


音ではなく振動で起こすアラームクロック

振動目覚まし時計

天然の木を使用した時計

天然木アイテム
UV（紫外線）でスマホを除菌+充電もできる

Phosh　フォッシュ

1か月分のカレンダーを表示

マンスリーカレンダークロック
置くだけでスマホの充電ができるクロック

ワイヤレスチャージングクロック

お気に入りの写真をフレームに入れて飾る

フォトフレームクロック
お子様の手洗いを楽しく、しっかりサポート！手洗いタイマー

TEARA　テアラ

小さなサイズで強力な振動！超かんたん設定の振動式タイマー

振動式ポケットタイマークロック
ご自宅用にも贈り物にも

目覚まし時計

親子型の目覚まし時計

OKITE!　オキテ！

シンプルで見やすく使いやすい

置き時計

とコミュニケーション

R&Dマネージャー

長谷川賢悟
経営企画室室長

長谷川大悟

人 、場 所 、タイミン グ
そ れ ぞ れ に ぴ った り な 時 計 の

新 し い 存 在 意 義 を

今 や 時 間 はスマートフォンを見 れ ばすぐにわかり、
目覚まし時 計を持っていない 人もいるかもしれません。

そんな中で 、アデッソでは“ 時 ”というものを捉えなおし、
より良い 体 験を提 供 できる時 計 の 再 発 明 に 取り組んでいきます。

そしてそれらの 商 品 は私たちが 知っているような
形 状 、機 能 、表 現 ではなくなっていくかもしれません。 

時 計を作るだ けでなく、
使ってくれる人 に良い “ 時 ”を感じてもらう。

 
そんな商 品を作っていくのが

私たちの 夢 です。

小さなサイズで強力な振動！超かんたん設定の振動式タイマー

紙の日めくりをデジタルで再現

デジタル日めくり電波時計

天然の竹の風合いが楽しめる時計

天然竹アイテム



いつものアラームでは不安なあなたへ。強力な振動で起こす目覚まし時計

音ではなく振動で起こすアラームクロック

振動目覚まし時計

ブルブル・クラッシュ
振動アラームクロック

MY-106

3,300円

クオーツ  ダブルアラーム  スヌーズ  バックライト  
振動アラーム+音アラーム、またはどちらか   

サイズ	 直径：90mm×高さ：32mm
個装箱	 高：100mm×幅：113mm×奥行：42mm
重量	 112g（個装箱192g）
入数	 60
素材	 ABS樹脂
電源	 アルカリ単3電池×2（付）
JAN	 4562102945970

振動式
目覚まし電波時計

MY-96/MG-97

7,700円

電波時計  日付表示  ダブルアラーム  
スヌーズ  明るさ4段階切替  
振動+大音量（3段階、最大100db）、またはどちらか  

サイズ	 	［本体］高：65mm×幅：160mm×奥行：42mm
　　　　　　	［シェイカー］直径：90mm×高さ：25mm
　　　　　　	［シェイカーのコード］約2m
個装箱	 高：103mm×幅：230mm×奥行：95mm
重量	 168g（個装箱801g）
入数	 10
素材	 ABS樹脂・シリコン（シェイカー）
電源	 単4電池×3（付）・ACアダプター（付）
　　　　　　　		※乾電池のみでは使用できません
JAN	 	［MY-96］4562102945130
　　　　　　			［MG-97］4562102945475

振動目覚まし時計の使い方

シェイカーを
枕の下に入れて
使用します。

アラーム時刻に
なるとシェイカー
が振動して起こ
します。

これでついに起きられる！？
あさイチの商 談 やフライト時 間な
ど、絶対に寝坊したくない日に活躍！
通常の音で起こすアラーム音が聞き
取りづらい方から愛用しているとの
お声を多くいただいております。

音ではなく振動で起こすから、となりで
寝ている人を起こす心配がありません。

スマートフォンよりも超強力な振動に
よって、枕の下に入れてもしっかりと
振動が伝わります。
上のQRコードから動画をcheck!!

MY-96
（ブラック）

MG-97
（ゴールド）

コンセプト動画 MY-106
振動の強さ

MY-96/MG-97
振動の強さ

もっと詳しく

コンパクトな時計とシェイカー
一体型タイプ より強力な振動のコード接続タイプ

名入れスペース
裏面電池フタ：
20×40mm　

名入れスペース
シェイカー：
40×40mm
表面下部：
8×90mm　



P
フォッシュ

hosh 
ワイヤレス充電＋USB充電モデル/USB充電モデル

PS-01 /  PS-02

13,200円 / 11,000円

クオーツ  日付表示  UV除菌  除菌終了アラーム（ON/OFF切替可） 除菌カウントダウン  
除菌自動終了（30分）  ワイヤレス充電（5W）（対応機種のみ） USB充電（5W）  アラーム  
スヌーズ  液晶明るさ切替（４段階）  12/24時間制表示切替

サイズ	 高：84mm×幅：215mm×奥行：133mm	［UVボックス内サイズ］	高：16mm×幅：167mm×奥行：93mm
個装箱	 高：93mm×幅：289mm×奥行：148mm
　　　　　　　		※PS-01、PS-02共通サイズとなります。
重量	 	［PS-01］614g（個装箱826g）/［PS-02］595g（個装箱806g）
入数	 16
素材	 ABS樹脂
電源	 ACアダプター（付）
JAN	 	［PS-01］4562102947356/［PS-02］4562102947363

PS-01
ワイヤレス充電+
USB充電

PS-02
USB充電のみ

UV（紫外線）でスマホを除菌+充電もできる

Phosh フォッシュ

UV（紫外線）のチカラでスマホを除菌!

動画はこちらから

スマホは便座の10倍汚い！？※

除菌シートで拭くのはめんどくさい。もっと
簡単にスマホをキレイにしたい。そんな思
いがこの商品の開発に至った経緯でした。
しかし除菌するだけだと皆様の習慣にはな
りにくい。Phoshはスマートフォンを充電し
ながら除菌ができ、除菌へのハードルを限
りなく下げたアイテムとなっています。

もっと詳しく

Phoshは3か所からUV-Cライトを照射し、
スマホ全体を除菌します。

※ ABRAMS, ABIGAIL. "Your Cell Phone Is 10 Times Dirtier Than a Toilet Seat. Here's What to Do About It" Time, 23 August 2017,

置くだけで充電できるQi充電とUSB充電機能
付きで、充電しながら除菌ができます。

スマホだけでなく日常で使うスマートウォッチ、
イヤホン、ジュエリー、カギなども除菌できます。

ワイヤレスパワーコンソーシ
アム（WPC）が策定したワイ
ヤレス充電の規格です。

Q
チー

iとは

対応機種はこちら

名入れスペース
天面ロゴの上下部：
35×150mm　

私たちの生活になくてはならないスマートフォン。一見キレイに見えますが、
実は私たちが思っているよりとても汚いこと、知っていますか？Phoshは紫外線のチカラであなたのスマホを除菌します。
充電しながらできるので、就寝前に使えば翌日にはキレイで充電されたスマホに。



アラーム時計にワイヤレス充電機能が付いた
新しいデジタルクロック

置くだけでスマホの充電ができるクロック

ワイヤレスチャージングクロック

ワイヤレスチャージングクロック QA-03BK / QA-03RD

6,600円
クオーツ  日付表示  ワイヤレス充電（5W）（対応機種のみ）  USB充電（5W）  
アラーム（5つまで） スヌーズ  液晶明るさ切替（４段階）  12/24時間制表示切替

サイズ	 高：50mm×幅：165mm×奥行：90mm
個装箱	 高：65mm×幅：260mm×奥行：98mm
重量	 237g（個装箱438g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 ACアダプター（付）・単3電池×2（付）※乾電池のみでは使用できません
JAN	 	［QA-03BK］4562102947110/［QA-03RD］4562102947141
※スマホケースは3mm以下、Qi規格に対応したもののみご利用できます。

QA-03BK QA-03RD

×5
ワイヤレス

充電×5 時計+日付×5 USB充電

×5

5つの
アラーム

×5

画面
明るさ切替

×5

スヌーズ

置くだけ、ケーブルなしはラクラク！
私はデスクで使用しています。コードレスで
ごちゃごちゃしませんし、スマホを使う際はす
ぐに取って動けるし、使い終わったら置くだ
けで充電できるので便利です。

もっと詳しく

ケーブルなしで充電できる
スマホを時計の上にポンッと置くだ
けで充電ケーブルなしでスマホを
充電できます。ワイヤレスなので、
配線がごちゃごちゃしがちなベッド
やデスク周りもスッキリします。 ワイヤレスとUSB充電で

同時に2つの機器を充電可能

ワイヤレスパワーコンソーシ
アム（WPC）が策定したワイ
ヤレス充電の規格です。

Q
チー

iとは

対応機種はこちら

名入れスペース
天面上部：7×90mm　

ベッドサイドに
必要な機能をひとつに

USB

ワイヤ
レス



お子様の手洗いを楽しく、しっかりサポート！手洗いタイマー

TEARA　テアラ

小さなサイズで強力な振動！超かんたん設定の振動式タイマー

振動式ポケットタイマークロック

TEARA テアラ
TA-01

2,750円

手洗いタイマー  モーションセンサー  
防水規格:	IPX4  置き掛け兼用

サイズ	 高：97mm×幅：70mm×奥行：24mm
個装箱	 高：105mm×幅：75mm×奥行：35mm
重量	 107g（個装箱188g）
入数	 80
素材	 ABS樹脂・マグネット（裏面）
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102947431

テスト勉強にも
勉強でスマホのタイマーを使っている人は
多いと思いますが、ついつい集中が切れて
気が付いたら長時間ネットサーフィンしてい
た、なんてことありませんか？スマホをいっ
たん自分から遠ざけてみましょう。振動でア
ラートするので公共の場所でも使えます。

無音の振動だからオフィスでのお昼寝、
図書館での勉強時などに便利です

電車、バスでの
乗り過ごし防止にも

振動式ポケット
タイマークロック

MY-126

3,300円

クオーツ  カウントダウンタイマー  タイマー最長995分  
振動アラーム（音アラームなし）  ボタンロック機能  
12/24時間制表示切替  ストラップ付（8cm） 

サイズ	 高：80mm×幅：65mm×奥行：30mm
個装箱	 高：87mm×幅：71mm×奥行：40mm
重量	 66g（個装箱100g）
入数	 100
素材	 ABS樹脂・ラバー（ストラップ部）
電源	 単4電池×2（付）
JAN	 4562102947240

手を近づけるとセンサーが反
応し、ホイッスルの音ととも
にタイマーが開始します。

最初の5秒間は石鹸を付け
る時間です。

ハッピーバースデートゥーユー
のメロディーが始まります。
30秒間は手を洗う時間です。

最後の15秒間は水で石鹸を
流す時間です。

ブルッブルッ

30秒の手洗いを楽しい時間に
正しい手洗いには30秒必要といわ
れていますが、お子様には長く飽き
てしまいます。そこでTEARAは楽し
く手 洗 いができるよう、カウントダ
ウンタイマー、アイコン、軽やかなメ
ロディーでサポートします。さらに、
モーションセンサーで手を触れずに
操作ができます。

名入れスペース
表面下部：15×50mm　

名入れスペース
ストラップ部表面：30x10mm
裏面電池フタ：10x20mm

TEARAの使い方

動画で詳しく

楽しく３０秒の手洗い習慣を作る！
昨今改めて見直されているのが手洗いの
大切さ。厚生労働省が発表した「新しい
生活様式」の実践例で30秒の手洗いが
推奨されていますが、やってみるとなかな
か長く感じます。



親子型の目覚まし時計

OKITE! オキテ!

朝忙しい親御様のために
うちの子供は派手な効果音を気に
入り愛用しています。今では私が起
こしに行かなくても、自分で起きら
れるようになりました。

OKITE!
ES-01

8,800円

クオーツ  目覚ましアラーム  
おやすみメロディー  ランキング表示（1-6位） 
平日/休日2つのアラーム時間設定

サイズ	 	［親機］高：70mm×幅：229mm×奥行68mm
　　	 	［子機］高：95mm×幅：79mm×奥行30mm
個装箱	 高：115mm×幅：238mm×奥行85mm
重量　　　		［親機］300g	［子機］100g
　　　　　　（個装箱598g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 	［親機］単3電池×3（付）
　　　　　　	［子機］単4電池×3（付）
JAN	 4562102947295

音と光の効果
朝は運動会に流れるようなアップテンポ
な曲で起床を促します。OKITE!子機を
戻すと「ガッシャーン」という音が鳴り、
ライトが点灯。達成感を演出します。

親子でセット場所を決めましょう 子機にはアラームを止める
ボタンがないから…

親 機に戻すとアラーム音が止ま
り、音と光で達成感を演出します！

朝ご飯をしっかり食べ、規則正しい
生活習慣づくりを目指してください!

おやすみメロディー
OKITE!は寝る時間のアラームも設定
でき、その時間になると朝とは対照的
なゆったりとした音楽で、ベッドに向
かう時間を知らせます。

ランキング機能
楽しく毎日継続的に使っていただける
ように、アラーム時間から実際に子機
が戻されるまでの時間を記録、ランキ
ング 形 式で表 示します。新 記 録を達
成すると、特別な音楽が流れます。

自分で起きる習慣を！子機を親機に戻さないと鳴りやまない新しい目覚まし時計

親機

子機

動画はこちらからもっと詳しく

名入れスペース
親機天面ボタン上：20×60mm
親機裏面電池フタ：15×50mm
子機電池フタ：10×40mm



紙の日めくりをデジタルで再現

デジタル日めくり電波時計　　

デジタル日めくり
電波時計

KW9254

3,300円

電波時計  日付表示  六曜表示  
第何曜日表示  温度表示  湿度表示  
アラーム  スヌーズ  置き掛け兼用  
記念日設定（18日分）

サイズ	 高：230mm×幅：127mm×奥行：27mm
個装箱	 高：240mm×幅：143mm×奥行：37mm
重量	 300g（個装箱390g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102944416

デジタル日めくり
電波時計

KW9256

3,850円

電波時計  日付表示  六曜表示  
第何曜日表示  温度表示  湿度表示  
アラーム  スヌーズ  置き掛け兼用  
記念日設定（18日分）

サイズ	 高：238mm×幅：154mm×奥行：30mm
個装箱	 高：247mm×幅：163mm×奥行：47mm
重量	 315g（個装箱442g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102944546

時刻ではなく、「日付」が重要な方に

今日は何日？何曜日？
紙の日めくりカレンダーをモデルにした「めくらなくていい」日
付表示の大きなクロックです。紙のものと同様日付を大きく表示
し、「今日は何日だっけ？」を解消します。

ご愛用されているユーザー様から感謝のお声をいただくことが
最も多い商品でもあります。その中の多くの方の共通点が、ご
同居のご高齢の方に何度も「今日は何日？何曜日？」と聞かれ
る、場合によってはわざわざ電話して聞かれるという悩みを持っ
ていたということです。日付というのは、わからなくなると不安
になるもの。服薬の管理も大変です。そういった悩みを、この商
品で解決できた！とご報告いただいております。

大きな日にち表 示 7 c mで視 認 性 抜 群！！

動画で詳しく

開発ストーリー
特設サイトは
こちら

電子カレンダーは認知症患者の方の
自立支援機器として推奨されています※

ご高齢の方や初期の認知症の方を介護してい
るご家族から多くのご好評の声をいただいてい
るシリーズです。曜日の感覚がなくなりがちな
ご高齢の方に、自立して行動していただくこと
がご家族の負担を減らすことにつながります。

名入れスペース
表面下部：15×90mm　

名入れスペース
表面下部：15×60mm　

 ※参考　国立障害者リハビリテーションセンター研究所 福祉機器開発部編
「電子カレンダー」を 使ってみましょう ver.1 ―「今日の日付や予定がわかる」支援に向けて ― 



メガ曜日シリーズ
曜日表示がデカい、デカすぎる！
メガサイズの曜日表示

メガ曜日日めくり電波時計
HM-301

3,850円

電波時計  日付表示  第何曜日表示  アラーム  スヌーズ  
置き掛け兼用  曜日表示サイズ	縦約65mm

サイズ	 高：235mm×幅：133mm×奥行：23mm
個装箱	 高：242mm×幅：155mm×奥行：34mm
重量	 308ｇ（個装箱410g）
入数	 30
素材	 ABS樹脂・木
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102945949

家族の伝言板に
高齢のご家族に『薬飲んでね』や

『今日はデイサービス』等書き残
したり、お子様に『おやつあるよ』
などちょっとしたメモを書いたりし
て家族のコミュニケーションに使っ
てほしい商品です。

デジタル日めくり
電波時計 木目調

NA-101

4,400円

電波時計  日付表示  六曜表示  第何曜日表示  
温度表示  湿度表示  アラーム  スヌーズ  
置き掛け兼用  記念日設定（18日分）

サイズ	 高：235mm×幅：165mm×奥行：30mm
個装箱	 高：250mm×幅：175mm×奥行：40mm
重量	 387g（個装箱524g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×3（付）
JAN	 4562102944904

日付だけでなく時 刻も大きく表 示

デジタル日めくり
電波時計 大理石調

NA-101MS

4,400円

電波時計  日付表示  六曜表示  第何曜日表示  
温度表示  湿度表示  アラーム  スヌーズ  
置き掛け兼用  記念日設定（18日分）

サイズ	 高：235mm×幅：165mm×奥行：30mm
個装箱	 高：250mm×幅：175mm×奥行：40mm
重量	 387g（個装箱524g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×3（付）
JAN	 4562102945628

カラー機能
平日は白、土曜日は青、日曜日
は赤で表示。ゴミ出しなどに便
利な第何曜日表示機能付き。

名入れスペース
表面下部：15×90mm　

名入れスペース
表面下部：10×60mm
裏面電池フタ：25×45mm　

名入れスペース
表面下部：10×80mm
裏面電池フタ：30×45mm

名入れスペース
表面上部：5×50mm　
表面中央：5×50mm
裏面電池フタ：45×35mm

名入れスペース
表面上部：5×50mm　
表面中央：5×50mm
裏面電池フタ：45×35mm

カラーメガ曜日日めくり電波時計
HM-501

7,700円

電波時計  第何曜日表示  時刻/日付/オフ表示切替  
12/24時間制表示切替  置き掛け兼用  曜日表示サイズ	縦約95mm

サイズ	 高：190mm×幅：120mm×奥行：25mm
個装箱	 高：215mm×幅：200mm×奥行：55mm
重量	 310g（個装箱612g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×3（付）/専用アダプター（付）
JAN	 4562102947417
※乾電池のみでは使用できません

日めくりと電子メモパッドが一体に。
リビングの伝言板などに便利

日めくり電波時計 
withメモパッド

HM-602

4,400円

電波時計  日付表示  電子メモパッド
12/24時間制表示切替  置き掛け兼用  

サイズ	 高：245mm×幅：145mm×奥行：23mm
個装箱	 高：264mm×幅：148mm×奥行：34mm
重量	 292g（個装箱480g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102947424
※専用ペン付き
※消去回数約10,000回



天然の竹の風合いが楽しめる時計

天然竹アイテム

天然竹を贅沢に使用した日めくり

竹の日めくり電波時計
T-8656

5,500円
電波時計  日付表示  六曜表示  第何曜日表示  温度表示  湿度表示  
アラーム  スヌーズ  置き掛け兼用  記念日設定（18日分）

サイズ	 高：237mm×幅：137mm×奥行：32mm
個装箱	 高：246mm×幅：145mm×奥行：41mm
重量	 339g（個装箱481g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂・竹
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102945109

天然竹特有のぬくもり
和室に合うのは間違いなしです
が、洋室の部屋でもアクセント
になるのでオススメですよ！

竹の質感際立つ
アラーム機能付き電波時計

竹の電波時計
T-01

3,300円

電波時計  日付表示  温度表示  湿度表示  アラーム  
スヌーズ  バックライト（オレンジ）

サイズ	 高：70mm×幅：150mm×奥行：40mm
個装箱	 高：82mm×幅：175mm×奥行：49mm
重量	 172g（個装箱252g）
入数	 40
素材	 ABS樹脂・竹
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102945444

液晶を回転できるから
縦・横どちらの写真にも使える

竹のフォトフレームクロック
TP-606

3,850円

クオーツ  日付表示  温度表示  アラーム  スヌーズ  
縦置き・横置き対応  写真サイズ	100×150mm  

サイズ	 高：200mm×幅：190mm×奥行：20mm
個装箱	 高：210mm×幅：200mm×奥行：25mm
重量	 319g（個装箱395g）
入数	 24
素材	 ABS樹脂・竹
電源	 単4電池×2（付）
JAN	 4562102947059

動画で詳しく

名入れスペース
表面上部：15×110mm
表面下部：10×110mm　

名入れスペース
表面上下部：10×110mm
裏面電池フタ：25×50mm　

名入れスペース
液晶横：40×60mm



コンパクトなのに大きな時刻表示

ウッド電波時計
8727

2,750円

電波時計  日付表示  温度表示  アラーム  スヌーズ

サイズ	 高：110mm×幅：114mm×奥行：37mm	
個装箱	 高：115mm×幅：120mm×奥行：45mm	
重量	 114g（個装箱164g）
入数	 50
素材	 ABS樹脂・木
電源	 単4電池×2（付）
JAN	 4562102945314

天然の木を使用した時計

天然木アイテム

12時間後の天気をアイコンで表示

カレンダー天気電波時計
TB-834

11,000円

電波時計  日付表示  カレンダー表示  六曜表示  六曜サーチ  
温度表示  湿度表示  アラーム  スヌーズ  天気予報  置き掛け兼用

サイズ	 高：160mm×幅：260mm×奥行：27mm
個装箱	 高：173mm×幅：284mm×奥行：36mm
重量	 520ｇ（個装箱650g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂・木
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102945659

記念品にぴったり
会社の創立記念品など贈り
物にぴったり。和室に置い
ても違和感なく使えます。

前面ボタンで使いやすい

電波時計
9996

2,200円

電波時計  日付表示  温度表示  アラーム  スヌーズ

サイズ	 高：110mm×幅：114mm×奥行：43mm	
個装箱	 高：116mm×幅：120mm×奥行：50mm
重量	 132g（個装箱200g）
入数	 50
素材	 ABS樹脂・木
電源	 単4電池×2（付）
JAN	 4562102945000

名入れスペース
表面下部：10×150mm　

名入れスペース
表面下部：20×70mm

名入れスペース
表面下部：25×60mm

必要な情報を
絶妙なレイアウトと
大きさで表示

電波時計
8255H

3,300円

電波時計  日付表示  温度表示  湿度表示  アラーム  
スヌーズ  置き掛け兼用

サイズ	 高：200mm×幅：130mm×奥行：24mm
個装箱	 高：210mm×幅：140mm×奥行：35mm
重量	 258ｇ（個装箱370g）
入数	 28
素材	 ABS樹脂・木
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102943587

名入れスペース
表面上下部：10×50mm

スタンドを外せば
掛けても使える

ウッド電波時計
GT-01

3,300円

電波時計  日付表示  アラーム  スヌーズ  置き掛け兼用

サイズ	 	［スタンドなし］高：140mm×幅：197mm×奥行：17mm
　　　　　　［スタンドあり］高：152mm×幅：197mm×奥行：63mm
個装箱	 高：154mm×幅：207mm×奥行：81mm
重量	 	［スタンドなし］269ｇ	［スタンドあり］300ｇ
　　　　　　（個装箱414g）
入数	 30
素材	 ABS樹脂・木
電源	 単３電池×1（付）
JAN	 4562102947387

名入れスペース
表面下部：15×90mm
裏面電池フタ：10×45mm

晴れ くもり

雨晴れ時 く々もり

4つのアイコンが
点滅表示



1か月分のカレンダーを表示

マンスリーカレンダークロック

日めくりとマンスリーカレンダーを
合わせて表示

マンスリーカレンダー
電波クロック

CH-401

4,400円

電波時計  日付表示  カレンダー表示  温度表示  湿度表示  
アラーム  スヌーズ  バックライト

サイズ	 高：100mm×幅：157mm×奥行：45mm
個装箱	 高：115mm×幅：172mm×奥行：65mm
重量	 209g（個装箱294g）
入数	 30
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102947080

鮮やかなカラー液晶の1か月カレンダー表示。
カレンダーの平日は白、土曜は青、日曜は赤で表示します

カラーカレンダー電波時計
NA-929

5,500円

電波時計  日付表示  カレンダー表示  温度表示  湿度表示  アラーム  
スヌーズ  明るさ切替（3段階）  置き掛け兼用

サイズ	 高：176mm×幅：137mm×奥行：20mm
個装箱	 高：184mm×幅：145mm×奥行：75mm
重量	 310g（個装箱567g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単4電池×3（付）・ACアダプター（付）
　　　　　　※乾電池のみでは使用できません
JAN	 4562102945284

元号「令和」を表示

マンスリーカレンダー
電波クロック

NE-01

6,600円

電波時計  日付表示  カレンダー表示  六曜表示   
西暦、和暦表示切替、または両方  置き掛け兼用

サイズ	 高：240mm×幅：215mm×奥行：20mm
個装箱	 高：250mm×幅：220mm×奥行：36mm
重量	 491g（個装箱650g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×4（付）
JAN	 4562102947066

日取り決めに
1か月のカレンダーが一目で確認でき、家
族の日取り決めなどに便利です。過去、
未来のカレンダーもワンタッチ。デスク、
寝室、リビングと置く場所に合わせてモ
デルを選べます。

名入れスペース
表面下部：10×120mm　

名入れスペース
表面上部：10×100mm　

名入れスペース
表面上部：5×100mm
裏面電池フタ：10×80mm



お気に入りの写真をフレームに入れて飾る

フォトフレームクロック

共に過ごした時間の記念に
学校の卒業記念品として毎年人気No.1
の商品です。学校名や校章を印刷して、
クラスメイトとの写真を入れれば、思い出
の品として残り続けます。

フォトフレーム電波時計
C-8297

3,300円

電波時計  日付表示  温度表示  アラーム  スヌーズ
バックライト（ブルー） 写真サイズ	89×127mm

サイズ	 高：163mm×幅：187mm×奥行：24mm
個装箱	 高：180mm×幅：200mm×奥行：36mm
重量	 311g（個装箱394g）
入数	 30
素材	 ABS樹脂・木
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102943167

木のぬくもりあふれる
ロングセラーモデル

名入れスペース
表面下部：10×100mm　

レコーダーフォトフレームクロック
K-886

2,750円

クオーツ  日付表示  温度表示  アラーム  
スヌーズ  音声録音機能（10秒間アラーム音に設定可）  
写真サイズ100×150mm

サイズ	 高：170mm×幅：150mm×奥行：27mm
個装箱	 高：176mm×幅：155mm×奥行：33mm
重量	 245g（個装箱312g）
入数	 40
素材	 ABS樹脂
電源	 単4電池×2（付）
JAN	 4562102945192

音声を録音して
アラーム音にできる

名入れスペース
液晶横：30×80mm

フォトフレームクロック
NP-604

1,650円

クオーツ  日付表示  温度表示  アラーム  スヌーズ  
タイマー  写真サイズ	89×127mm

サイズ	 高：160mm×幅：154mm×奥行：25mm
個装箱	 高：166mm×幅：165mm×奥行：26.5mm
重量	 202g（個装箱265g）
入数	 40
素材	 ABS樹脂
電源	 単4電池×2（付）
JAN	 4562102946021

名入れにぴったりな
シンプルデザイン

名入れスペース
液晶横：20×60mm

フォトフレーム電波時計
8785

2,200円

電波時計  日付表示  温度表示  アラーム  スヌーズ
写真サイズ	89×127mm

サイズ	 高：160mm×幅：155mm×奥行：20mm	
個装箱	 高：166mm×幅：161mm×奥行：28mm
重量	 196g（個装箱260g）
入数	 40
素材	 ABS樹脂
電源	 単4電池×2（付）
JAN	 4562102945321

時刻合わせ
不要の電波時計

名入れスペース
液晶横：20×60mm



ご自宅用にも贈り物にも

目覚まし時計
コンパクトで大画面

大画面デジタル
目覚まし

NA-911

2,200円

クオーツ  日付表示  温度表示  アラーム  
スヌーズ  バックライト（ブルー）

サイズ	 高：113mm×幅：95mm×奥行：45mm
個装箱	 高：130mm×幅：110mm×奥行：60mm
重量	 132g（個装箱183g）
入数	 40
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×1（付）
JAN	 4562102944881

名入れ、記念品にぴったり

電波目覚まし時計
SN-01

1,320円

電波時計  日付表示  温度表示  アラーム  スヌーズ  
バックライト（ブルー）

サイズ	 高：60mm×幅：95mm×奥行：35mm
個装箱	 高：73mm×幅：120mm×奥行：50mm
重量	 70g（個装箱121g）
入数	 100
素材	 ABS樹脂
電源	 単4電池×2（付）
JAN	 4562102944669

ベッドサイドにちょうどいい
コンパクトサイズ

大画面めざましクロック
CK-01

1,650円

クオーツ  日付表示  温度表示  アラーム  スヌーズ  
バックライト  12/24時間制表示切替  

サイズ	 高：70mm×幅：101mm×奥行：25mm
個装箱	 高：80mm×幅：120mm×奥行：33mm
重量	 91g（個装箱133g）
入数	 100
素材	 ABS樹脂
電源	 単4電池×2（付）
JAN	 4562102947264

木目調デザインが特徴

電波時計
AJ-75

2,750円

電波時計  日付表示  温度表示  湿度表示  ダブルアラーム  
スヌーズ  バックライト（オレンジ）

サイズ	 高：105mm×幅：120mm×奥行：40mm
個装箱	 高：115mm×幅：130mm×奥行：50mm
重量	 160g（個装箱236g）
入数	 40
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102945857

トラベル用としても
大活躍のコンパクトサイズ

目覚まし電波クロック（ホワイト）
OG-99W

1,650円

電波時計  日付表示  曜日表示   温度表示  
アラーム  スヌーズ  バックライト
液晶表示切替機能（日付orアラーム時刻表示、曜日or温度表示）  

サイズ	 高：72mm×幅：75mm×奥行：25mm
個装箱	 高：95mm×幅：80mm×奥行：36mm
重量	 73g（個装箱120g）
入数	 100
素材	 ABS樹脂
電源	 単4電池×2（付）
JAN	 4562102945864

名入れスペース
表面下部：10×70mm

名入れスペース
表面下部：5×60mm

名入れスペース
表面下部：5×50mm

名入れスペース
表面下部：5×70mm
裏面電池フタ：15×80mm

名入れスペース
表面下部：5×70mm

バックライト
点灯時



シンプルで見やすく使いやすい

置き時計
色がゆっくり変わる。好きな色に固定できる

レインボーディスプレイ
電波クロック

FS-01

6,600円

電波時計  日付表示  カラー文字表示（35色） 温度表示  
湿度表示  ダブルアラーム  スヌーズ  液晶明るさ切替（3段階） 

サイズ	 高：82mm×幅：176mm×奥行：38mm
個装箱	 高：96mm×幅：186mm×奥行：98mm
重量	 217g（個装箱459g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 ACアダプター（付）・	CR2032×1（付）
　　　　　　　※リチウム電池のみでは使用できません
JAN	 4562102945840

大きな時刻表示の置き掛け兼用モデル

大画面電波クロック
KD-10

3,300円

電波時計  日付表示  温度表示  湿度表示  ダブルアラーム  
スヌーズ  バックライト  12/24時間制表示切替  置き掛け兼用

サイズ	 高：120mm×幅：184mm×奥行25mm
個装箱	 高：128mm×幅：201mm×奥行33mm
重量	 278g（個装箱395g）
入数	 30
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102947288

デスクや寝室にぴったり

電波時計
NA-816

3,850円

電波時計  日付表示  温度表示  湿度表示  アラーム  
スヌーズ  バックライト（グリーン）  12/24時間制表示切替

サイズ	 高：120mm×幅：175mm×奥行：50mm
個装箱	 高：130mm×幅：186mm×奥行：60mm
重量	 251g（個装箱371g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102945055

反転液晶で見やすい
置き掛け兼用

ブラックディスプレイ
電波クロック

OP-05

5,500円

電波時計  日付表示  温度表示  アラーム×4つ  スヌーズ  
置き掛け兼用  

サイズ	 高：150mm×幅：225mm×奥行：26.5mm
個装箱	 高：160mm×幅：255mm×奥行：32mm
重量	 334g（個装箱463g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×3（付）
JAN	 4562102945994

カビ、ダニ、熱中症などの
各種注意報表示機能付き

ダブルアラーム電波時計
DA-33

4,400円

電波時計  日付表示  快適・各種注意報表示  温度表示  湿度表示  
ダブルアラーム  スヌーズ  バックライト（グリーン）  

サイズ	 高：120mm×幅：180mm×奥行：45mm
個装箱	 高：130mm×幅：190mm×奥行：55mm
重量	 243g（個装箱340g）
入数	 20
素材	 ABS樹脂
電源	 単3電池×2（付）
JAN	 4562102944782

名入れスペース
表面下部：5×100mm

名入れスペース
表面下部：10×120mm
裏面電池フタ：20×45mm

名入れスペース
裏面電池フタ：20×50mm
裏面上部：5×60mm
表面上部：7×120mm
表面下部：3×120mm

名入れスペース
表面下部：5×120mm 名入れスペース

表面下部：15×50mm



東京都品川区南大井6-17-10 大森レインボービル2F

TEL　03-5762-8757　  FAX　03-5718-2380

E-mail　info@e-adesso.co.jp

アデッソ オフィシャルサイト
本カタログに掲載されていない商品や
主要商品の開発ストーリーなども読むことができます。

I n s t a g ra m

Instagramでは、展示会や開発の裏側など、
ここでしか見られない写真を発信しています。

Fa c e b o o k

Facebookでは、雑誌、テレビなどのメディアへの登場
のお知らせや、ユーザー様の使用体験などをご紹介し
ています。

Yo u Tu b e

YouTubeチャンネルでは、商品の使い方を紹介する動
画に加えて、社員YouTuberによる楽しい動画を配信し
ています。

・このカタログは、2021年5月現在のものです。 ・商品の色、表面仕上、材質などの仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
・印刷物ですので実際の商品の色と違って見えることがあります。 ・木ワク商品は天然木使用の為、色がカタログと違う場合があります
のでご了承願います。・商品重量は本体のみの重量で、電池を抜いた数値です。・本カタログの記載内容は予告なく変更する場合がご
ざいます。 ・本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁止いたします。 ・価格は全て税込みです。

https://www.e-adesso.co.jp

@adesso_official_jp

@Adesso Corp.,

ADESSO OFFICIAL

アデッソ
オフィシャルサイトへ

Instagramへ

Facebookへ

YouTubeへ

　　　　            と コミュニケーション

アデッソではSNSなどを活用し、商品に秘めた思い、
ユーザー様の使用 方法などを発信するとともに、

お客さまとのつながりを深めていきたいと考えています。




