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防滴デジタルタイマー 
取扱説明書 保証書付 

ご注意 
（１）この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書

面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはで
きません。本書の内容の一部、または全部の無断転載
することは固くお断りします。 

（２） 本書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告
なしに変更する場合があります。 

（３） 本書の内容については、万全を期して作成しております
が、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

（４） 当社では、本製品の運用を理由とする損失、損失利益
等については、前項にかかわらず責任を負いかねます
のでご了承ください。 
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 はじめに 
このたびは、AD-5707/AD-5708 100分間デジタルタイマーをお買

い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的

にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み

ください。また、保証書も兼ねておりますので、お読み頂いた後も

大切に保管してください。 
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 安全にお使いいただくために 
本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げ

いただいた製品を安全にお使いいただくために、守っていただ
きたい事項を示しています。 
注意事項の表記方法 
本取扱説明書の中に記載されている注意事項は、下記のような意

味を持っています。 
 この表記は、誤った取扱をすると、人が死亡または

重症を負う可能性が想定される内容を示します。 

 この表記は、誤った取扱をすると、人が傷害を負った
り、物的損害の発生が想定される内容を示します。  

 
・修理 

ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないで
ください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷及び
機能を消失する恐れがあります。 

・機器の異常 
機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ
てください。なお修理に関しては、お買い上げいただい
た店、または弊社にお問い合わせください。 

 

 取り扱い上の注意 
・強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないで下さい。 

故障の原因になります。 
・急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使

用は避けてください。 
・防滴構造になっていますが、防水タイプではありませんので、
水中に入れたり水洗いなどは避けてください。 

・ケースを開けたり、分解しないでください。故障の原因になります。 
・電池容量の少ない電池を入れた時や使用中に電池容量が少なく

なってくると、ボタンを押した時突然ブザーが鳴り出し、ボタ
ン操作でブザーを止める事ができなくなったり、正常な表示が
できなくなったり、ボタン操作ができなくなったりする場合が
あります。このような現象が出始めたら、「●電池交換のしかた」
の手順で電池を交換してください。 
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 磁石取扱上の注意 
本製品は裏面に磁石を内蔵しています。ご使用時は下記のこと
に注意してください。 
 
ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人､およびその他

の電子医療機器へ本製品を近づけることは大変危険です｡医療

機器の正常な作動を損ない､人命にかかわる恐れがあります。
 

 各部の名称 
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 保証規定 
 

万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補

償は本製品の購入代金の範囲とさせて頂きます。また、次の

ような場合には保証期間内でも有償修理になります。 
 
1.誤ったご使用または取扱による故障または損傷。 

2.保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認めら

れる故障または損傷。 

3.不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障ま

たは損傷。 

4.火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使用およびその

他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。 

5.保証書のご提示がない場合。 

6.保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備

あるいは字句を書き換えられた場合。 

7.ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。 

8.消耗品（電池）は保証範囲外。 

9.保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。 

10.本保証書は日本国内においてのみ有効です。 

 

 操作方法 
このタイマーは、９９分９９秒までのアラーム時間を設定
することができます。 
約１０分間使用しないと、表示が消えて省電力モードになり
ます。使用する時は、いずれかのボタンを押してください。 

アラーム時間を設定する 

例１.“１２：３４”と設定する場合 

１.数字ボタンを①→②→③→④の順に押します。 

表示部に  12Ｍ34Ｓ と表示されます。 
２.[START/STOP]ボタンを押すと、“ピッ”と鳴り、カウン

トダウンを開始します。 
３.アラーム設定時間が経過すると、ブザー音が約１分間鳴ります。
（ピピ：１０秒間､ピピピ：２０秒間､ピピピピ・・・：３０秒間) 
（ＡＤ－５７０８の場合は､赤色ＬＥＤランプが同時に点滅します) 

４.アラームが鳴り終わると、表示部が  12Ｍ34Ｓ に戻ります。 

例２.“９９：５９”と設定する場合 

１.数字ボタンを⑨→⑨→⑤→⑨の順に押します。 

表示部に  99Ｍ59Ｓ と表示されます。 
その後の手順２、３、４は例１と同じです。 

ブザー音を止めるには 

アラーム時間が経過して鳴っているブザー音を止めるに
は、[START/STOP]ボタンを押してください。ブザー音が止
まり、再びアラーム設定時間が表示されます。 

途中でタイマー動作を止めるには 

途中でタイマー動作を中止する場合は、[START/STOP]ボタ
ンを押してください。タイマー動作が止まります。 
再び[START/STOP]ボタンを押すと、タイマー動作は再開されます。 

初期状態に戻すには（リセット） 

表示部を初期状態の  00Ｍ00Ｓ  に戻すには、０ボタンを 
２秒以上押し続けるか、０ボタンを４回押してください。 
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アラーム時間を変更するには 

タイマー動作中は、タイマー動作を中止させ、新たにアラーム 
時間を数字ボタンにて設定してください。 

カウントアップ機能 

このタイマーは、０～９９分５９秒までカウントアップ計
測ができます。 
９９分５９秒になりましたら、再び００分００秒からカウ
ントが始まります。 

・カウントアップ動作を開始するには 

初期状態の  00Ｍ00Ｓ  表示のときに[START/STOP]ボタンを 
押すと、カウントアップ動作が始まります。 

・途中でカウントアップ動作を止めるには 
カウントアップ動作中に[START/STOP]ボタンを押すと、カウ
ントアップ動作は停止します。その後､再び[START/STOP] 
ボタンを押すと､カウントアップ動作は再開されます。 
 設置のしかた 

 
① 本体裏面の磁石を利用して、金属面に貼り付けられます。 

（つるつるした表面ではすべる場合があります） 
② 卓上に置いて、使用できます。 
③ 吊るし穴にストラップをつけて、首からぶら下げて使用でき

ます。（ＡＤ－５７０８のみ） 
 電池交換のしかた 

 
表示が薄くなってきましたら、以下の手順で電池を交換してください。 
① 本体裏面の電池フタを取り外します。 

ＡＤ－５７０８の場合は、コインを使って反時計回り(左 
回り）に回してください。 

② 古い電池を抜き取り、新品の単４形電池１個（ＡＤ－５７
０７の場合）またはＣＲ２０３２コイン型電池１個（ＡＤ
－５７０８の場合）と交換してください。 
ＡＤ－５７０８の場合は、(＋)側を上にします。 

③ 電池フタを閉じます。 
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電池使用上の注意 

・付属の電池はモニタ用です。電池寿命が短い場合があります。 
本製品を長時間ご使用にならない場合は、電池を取り外して 
保管してください。 

・電池は必ず指定のもの(ＡＤ－５７０７：単４形乾電池１個､ＡＤ
－５７０８：ＣＲ２０３２コイン型電池１個)をご使用ください。 

・電池は(＋)、(－)の向きを間違えないようにセットしてください。 
・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分
解、火中への投入はしないでください。 

・電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一
飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。 

・環境保全のため、使用済電池は、市町村の条例に基づいて
処理するようお願いします。 

 仕様 
 

表示形式       ：分：秒 
アラームセット時間  ：最大９９分９９秒、最小１秒 
カウントアップ計測時間：最大９９分５９秒、最小１秒 
アラーム時間      ：ブザー音 約６０秒間、 

音量 約６０ｄＢ＠３０ｃｍ 
オートパワーオフ   ：約１０分 
常温時精度      ：±２０秒/日 
防水性能       ：ＩＰ５４相当 
電源／電池寿命：単４形乾電池１個/約１年(ＡＤ－５７０７) 
(１日３回使用時) ＣＲ２０３２コイン型電池 １個/約１年(ＡＤ－５７０８) 
使用温湿度範囲：  ０℃～＋４０℃ ８５％ＲＨ以下(結露しないこと) 
保存温湿度範囲：-1０℃～＋５０℃ ８５％ＲＨ以下(結露しないこと) 
寸法     ：６９(Ｗ)×６９(Ｈ)×２７(Ｄ)ｍｍ(ＡＤ－５７０７) 
       ：６９(Ｗ)×６９(Ｈ)×１５(Ｄ)ｍｍ(ＡＤ－５７０８) 
重量     ：約７０ｇ(ＡＤ－５７０７) 
(電池含む)  ：約５７ｇ(ＡＤ－５７０８) 
本体材質   ：ＡＢＳ樹脂 
標準付属品  ：単４形乾電池１本(ＡＤ－５７０７)、 

ＣＲ２０３２コイン型電池１個(ＡＤ－５７０８） 
(＊付属電池はモニタ用)、取扱説明書 
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保 証 書 
この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにお

いて、万一保証期間内に故障が生じました場合は、保証

期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。

品名 防滴デジタルタイマー 

型名 ＡＤ－５７０７ 

   ＡＤ－５７０８ 

 

お客様 

お名前                  

 

様 

ご住所 □□□－□□□□ 

 

 

 

ご購入日 

ご購入店（ご購入店名を必ずご記入ください。） 

 

 

保証期間 ご購入日より１年間 

 

 

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14  

（ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 5F）

TEL.03-5391-6126 FAX.03-5391-6129

本体正面パネル
液晶表示部

赤色ＬＥＤランプ
( ＡＤ－５７０８のみ ) 
ＳＴＡＲＴ／ＳＴＯＰボタン
( 開始／停止ボタン ) 

数字ボタン 
ゼロボタン( リセット・ボタン )

電池フタ 磁石内蔵位置

ＡＤ－５７０７裏面 ＡＤ－５７０８裏面

ストラップ用吊るし穴磁石内蔵位置

ブザー ブザー



 
 

 保証規定 
 

万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補

償は本製品の購入代金の範囲とさせて頂きます。また、次の

ような場合には保証期間内でも有償修理になります。 
 
1.誤ったご使用または取扱による故障または損傷。 

2.保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認めら

れる故障または損傷。 

3.不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障ま

たは損傷。 

4.火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使用およびその

他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。 

5.保証書のご提示がない場合。 

6.保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備

あるいは字句を書き換えられた場合。 

7.ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。 

8.消耗品（電池）は保証範囲外。 

9.保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。 

10.本保証書は日本国内においてのみ有効です。 

 

 操作方法 
このタイマーは、９９分９９秒までのアラーム時間を設定
することができます。 
約１０分間使用しないと、表示が消えて省電力モードになり
ます。使用する時は、いずれかのボタンを押してください。 

アラーム時間を設定する 

例１.“１２：３４”と設定する場合 

１.数字ボタンを①→②→③→④の順に押します。 

表示部に  12Ｍ34Ｓ と表示されます。 
２.[START/STOP]ボタンを押すと、“ピッ”と鳴り、カウン

トダウンを開始します。 
３.アラーム設定時間が経過すると、ブザー音が約１分間鳴ります。
（ピピ：１０秒間､ピピピ：２０秒間､ピピピピ・・・：３０秒間) 
（ＡＤ－５７０８の場合は､赤色ＬＥＤランプが同時に点滅します) 

４.アラームが鳴り終わると、表示部が  12Ｍ34Ｓ に戻ります。 

例２.“９９：５９”と設定する場合 

１.数字ボタンを⑨→⑨→⑤→⑨の順に押します。 

表示部に  99Ｍ59Ｓ と表示されます。 
その後の手順２、３、４は例１と同じです。 

ブザー音を止めるには 

アラーム時間が経過して鳴っているブザー音を止めるに
は、[START/STOP]ボタンを押してください。ブザー音が止
まり、再びアラーム設定時間が表示されます。 

途中でタイマー動作を止めるには 

途中でタイマー動作を中止する場合は、[START/STOP]ボタ
ンを押してください。タイマー動作が止まります。 
再び[START/STOP]ボタンを押すと、タイマー動作は再開されます。 

初期状態に戻すには（リセット） 

表示部を初期状態の  00Ｍ00Ｓ  に戻すには、０ボタンを 
２秒以上押し続けるか、０ボタンを４回押してください。 
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アラーム時間を変更するには 

タイマー動作中は、タイマー動作を中止させ、新たにアラーム 
時間を数字ボタンにて設定してください。 

カウントアップ機能 

このタイマーは、０～９９分５９秒までカウントアップ計
測ができます。 
９９分５９秒になりましたら、再び００分００秒からカウ
ントが始まります。 

・カウントアップ動作を開始するには 

初期状態の  00Ｍ00Ｓ  表示のときに[START/STOP]ボタンを 
押すと、カウントアップ動作が始まります。 

・途中でカウントアップ動作を止めるには 
カウントアップ動作中に[START/STOP]ボタンを押すと、カウ
ントアップ動作は停止します。その後､再び[START/STOP] 
ボタンを押すと､カウントアップ動作は再開されます。 
 設置のしかた 

 
① 本体裏面の磁石を利用して、金属面に貼り付けられます。 

（つるつるした表面ではすべる場合があります） 
② 卓上に置いて、使用できます。 
③ 吊るし穴にストラップをつけて、首からぶら下げて使用でき

ます。（ＡＤ－５７０８のみ） 
 電池交換のしかた 

 
表示が薄くなってきましたら、以下の手順で電池を交換してください。 
① 本体裏面の電池フタを取り外します。 

ＡＤ－５７０８の場合は、コインを使って反時計回り(左 
回り）に回してください。 

② 古い電池を抜き取り、新品の単４形電池１個（ＡＤ－５７
０７の場合）またはＣＲ２０３２コイン型電池１個（ＡＤ
－５７０８の場合）と交換してください。 
ＡＤ－５７０８の場合は、(＋)側を上にします。 

③ 電池フタを閉じます。 
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電池使用上の注意 

・付属の電池はモニタ用です。電池寿命が短い場合があります。 
本製品を長時間ご使用にならない場合は、電池を取り外して 
保管してください。 

・電池は必ず指定のもの(ＡＤ－５７０７：単４形乾電池１個､ＡＤ
－５７０８：ＣＲ２０３２コイン型電池１個)をご使用ください。 

・電池は(＋)、(－)の向きを間違えないようにセットしてください。 
・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分
解、火中への投入はしないでください。 

・電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一
飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。 

・環境保全のため、使用済電池は、市町村の条例に基づいて
処理するようお願いします。 

 仕様 
 

表示形式       ：分：秒 
アラームセット時間  ：最大９９分９９秒、最小１秒 
カウントアップ計測時間：最大９９分５９秒、最小１秒 
アラーム時間      ：ブザー音 約６０秒間、 

音量 約６０ｄＢ＠３０ｃｍ 
オートパワーオフ   ：約１０分 
常温時精度      ：±２０秒/日 
防水性能       ：ＩＰ５４相当 
電源／電池寿命：単４形乾電池１個/約１年(ＡＤ－５７０７) 
(１日３回使用時) ＣＲ２０３２コイン型電池 １個/約１年(ＡＤ－５７０８) 
使用温湿度範囲：  ０℃～＋４０℃ ８５％ＲＨ以下(結露しないこと) 
保存温湿度範囲：-1０℃～＋５０℃ ８５％ＲＨ以下(結露しないこと) 
寸法     ：６９(Ｗ)×６９(Ｈ)×２７(Ｄ)ｍｍ(ＡＤ－５７０７) 
       ：６９(Ｗ)×６９(Ｈ)×１５(Ｄ)ｍｍ(ＡＤ－５７０８) 
重量     ：約７０ｇ(ＡＤ－５７０７) 
(電池含む)  ：約５７ｇ(ＡＤ－５７０８) 
本体材質   ：ＡＢＳ樹脂 
標準付属品  ：単４形乾電池１本(ＡＤ－５７０７)、 

ＣＲ２０３２コイン型電池１個(ＡＤ－５７０８） 
(＊付属電池はモニタ用)、取扱説明書 
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AD-5707 
AD-5708 

防滴デジタルタイマー 
取扱説明書 保証書付 

ご注意 
（１）この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書

面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはで
きません。本書の内容の一部、または全部の無断転載
することは固くお断りします。 

（２） 本書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告
なしに変更する場合があります。 

（３） 本書の内容については、万全を期して作成しております
が、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

（５） 当社では、本製品の運用を理由とする損失、損失利益
等については、前項にかかわらず責任を負いかねます
のでご了承ください。 

1WMPD4001941B 
 

 はじめに 
このたびは、AD-5707/AD-5708 100分間デジタルタイマーをお買

い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的

にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み

ください。また、保証書も兼ねておりますので、お読み頂いた後も

大切に保管してください。 
-1- 

 安全にお使いいただくために 
本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げ

いただいた製品を安全にお使いいただくために、守っていただ
きたい事項を示しています。 
注意事項の表記方法 
本取扱説明書の中に記載されている注意事項は、下記のような意

味を持っています。 
 この表記は、誤った取扱をすると、人が死亡または

重症を負う可能性が想定される内容を示します。 

 この表記は、誤った取扱をすると、人が傷害を負った
り、物的損害の発生が想定される内容を示します。  

 
・修理 

ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないで
ください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷及び
機能を消失する恐れがあります。 

・機器の異常 
機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ
てください。なお修理に関しては、お買い上げいただい
た店、または弊社にお問い合わせください。 

 

 取り扱い上の注意 
・強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないで下さい。 

故障の原因になります。 
・急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使

用は避けてください。 
・防滴構造になっていますが、防水タイプではありませんので、
水中に入れたり水洗いなどは避けてください。 

・ケースを開けたり、分解しないでください。故障の原因になります。 
・電池容量の少ない電池を入れた時や使用中に電池容量が少なく

なってくると、ボタンを押した時突然ブザーが鳴り出し、ボタ
ン操作でブザーを止める事ができなくなったり、正常な表示が
できなくなったり、ボタン操作ができなくなったりする場合が
あります。このような現象が出始めたら、「●電池交換のしかた」
の手順で電池を交換してください。 
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 磁石取扱上の注意 
本製品は裏面に磁石を内蔵しています。ご使用時は下記のこと
に注意してください。 
 
ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人､およびその他

の電子医療機器へ本製品を近づけることは大変危険です｡医療

機器の正常な作動を損ない､人命にかかわる恐れがあります。
 

 各部の名称 
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保 証 書 
この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにお

いて、万一保証期間内に故障が生じました場合は、保証

期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。

品名 防滴デジタルタイマー 

型名 ＡＤ－５７０７ 

   ＡＤ－５７０８ 

 

お客様 

お名前                  

 

様 

ご住所 □□□－□□□□ 

 

 

 

ご購入日 

ご購入店（ご購入店名を必ずご記入ください。） 

 

 

保証期間 ご購入日より１年間 

 

 

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14  

（ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 5F）

TEL.03-5391-6126 FAX.03-5391-6129

本体正面パネル
液晶表示部

赤色ＬＥＤランプ
( ＡＤ－５７０８のみ ) 
ＳＴＡＲＴ／ＳＴＯＰボタン
( 開始／停止ボタン ) 

数字ボタン 
ゼロボタン( リセット・ボタン )

電池フタ 磁石内蔵位置

ＡＤ－５７０７裏面 ＡＤ－５７０８裏面

ストラップ用吊るし穴磁石内蔵位置

ブザー ブザー


