MODEL: PS-01

充電に関しての注意点 ( 重要 )

UV除菌中はUSBからの充電が一時的にストップします。
UV除菌終了後に自動的に充電が再開します。

使用方法

取扱説明書（保証書付き）

1. 附属のアダプターを背面の AC アダプター挿入口に奥まで挿入して下さい。
2. コンセントに接続すると液晶が表示されます。(12:00 1/1 TUE)

この度は Phosh をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に
このマニュアルをよく読み、製品を安全にお使いください。また、
保証書とあわせていつでも再読できるように大切に保管してください。

ワイヤレス充電について

1. 充電部の Qi マークの上に充電する機器を置きます。
2. Qi 充電アイコンが点滅するのを確認してください。

はじめに

※正しい位置に置かれていないと充電ができない場合があります。
※スマートフォンが完全に充電された後もQi 充電アイコンは点灯し続けます。

内容物の確認

●本体ｘ１
●アダプターｘ１
●取扱説明書 / 保証書（本紙）（本保証書は日本国内のみ有効です。）

USB ポートでの充電について

●USB ケーブルを使用して対応機器を充電できます。(市販品をご使用ください。)
●USB ポートで機器を充電するときは充電アイコンは表示されません。

Qi( チー ) とは
●本製品は電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電器付きクロックです。「Qi」
に準拠したスマートフォンを置くだけで充電できます。
（本製品はワイヤレス充電の規格である「Qi」に準拠しています。
）
「Qi( チー )」はワイヤレス充電の規格です。

対応機器

５W の Qi 規格充電に対応したスマートフォンに限ります。スマートフォンケース装
着の場合、材質や厚み (3mm 以上 ) で充電できない場合があります。本製品は Qi( チー )
規格に準拠しておりますが、すべての Qi 規格機器との互換性を保証するものではあり
ません。

各部の名称と機能
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1. AM/PM 表示
2. 時刻表示
3. Qi 充電アイコン : USB 充電時は表示されません。
4. 月表示
5. 日表示
6. 曜日表示

前面
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7. アラーム時刻 AM/PM 表示
8. アラーム時刻
9. アラームマーク
10. スヌーズマーク
11.除菌カウントダウン
12.除菌終了アラームマーク
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充電 /UV ボックス内
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●アラームが鳴っているとき、アラームスイッチをオフ（下に）に
するとアラームは止まります。
●何もボタンを押さないとアラームは 2 分後に鳴りやみます。その場合アラームは
翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

背面
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アラームオン / オフ設定

アラーム時刻を設定してもアラームスイッチがオフになっているとアラームは鳴りま
せん。必ずアラームスイッチをオンにしてください。アラームがオンに設定されてい
るときは液晶画面上にアラームマーク
が表示されます。

スヌーズについて
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底面

1. 現時刻表示時にアラームセットボタンを長押しするとアラーム時刻の時が
点滅します。( 初期設定は AM6:00)
2. −ボタンまたは＋ボタンを押してアラームを鳴らしたい時刻の時を
設定してください。
3. アラームセットボタンを押すとアラーム時刻の分が点滅します。
−ボタンまたは＋ボタンを押してアラームを鳴らしたい時刻の分を
設定してください。最後にもう一度アラームセットボタンを
押すと設定完了です。

アラームについて

17. UV カバー
18. リセットボタン
19. USB ポート
20. アラームスイッチ
（上がオン、下がオフ）
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1. タイムセットボタンを 3 秒ほど長押しすると「2019」( 年 ) が点滅します。
−ボタン
または＋ボタンを押して年を設定してください。
( 長押しすると早く数字を変えられます。）
2. タイムセットボタンを押すと「1」( 月 ) が点滅します。
−ボタンまたは＋ボタンを押
して月を設定してください。
3. タイムセットボタンを押すと「1」( 日 ) が点滅します。−ボタンまたは＋ボタンを押
して日を設定してください。
4. タイムセットボタンを押すと「12」( 時 ) が点滅します。
−ボタンまたは＋ボタンを
押して時を設定してください。
5. タイムセットボタンを押すと「00」( 分 ) が点滅します。
−ボタンまたは＋ボタンを
押して分を設定してください。最後にもう一度タイムセットボタンを
押すと設定完了です。

※ 設定中 30 秒間何もボタンを押さないと点滅が終わります。
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13. アラームセットボタン
14. タイムセットボタン /12/24 時間制切替ボタン
15.＋ボタン / 液晶明るさ切替ボタン
16.−ボタン / 液晶明るさ切替ボタン

時刻設定方法

アラーム時刻設定

横面
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●現時刻表示時にタイムセットボタンを押すと 12 時間制表示か 24 時間制表示
かを選択できます。

※ 曜日は自動的に設定されます。
※ 設定中 30 秒間何もボタンを押さないと点滅が終わります。
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●現在時刻表示時に＋ボタン、または−ボタンを押すと画面表示の明るさ
を 4 段階から調節できます (L4 が最も明るい、L1 が最も暗い）。
−ボタンを押すと表示が暗くなり、＋ボタンを押すと明るくなります。
（初期設定は一番明るい設定です。）

12/24 時間制表示について

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給電
の国際標準規格です。Qi 規格対応のスマートフォンを充電できます。

液晶画面

液晶の明るさについて

21. UV バルブ x2

（UV カバーの裏にもう 1 つあります。計 3 つ )
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22. Qi 充電コイル :

スマホを QI のロゴの部分に置いてください。

23. USB ケーブル口 :

USB 充電 +UV 除菌を同時に行う際使用してください。

24. UV ボタン
25. AC アダプター挿入口
26. AC アダプター用フック

フックの間にACアダプターの
コードを通してご使用ください。
27. スヌーズボタン :
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商品全体を下に押して使用します。
( 直接ボタンを押す必要はありません。）

●アラームが鳴っている時に時計の天面を
下に押すとスヌーズモードが起動し
( スヌーズモード中は液晶画面上に
スヌーズマークが点滅します。）
5 分後に再びアラームが鳴ります。

Ў

●スヌーズは最大 7 回まで使用できます。7 回目以降はスヌーズボタンを押してもス
ヌーズモードになりません。2 分後に鳴りやみ翌日のセット時刻に再び鳴ります。

スヌーズの止め方

●スヌーズモードを解除する場合はアラームスイッチをオフにしてください。
スヌーズマークが消えます。
●アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押さないと
2 分後に鳴り止みます。この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

