Ｔ－００４ ＡＣタイマー４口用 取扱説明書
１，タイマー本体取付方法
・付属のネジを使用出来る場所は木質の厚い壁面です。

①付属のビスを１２ｍｍ残してねじ込みます。

②本体裏の上中央に引っ掛けて下さい。

③本体正面の下（両端）に付属のビスをねじ込み本体を固定して下さい。
２，接続方法
・乾電池（予備電源）

①蓋を開けます。

②付属の９Ｖ電池を接続し本体の中に押し込んで下さい。

・AC電磁弁

①左図の通り 『ＣＯＭＭＯＮとＶ１』 『ＣＯＭＭＯＮとＶ２』～という組み合わせで、
電磁弁を接続します。（ＶＭはマスタバルブです。）

電磁弁
・電源アダプター

①本体左端にある『２４Ｖ ＡＣ』のネジを＋ドライバーで緩め、電源アダプターのコードの先端（導線）を接続します。
②電源アダプターをコンセントに差し込みます。
※電源アダプターは１００Ｖ電源のみ使用可能です。

＜注意＞電源アダプターのコードの先端（導線）をタイマーに接続する際は、
絶対にコンセントから外した状態で、接続してください！！

③蓋を閉めます。
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３，ボタン・ダイヤル操作方法

： ダイヤルセレクター （ プログラミングモードを選択します。）
ダイヤル 表示
機能
ＲＵＮ
自動散水プログラムの作動
ＴＩＭＥ／ＤＡＴＥ
現在日付時刻の設定
ＷＥＥＫＬＹ／ＣＹＣＬＩＣ／ＥＶＥＮ／ＯＤＤ 散水日の設定（曜日・日にち毎・奇数日・偶数日）
ＳＴＡＲＴ ＴＩＭＥ
散水開始時刻の設定
ＤＵＲＡＴＩＯＮ
散水時間（電磁弁の開放時間）の設定
ＷＡＴＥＲ ＢＵＤＧＥＴ
散水時間のパーセンテージコントロール
ＲＡＩＮ ＯＦＦ
レインオフ
ＭＡＮＵＡＬ
手動散水
ＴＥＳＴ
テスト
ＯＦＦ
停止
※通常はダイヤルセレクターを『ＲＵＮ』に合わせて下さい。

モードボタン
マイナスボタン
プラスボタン
アローボタン
プログラムボタン

：
：
：
：
：

ディスプレイの表示を全体にわたって移動します。
選択された数字を下げます。【例】時間を６：００から５：００に変更する場合
選択された数字を上げます。【例】時間を６：００から７：００に変更する場合
時間、分など表示を選択する為に使用します。点滅している数字だけを変更することができます。
プログラムＡ、Ｂ、ＣおよびＸ（ライト等）の選択ができます。

４，現在日付時刻の設定方法

現在の日付と時刻を設定します。
①ダイヤルセレクターを 『ＴＩＭＥ／ＤＡＴＥ』 に合わせて下さい。
② を押すと時間が点滅するので、 を使って現在の”時”に合わせて下さい。
③ を押すと点滅が時間から分に移動するので、 を使って現在の”分”に合わせて下さい。
④ を押すとＹＥＡＲが点滅するので、２０１１年なら１１と を使って現在の”年”に合わせて下さい。
⑤ を押すとＭＯＮＴＨが点滅するので、１０月なら１０と を使って現在の”月”に合わせて下さい。
⑥ を押すとＤＡＹＳが点滅するので、２５日なら２５と を使って現在の”日”に合わせて下さい。
⑦ を押すと現在時刻が表示され、設定終了です。
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５，散水日の設定方法（曜日・日にち毎・奇数日・偶数日）

このコントローラーはＡ・Ｂ・Ｃ（液晶画面の左上）の３つのプログラムまで設定が可能です。
（プログラムはＡ・Ｂ・Ｃのいずれか一つだけの設定も可能です。Ａ・Ｂ・Ｃ全て設定する必要はありません。）
また、１つのプログラムに①～⑤の５種類のモードの選択が可能です。
（モード設定は、全て設定する必要はありません。使用したいモードを選択し、設定してください。）
ダイヤルセレクターを 『ＷＥＥＫＬＹ／ＣＹＣＬＩＣ／ＥＶＥＮ／ＯＤＤ』 に合わせて下さい。
を押して、Ａ・Ｂ・Ｃを決めます。まずはＡから設定していきます。※１
プログラムＸはライト等に使用します。散水は使用不可です。
また、Ｖ４のバルブの接続箇所のみ使用可能です。設定はウィークリーモードのみです。
①ＷＥＥＫＬＹモード（曜日）の設定

ｄａｙｓの右横の液晶画面に が表示されます。※２
を押すとＭ（月曜日）の下の液晶画面の が、点滅を始めるので、 で移動しながら
散水する曜日は 散水しない曜日は を押して設定して下さい。
が付いた曜日が散水する曜日になります。

②ＣＹＣＬＩＣモード（日にち毎）の設定

を押すとｃｙｃｌｅの右横の液晶画面に が表示されます。※２
を押すと液晶画面の右下のＤＡＹＳの上の１が点滅を始めるので、 で設定して下さい。
設定範囲：１～３０ 【例】１を設定すると、１日１回散水し、３を設定すると、３日に１回散水します。

③ＥＶＥＮモード（偶数日）の設定

を押すと液晶画面にＥＶＥｎと表示されます。※２
を押し、①の曜日設定と同じ方法で、曜日を設定をします。
【例】Ｗ（水曜日）のみ を設定すると、２日・４日・６日～の偶数日の水曜日のみ散水します。

④ＯＤＤモード（奇数日）の設定

を押すと液晶画面にＯｄｄと表示されます。※２
を押し、①の曜日設定と同じ方法で、曜日を設定をします。
【例】Ｔｈ（木曜日）のみ を設定すると、１日・３日・５日～の奇数日の木曜日のみ散水します。

⑤ＯＦＦモード（停止）の設定

を押すと液晶画面にＯＦＦが表示され、①②③④のモードを停止します。
Ａ・Ｂ・Ｃのプログラムを個別に停止することにより、プログラムの選択が可能です。
Ａ・Ｂ・Ｃ全てのプログラムを設定したら、Ａ・Ｂ・Ｃにそれぞれ使用するモードを①～⑤から
各１つ選択し、表示させます。
※１：表示されない場合は表示されるまで を押してください。
※２：表示されない場合は表示されるまで を押してください。
６，散水開始時刻の設定方法

プログラムＡ・Ｂ・Ｃ毎に、散水開始時刻の設定が可能です。
［プログラムＡの設定をする場合］
①『ＷＥＥＫＬＹ／ＣＹＣＬＩＣ ＥＶＥＮ／ＯＤＤ』をプログラムＡと表示した状態で
ダイヤルセレクターを 『ＳＴＡＲＴ ＴＩＭＥ』 に合わせて下さい。
② を押し、「４，現在日付時刻の設定方法」と同じ方法で１回目の散水開始時刻を設定して下さい。
設定を終えたら を押して２～４回目の散水開始時刻の設定をして下さい。
ＯＦＦにする場合は、「ＰＭ１１：００→ＯＦＦ→ＡＭ１２：００」となりますので、 で設定して下さい。
※次の散水開始時刻が、前の散水時間（お水をまく時間）もしくは散水停止時刻とかぶる場合、
作動されないのでご注意下さい。
プログラムＢ・Ｃの設定をする場合は、プログラムＡと同様に設定してください。
７，散水時間（お水をまく時間）の設定方法

プログラムＡ・Ｂ・Ｃの各バルブ（電磁弁）Ｖ１～４毎に、散水時間（解放時間）の設定が可能です。
［プログラムＡのバルブ（電磁弁）Ｖ１～４を設定する場合］
①ＷＥＥＫＬＹ／ＣＹＣＬＩＣ ＥＶＥＮ／ＯＤＤ時プログラムＡを表示した状態で
ダイヤルセレクターを 『ＤＵＲＡＴＩＯＮ』 に合わせて下さい。
②バルブ（ｖａｌｖｅ）１の上に が点滅していることを確認してください。
（ がバルブ１の上にない場合は を押して１の上に移動してください。）
③ を押し、「４，現在日付時刻の設定方法」と同じ方法で、散水時間を設定して下さい。
（電磁弁開放時間最大３時間５９分）
④ を押し、バルブ２～４をバルブ１と同様に設定して下さい。
※散水を止めたいバルブは散水時間を「０：００」に設定してください。 が消え、散水が止まります。

※バルブは１～４まで順番に連動します。

プログラムＢ・Ｃの設定をする場合は、プログラムＡと同様に設定してください。
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８，散水時間のパーセンテージコントロールの設定方法

季節に応じてプログラムＡ・Ｂ・Ｃ毎に、散水時間「１０％ ～１９０％」の間での設定が可能です。
通常は「１００％」にしておいて下さい。（％は時間の割合です。）
【例】散水時間を「０：１０（１０分間）」に設定している場合は、
パーセンテージコントロールを「１０％」に設定すると、１分間散水します。
①ダイヤルセレクターを 『ＷＡＴＥＲ ＢＵＤＧＥＴ』 に合わせて下さい。
② でプログラムＡ・Ｂ・Ｃのいずれかを選択して下さい。
③ を押すと「１００％」が点滅を始めるので、 で「％」を設定して下さい。

９，レインオフの設定方法

１０，手動散水方法

１１，テスト方法

１２，ＯＦＦモードの設定方法

プログラムＡ・Ｂ・Ｃは、それぞれ「１日～２４０日」の間、散水を停止することが可能です。
①ダイヤルセレクターを 『ＲＡＩＮ ＯＦＦ』 に合わせて下さい。
② でプログラムＡ・Ｂ・Ｃのいずれかを選択して下さい。
③ を押すと「００」が点滅を始めるので、 で設定して下さい。
手動で散水が可能です。また、バルブを開く方法は３通りあります。
［Ａ・Ｂ・Ｃいずれかのプログラムの全てのバルブを１から順番に開く方法］
①ダイヤルセレクターを 『ＭＡＮＵＡＬ』 に合わせて下さい。
② でプログラムＡ・Ｂ・Ｃのいずれかを選択して下さい。
③ を押すと、選択したプログラムのバルブが、１から順番に開きます。
［Ａ・Ｂ・Ｃいずれかのプログラムの１つのバルブを開く方法］
①ダイヤルセレクターを 『ＭＡＮＵＡＬ』 に合わせて下さい。
② でプログラムＡ・Ｂ・Ｃのいずれかを選択して下さい。
③ を押すと、 が点滅を始めるので、 で開きたいバルブを選択して下さい。
④ を押すと、選択したバルブが開きます。
［Ａ・Ｂ・Ｃ全てのプログラムの全てのバルブを開く方法］
①ダイヤルセレクターを 『ＭＡＮＵＡＬ』 に合わせて下さい。
②ｐｒｏｇｒａｍの横の液晶画面に「ＡＢＣ」が表示されるまで、 を押して下さい。
液晶画面の真ん中に「ＳｔｏＰ」という文字が表示されます。
③ を押すと「ｒｕｎ」が表示され、Ａ・Ｂ・Ｃ全てのプログラムのバルブがＡの１から順番に開きます。
※散水途中でバルブを閉じたい時は、 を押します。
バルブ（電磁弁）Ｖ１～４を試しに開くことが可能です。
①ダイヤルセレクターを 『ＴＥＳＴ』 に合わせて下さい。
② を押すと、 が点滅を始めます。
③ を押すとバルブ１が開きます。
③もう一度 を押すとバルブ１が閉じ、バルブ２が開きます。
（バルブ３～４も を押すと、同様に開閉します。）
※散水途中でバルブを閉じたい時は、 を押します。
全てのプログラムを停止することが可能です。
①ダイヤルセレクターを 『ＯＦＦ』 に合わせて下さい。
②ＯＦＦが点滅するので、 を押すと、点滅が止まり、全てのプログラムが停止します。
※解除方法：ダイヤルをRUNに合わせるとＯＦＦが解除されます。

１３，ＲＵＮモードの設定方法

プログラムが作動します。
ダイヤルセレクターを 『ＲＵＮ』 に合わせて下さい。

※通常はダイヤルセレクターを『ＲＵＮ』に合わせておいて下さい。
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１４，自動散水の停止方法

１５，リセット方法

自動散水を途中で停止することが可能です。また、バルブを閉じる方法は２通りあります。
［ダイヤルセレクター 『ＭＡＮＵＡＬ』 を使用する方法］
①ダイヤルセレクターを 『ＭＡＮＵＡＬ』 に合わせて下さい。
② を押すとバルブが閉じます。
［ダイヤルセレクター 『ＯＦＦ』 を使用する方法］
①ダイヤルセレクターを 『ＯＦＦ』 に合わせて下さい。
② を押すとバルブが閉じます。
現在時刻並びに全てのプログラムをリセットする場合は、蓋を開けて、リセットボタンを押して下さい。

リセットボタン（すべてを初期化します。）

１６，注意事項

・Ｔ－００４ ＡＣタイマー４口用は防水ではありません。雨や散水がかからないように設置してください。
・レインセンサーを接続する際は、『ＳＥＮＳＯＲ』の部分に取り付けてある、Ｕ字の金具を外して下さい。
・電源アダプターのコードの先端をタイマーに接続する際は、危険ですので必ずコンセントから外した状態で
接続してください。万が一、コンセントを接続した状態で、２本のコードの先端が接触した場合、
電源アダプターがショートし、使用不可能になります。
・停電時はタイマーが止まる為、散水不可です。ただし、９Ｖ乾電池の予備電源があるので、
プログラムは保存します。
※９Ｖ乾電池はアルカリ乾電池（約１年持ちます）を推奨します。１年に一度交換して下さい。

5／5

