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1. 機能説明
1.1 24 時間表示と 12 時間 AM/PM 表示
1.2 点灯色の選択:ホワイト/多色
1.3 朝の目覚めライト
1.4 夜の就寝ライト
1.5 ワンタッチ操作
1.6 アラーム音:自然界からの音と FM ラジオ
1.7FM ラジオ機能
1.8 ブル-トゥ-ススピ-カ-/AUX 機能
1.9 電源:電池（単 4 電池 3 本）及び
USB 電源（5V）とも使える
2. 概要

3. 操作説明
3.1 ベッドから 40-50cm の場所に置いてお願いし
ます。
3.2 電源
5v の電源に接続して 1 秒後時刻設定モ-ドにしま
す。
乾電池 3 本を入れて 1 秒後時刻設定モ-ドにします。
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3.3 現在時刻の設定
3.3.1 初回に給電する時又電源を切れて再起動す
る時、時刻の再設定する必要があります。通常の場
合は、 ボタンを長押すより、時刻設定モードにし
ます。「時間」の数字が点滅しますので、
ポ
タンをタッチするより現在時刻の「時間」を調節し
ます。 ボタンをタッチするより、「時間」を設定
します。「分」の数字が点滅しますので、
ポタ
ンをタッチするより「分」を調節します。 ボタン
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をタッチするより、「分」を設定します。若し 5 秒
以上確認しないと、自動に無効になります。

3.3.2
ボタンを押すと、24 時間表示と 12 時間
AM/PM 表示が選べます。

3.3.3 ボタンを押すより、時刻表示の光量を調整
する。低/高/オフ、3 つの選択肢があります。

3.3.4 乾電池で電源を供給す
る場合は、時間表示は 15 秒
後に自動的に消えます。
中の任意ポタンを
押すと時間表示が出来ます。
3.4 ライト
3.4.1 一回目に ボタンをタッチすると、白色光を
オンにしてベッドサイドランプとして使用します。
をタッチするより、光の強度を調整することが
できます。(合計 10 段階です。)
3.4.2 二回目に をタッチすると、自動的に色転換
モードに入り、ム-ドライトとして使用します。
をタッチするより、緑-赤-青-紫-オレンジ－インデ
ィゴから色を選択します。
3.4.3 三回目に ポタンをタッチするとは光をオフ
にします。
3.5 アラ-ム時間の設定
3.5.1 ボタンを押すより、アラームをオン/オフに
します。画面で アイコンが表示すると、アラ-ム
がオンの状態です。アラームをオンにする時、設定
時間が 2 秒ぐらいで表示します。
アラーム:ON

アラーム時間
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現在時刻
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3.5.2 ボタンを 2 秒以上長押しすると、アラーム
設定モードにします。
「時間」の数字が点滅し、
ボタンを押して「時間」を調節します。 ボタンを
短く押すより、「時間」を確認します。「分」の数
字が点滅し、
ボタンを押して「分」を調節し
ます。 ボタンを短く押すより、「分」を確認しま
す。若し 5 秒間で操作しないと設定が無効となりま
す。

3.5.3 アラーム音の設定
ボタンを押すよりアラ-ム音の設定モードにしま
す。 ボタンを押してから、1-6
番は川のせせらぎや動物の鳴き
1-7
声などの自然音で、7 番は FM ラ
ジオです。 ポタンを短く押す
と、設定にします。若し 5 秒間
で操作しないと設定が無効となります。
3.5.4 アラーム音量の設定
アラ-ム音量の設置には、音量
0-15
ポタン を押すと音量調節モ
ードに入ります。0 から 15 ま
で音量段階です。
3.6 目覚ましライトとアラーム
3.6.1 直流 5Ｖの電源を給電の場合:
アラ-ムセット時刻の 30 分前にライト（ホワイトラ
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就寝ライトの時刻
今の時刻
3.7.2 ポタン長押すと、就寝ライトの設定モード
に入ります。
ボタンを押して就寝ライトの時刻
を調整します。 ボタンを短く押してより、設定時
刻を確認します。若し 5 秒間で操作しないと設定が
無効となります。
3.8 就寝ライト機能
アラ-ムセット時刻の 30 分前にライト（ホワイトラ
イト）の明るさは 100％から 0％までのゆっくり暗
くになります。就寝ライト点灯している時、光量程
度は調整出来ません。 ポタンを長押すと消灯とな
ります。
3.9 FM ラジオ
3.9.1「FM」ポタンを押すと FM ラジオをオン/オフ
にします。FM ボタンを長押すと、自動にチューニ
ングになり、捜索された受信局は保存されます。可
保存数は最大 40 個。

FM ラジオをオンにする 自動チューニング

プリセット

ボタンを押すより、受信局を選んでます。
3.9.2 FM ラジオの音量調節方法をアラーム音量調
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イト）が薄く点灯し、明るさは 10％から 100％まで
の強度に上々増していきます。 ポタンを長押すと
消灯となります。
セット時刻になればアラ-ム音が 2 分ぐらい鳴り続
けます。「SNOOZE」ボタンを短く押して、スヌ-ズ
モードに入ります。 スヌーズ機能は、アラーム音
を一旦停止しますが、5 分後に再びアラーム音を鳴
らします。
アラ-ム音が鳴っている時、「SNOOZE」ボタン以外
任意のボタンを短く押すと、アラームをオフにしま
す。翌日アラームは設定時刻により鳴ります。
3.6.2 乾電池で電源を給電の場合:
乾電池で電源を給電すると目覚めしライト機能役
に立ちません。
アラ-ム音は 2 分ほど鳴り続けます。「SNOOZE」ボ
タン以外任意のボタンを短く押すと、アラームをオ
フにします。スヌ-ズ時間内に、アラ-ムの設定、音
設定などはできません。FM ラジオ機能も利用出来
ません。設定するとスヌ-ズ機能をオフにします。
3.6.3
ラジオ聞く時アラ-ムが鳴ると、ラジオ機能は一時
停止になります。アラームが終わるとラジオの再生
が続けます。
3.7 就寝ライトの設定
3.7.1 ポタンを押すと、就寝ライト機能がオン/
オフにします。 アイコンが表示すると、就寝ライ
ト機能がオンになります。就寝ライトがオンすると
き、設定できる時間が 2 秒ぐらいです。

整と同じです。上記を参照ください。
ご注意:受信感度を向上する為には、受信
線を引き出して、受信感度いい環境を移動
し試してください。
3.9.2FM ボタンを押すと、Bluetooth モードへ転換
します。表示は下記です。本機名前は 1981B。提示
音も鳴ります。
3.9.3 再び FM ボタンを押すと、LINE IN
モードへ転換します。表示は右図のよ
うです。
3.9.4 再度 FM ボタンを押すと、アラームモードに
戻ります。
4.注意
4.1 乾電池は予備用で、乾電池で電力を供給する時
ライト機能はすべて対応しません。
4.2 高温所、濡れ所に置かないでください。
4.3 二つポタン一緒に押すは NG。
4.4 異常があったら電源を抜いて、3 秒後また差し
入れて復元になります。
4.5 長時間で利用しないと、乾電池を取り出して乾
燥環境に置いてください。電池液の漏れを防ぎ
ます。
4.6 毎回、
ポタンを押す時ゆっくり押してください。
速すぎ、強すぎとエラーを発生する可能性があ
ります。
4.7 乾電池で電源を供給する時、電力不足と電池を
交換ください。
若し商品についてどの様な問題と意見があれば、ご
遠慮なく、support@agptek.com と連絡してくださ
い。お客様のご意見を待ちして望んでいます。
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