させます。
この時タイマーは止めるまでの経過時間をアナウ
ンスし、設定された時間に戻ります。
◇計測をやり直す場合は、一時停止中に〔音声 /
ダウンボタン〕 と〔音声 /アップボタン〕 を
同時に押します。設定された時間に戻ります。

◆リピートタイマー（カウントダウンのみ）
カウントダウンタイマーが設定されている状態で、
〔スタート・ストップボタン〕 を 2秒長押
しすると「ピー、リピート」とアナウンスしてスター
トします。タイマーは、ゼロになると「ピー」と鳴っ
て、ストップするまで設定された時間を繰り返し
カウントします。
◇一時停止中に2秒長押しするとリピートタイマー
が再スタートします。長押ししないと、0分 0秒で
終了音が鳴り計測を終了します。

◆カウントアップタイマー
設定タイムが 0分 0秒の時〔スタート・ストップ
ボタン〕 を押してスタートします。
〔スタート・ストップボタン〕 をもう一度
押すと一時停止します。

この時、表示タイムを「○○分○○秒経過」とア
ナウンスします。
一時停止中〔スタート・ストップボタン〕
を押すと「ピー」と長音がなって再スタートします。
停止中に〔音声 /ダウンボタン〕 と〔音声 /アッ
プボタン〕 を同時に押すと 0分 0秒にリセッ
トされます。

【ヒント】設定タイムを 0:00 にするには、タイマー
設定で設定するか、停止中に〔音声 /ダウンボタン〕
と〔音声 /アップボタン〕 を同時に押すと

0分 0秒にリセットできます。

5. その他の機能
◆操作説明ガイダンス
〔タイマーボタン〕 と〔音ボタン〕 を同時に押
します。
「右上長押し、タイマー設定。右中央長押し、音設定。
左下数値ダウン、中央下数値アップ、右下スタート・
ストップ。0分 0秒でスタートするとカウントアッ
プ。左下か、中央下で表示タイムアナウンス。」と
アナウンスします。

◆電池の交換時期アナウンス
電圧低下時（1.3V）になると液晶下部に電池マー
クが現れます。また、使用時に「電池の交換時期
です」とアナウンスされます。新しい単４形乾電池
1本（別売、充電池不可）に交換してください。

6. 使用例
◆カウントダウン計測
（セット内容 → ［タイム - 15：50］ / ［音量 - 大］ / 
［予告音 - ON］ / ［音の種類 - 電子音］ の場合）
１ - 設定タイム 15：50 でスタート。
２ - 15 分の時「ピピ」と鳴ります。
３ - 10 分の時「ピピピ」と鳴ります。
４ - 5 分の時「ピピ」と鳴ります。
５ - 4 分から毎分「ピ」と鳴ります。
６ - 00：00 で終了音が鳴ります。
７ - ストップボタンを押すと終了音が止まり、00：00 か
らの経過時間をアナウンスします。表示タイムは 15：50
に戻ります。

7.Ｑ＆Ａ
Q１ - バイブレーション機能だけを使って、音を出
したくない。
A．音設定でバイブレーションON、音量OFFに設
定してください。

Q２．カウントアップしているか、カウントダウン
しているかわからない。
Ａ．カウントアップの時、音声ボタンを押すと「○
○分○○秒経過」とアナウンスします。
カウントダウンの時は「○○分○○秒」とアナウン
スします。

Q３ - 予告音を 10分毎だけ鳴らしたい。
Ａ．予告音は毎10分と毎5分と1~4分で鳴ります。
変更できません。リピートタイマー機能を使って、
10 分を繰り返すことができます。

Q４ - 水中で使えますか
Ａ．水中では使用できません。浴室ではご使用可能
ですが、水没させないでください。また、濡れたま
ま操作はしないでください。

Q５ - 音が鳴らない
A.　音量が小かオフになっていませんか？通常は中
か大でのご使用をお勧めいたします。　
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1. 各部の名称

　　

2. 製品概要
◆製品の特徴
音声を聞きながらタイマーセットができます。計測
中に音声ボタンを押すと、カウントダウンの残り時
間またはカウントアップの経過時間をアナウンス
します。停止中も表示タイムをアナウンスします。

◆主な機能
・カウントダウンタイマー（最大 99分 50 秒）
・カウントアップタイマー（最大 99分 59 秒）
・予告音（毎 10分、毎 5分、4分前、3分前、2分前、1分前）
・経過音（1分後、2分後、3分後、4分後、毎 5分、毎 10 分）
・バイブレーション　・リピートタイマー機能
・防滴 IPX4

◆電池
単４形乾電池 1本（別売、充電池不可）

交換時期の目安は、未使用の状態から 1日 1回 3分
使用（バイブレーションも併用）の場合で約 3か月後

◆音量　
大（少し大きめ）、中（約 70dB）、小（極小音）、オフの 4
段階で切り替えができます。
※小は他人に聞こえにくいささやき音量です。
※各種設定時は、設定音量にかかわらず大の音量でアナウ
ンスされます。

[ 音声でできること、わかること ]
・タイマー設定の音声ガイド
・音の設定の音声ガイド
・計測タイムのアナウンス
・計測中 /停止中タイムのアナウンス
・予告音 /経過音の音声アナウンス
・リピートタイマースタート時のアナウンス
・簡易的な操作説明
・電池の交換時期のアナウンス（電圧低下時 1.3V）

[ 電子音の違い ]
スタート → ピー（長音）　　ストップ → ピ（短音）
予告音（経過音）１分～４分 → ピ　 毎５分 → ピピ
毎 10分 → ピピピ　 終了音 → ピピピピ 15 秒

3. 設定方法
◆カウントダウンタイマーの設定
タイマー停止中に〔タイマーボタン〕 を長押し
（2秒）します。「タイマー設定」「分設定」「○○分」
とアナウンスして分が点滅します。
〔音声 /ダウンボタン〕 か 〔音声/アップボタン〕

を押して分を変更します。変更する毎に数値を
読み上げます。長押しで早送りします、離すと数
値を読み上げます。
〔タイマーボタン〕 を押すと「秒設定」「○○秒」
とアナウンスして秒が点滅します。
分と同じように〔音声/ダウンボタン〕 か〔音声
/アップボタン〕 を押して秒を変更します。
秒は 10 秒毎の設定となります。
〔タイマーボタン〕 を長押しすると、「設定終了」
とアナウンスし設定を終了します。
※1分間操作しないと設定は自動で終了します。設
定の途中でも長押しで設定は終了できます。

◆音設定（予告音、音の種類、音量、バイ
ブレーションの設定）
1. 予告音の設定（経過音も共通）
毎 10 分、毎 5分、残り 4分から 1分の毎 1分に予告音
を鳴らせます。予告音は音声か電子音が選択できます。
さらに、バイブレーションも追加できます。

カウントアップ時は 1分から 4分の毎 1分、毎 5分、
毎 10 分に経過音を鳴らせます。

タイマー停止中に〔音ボタン〕 長押しで予告音
ONが点滅「予告音ON」とアナウンスします。
〔音声/ダウンボタン〕 か 〔音声 /アップボタン〕

を押してONか OFF を切り替えます。「予告音
ON」「予告音OFF」とアナウンスします。
予告音をONにした場合「音声」もしくは「電子音」
が選択できます。
選択したら〔音ボタン〕 を押します。

［予告音ONの場合］
残り時間、または経過時間を音声で知りたい場合
は「音声」を選択してください。計測時間をアナ
ウンスします。
残り時間、または経過時間を電子音で知りたい場
合は「電子音」を選択してください。計測時間を
電子音でお知らせします。1分、2分、3分、4分
は電子音がピ、毎 5分はピピ、毎 10 分はピピピと
電子音が鳴ります。
音を出さずにバイブレーションのみで予告音を設
定するときは、「音声」「電子音」のどちらかで設
定しておき、後述のバイブレーションをONにし、
音量をOFFに設定してください。
設定したら〔音ボタン〕 を押します。

2. バイブレーションの設定
予告音のON/OFF または「音声」「電子音」の設定
後、〔音ボタン〕 を押します。
「バイブレーションON」とアナウンスしながら振
動します。
〔音声 /ダウンボタン〕 か 〔音声/アップボタン〕

を押してONか OFF を切り替えます。
スタート、ストップ、予告・終了を振動でお知ら
せします。
設定したら〔音ボタン〕 を押します。

3. 音量（大・中・小・オフの切り替えができます）
〔音声 /ダウンボタン〕 か 〔音声 /アップボタ
ン〕 を押して音量を切り替えます。
大 → 少し大きめの音
中 → 一般的なタイマーと同程度の音（70dB）
小 → 静かな場所でも他人に聞こえにくい小さな音
オフ → 消音

〔音ボタン〕 を長押しすると「設定終了」とアナ
ウンスし設定を終了します。
※1分間操作しないと設定は自動で終了します。設
定の途中でも長押しで設定は終了できます。

4. 使い方
◆カウントダウンタイマー
カウント時間を設定します。（前述のタイマー設定参照）
音声ボタンを押すと設定された時間をアナウンス
します。
〔スタート・ストップボタン〕 を押してス
タートします。
〔スタート・ストップボタン〕 をもう一度
押すと一時停止します。
この時、タイムをアナウンスします。
一時停止中〔スタート・ストップボタン〕
を押すと再スタートします。
0分 0秒になると 15 秒間終了音が鳴ります。
この時タイマーは点滅しながらカウントアップします。
〔スタート・ストップボタン〕 を押してタ
イマーを停止させます。
この時タイマーは止めるまでの経過時間をアナウ
ンスし、設定された時間に戻ります。
◇計測をやり直す場合は、一時停止中に〔音声 /
ダウンボタン〕 と〔音声 /アップボタン〕 を
同時に押します。設定された時間に戻ります。

◆リピートタイマー（カウントダウンのみ）
カウントダウンタイマーが設定されている状態で、
〔スタート・ストップボタン〕 を 2秒長押
しすると「ピー、リピート」とアナウンスしてスター
トします。タイマーは、ゼロになると「ピー」と鳴っ
て、ストップするまで設定された時間を繰り返し
カウントします。
◇一時停止中に2秒長押しするとリピートタイマー
が再スタートします。長押ししないと、0分 0秒で
終了音が鳴り計測を終了します。

◆カウントアップタイマー
設定タイムが 0分 0秒の時〔スタート・ストップ
ボタン〕 を押してスタートします。
〔スタート・ストップボタン〕 をもう一度
押すと一時停止します。

この時、表示タイムを「○○分○○秒経過」とア
ナウンスします。
一時停止中〔スタート・ストップボタン〕
を押すと「ピー」と長音がなって再スタートします。
停止中に〔音声 /ダウンボタン〕 と〔音声 /アッ
プボタン〕 を同時に押すと 0分 0秒にリセッ
トされます。

【ヒント】設定タイムを 0:00 にするには、タイマー
設定で設定するか、停止中に〔音声 /ダウンボタン〕
と〔音声 /アップボタン〕 を同時に押すと

0分 0秒にリセットできます。

5. その他の機能
◆操作説明ガイダンス
〔タイマーボタン〕 と〔音ボタン〕 を同時に押
します。
「右上長押し、タイマー設定。右中央長押し、音設定。
左下数値ダウン、中央下数値アップ、右下スタート・
ストップ。0分 0秒でスタートするとカウントアッ
プ。左下か、中央下で表示タイムアナウンス。」と
アナウンスします。

◆電池の交換時期アナウンス
電圧低下時（1.3V）になると液晶下部に電池マー
クが現れます。また、使用時に「電池の交換時期
です」とアナウンスされます。新しい単４形乾電池
1本（別売、充電池不可）に交換してください。

6. 使用例
◆カウントダウン計測
（セット内容 → ［タイム - 15：50］ / ［音量 - 大］ / 
［予告音 - ON］ / ［音の種類 - 電子音］ の場合）
１ - 設定タイム 15：50 でスタート。
２ - 15 分の時「ピピ」と鳴ります。
３ - 10 分の時「ピピピ」と鳴ります。
４ - 5 分の時「ピピ」と鳴ります。
５ - 4 分から毎分「ピ」と鳴ります。
６ - 00：00 で終了音が鳴ります。
７ - ストップボタンを押すと終了音が止まり、00：00 か
らの経過時間をアナウンスします。表示タイムは 15：50
に戻ります。

7.Ｑ＆Ａ
Q１ - バイブレーション機能だけを使って、音を出
したくない。
A．音設定でバイブレーションON、音量OFFに設
定してください。

Q２．カウントアップしているか、カウントダウン
しているかわからない。
Ａ．カウントアップの時、音声ボタンを押すと「○
○分○○秒経過」とアナウンスします。
カウントダウンの時は「○○分○○秒」とアナウン
スします。

Q３ - 予告音を 10分毎だけ鳴らしたい。
Ａ．予告音は毎10分と毎5分と1~4分で鳴ります。
変更できません。リピートタイマー機能を使って、
10 分を繰り返すことができます。

Q４ - 水中で使えますか
Ａ．水中では使用できません。浴室ではご使用可能
ですが、水没させないでください。また、濡れたま
ま操作はしないでください。

Q５ - 音が鳴らない
A.　音量が小かオフになっていませんか？通常は中
か大でのご使用をお勧めいたします。　

外 形 寸 法 70mm × 100mm × 20mm
本 体 素 材 プラスチック（ABS樹脂）
防 水 性 能 IPX4（全方向防滴、水没不可）
重 量 117g
電 源 単４形乾電池 1本（別売、充電池不可）
生 産 国 中国

型 番 GRS202-VJ

本製品を安全にご使用いただき、人体への危害や財産への損害を
防止するための注意事項です。ご使用前に必ずお読みください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理して
ください。

・本製品や電池を乳幼児の手の届くところに置かないでくだ
さい
・本製品の裏側に磁石があります。心臓ペースメーカー等の
医療機器からは十分距離を取ってご使用ください。尚、使
用の可否については専門医の指示に従ってください
・電池を火の中に投入しないでください
・分解しないでください
・過度な衝撃や振動を与えないでください
・水分が付着した場合は乾いた布で拭き取ってください

・高温多湿、塵や埃が多いところ、直射日光が当る場所での
保管は避けてください
・長期間使用しない場合は、電池を外して保管してください

・アルコールやお湯、シンナーやベンジンなどは使用しない
でください
・本製品を拭くときは柔らかく乾いた布をご使用ください

取り扱いについて

保管について

お手入れについて

●保証の対象外

株式会社インテック サービスセンター（平日��:��～��:��）
〒���-���� 東京都台東区上野�-�-� ザボン村上ビル�F
TEL：����-���-��� E-Mail：support@grus.tokyo

 WEB：www.grus.tokyo

●お問い合わせ 

▷誤った使用方法、不注意、不当な修理や改造、天災地変による故
障、損傷　▷経年劣化、使用疵等の外観上の変化　▷電池、筐体、
ボタン等のパーツ類　▷本保証書の提示が無い場合、本保証書の必
要事項が未記入の場合（ご購入日、販売店欄が未記入の場合は納品
書、又は領収書をご提示ください。）

本保証書は再発行致しません。また、ご購入時の納品書・領収書等は
保証期間内の無償修理にて必要となる場合がございます。大切に保管
してください。
お客様の個人情報は、アフターサービス目的にのみ使用いたします。

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
をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限する
ものではありません。
保証期間内に正常な使用方法で発生した不具合は無償で修理致しま
す。修理不能な場合はお買い上げいただいた製品と同型、または同
等価値の製品との交換となる場合がございます。
修理、交換の際は製品本体と本保証書をご提示ください。保証書欄
が未記入の場合は納品書、又は領収書が必要です。
修理品の運賃、諸掛費用はお客様にてご負担願います。
修理の際、パーツ類は一部代替部品を使用させていただくことがあ
ります。

5 6 7 8


