Ɲ̅ဇ૾ඥᲢᲩᲣųᲢᙌԼƴǑǓٳᚇሁƕီƳǓǇƢƕŴદ˺ƸӷơưƢŵᲣ
ᲲᲨЦǛӳǘƤǔ
Ძ ᩓเǛЏஆƑƯƘƩƞƍ
ųų=ᩓเЏஆǹǤȃȁ?ưᩓเǛžΪᩓ൷ׅƠſǇƨƸžʑᩓ൷ſƴӳǘƤƯƘƩƞƍŵ

Წ =ȪǻȃȈȜǿȳ?ǛέᇢƷኬƍǋƷưƠƯƘƩƞƍ
ųᘙᅆƕμƯƭƍƨࢸŴЦžҜЭᲴſƱƳǓŴแᩓඬƷӖ̮ǛڼƠǇƢŵ
ųųදᲣᩓเǛЏஆƑƨࢸƸŴ࣏ƣ=ȪǻȃȈȜǿȳ?ǛƠƯƘƩƞƍŵ

Ჭ ᚘǛᚨፗƠƯƘƩƞƍ
ųųஜೞǛ̅ဇƠƨƍئƴፗƍƯƘƩƞƍŵ
ųᲢᆸᨥƳƲưƖǔƩƚӖ̮ƠǍƢƍئưƷƝ̅ဇǛƓѰǊƠǇƢŵᲣ
ųŪӖ̮ɶƸŴųȞȸǯᲢǇƨƸųųȞȸǯᲣƕໜ๒ƠŴӖ̮ȞȸǯųųųƕӖ̮ཞ७ƴࣖơƯ҄٭
ųųƠǇƢŵų
ᘙᅆƋǓ
ųŪӖ̮ƴᙲƢǔ᧓ƸஇᧈኖᲬᲪЎ᧓ưƢŵ

᳕Ӗ̮ы᳗
ųųӖ̮ȞȸǯųųųƕᘙᅆƞǕŴ᳕உᲩଐ᳗᳕୴ଐ᳗
ųų᳕ᲴЎ᳗᳕ᅺ᳗ƕദƠƍଐ˄ƱЦƴ̲ദƞǕǇƢŵ
ųųųųųųǛᘙᅆᲴᅦᡛ̮ƔǒƷᩓඬǛӖ̮
ųųųųųųǛᘙᅆᲴʋ߸ᡛ̮ƔǒƷᩓඬǛӖ̮
ųŪӖ̮ыࢸŴദƠƘᘙᅆƞǕƯƍǔƔǛƝᄩᛐƘƩƞƍŵ

᳕Ӗ̮ƴыƠƨئӳ᳗
ᘙᅆƳƠ

᳕Ӗ̮ưƖƳƍ᳗
ųųӖ̮ȞȸǯųųųƸᘙᅆƞǕƣŴƜƷƱƖЦŴଐ˄Ʒ
ųų̲ദƸᘍƳǘǕƯƍǇƤǜŵКžŠᩓඬǛӖ̮ưƖƳƔƬƨئӳſ
ųųƴƠƨƕƬƯئǛ٭ƑƯϐࡇӖ̮ƞƤǔƔŴѣદ˺ưЦŴଐ˄
ųųǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ųŪ̅ဇئƷӖ̮ཞ७ƕᑣƘƳƍئӳƸŴૠЎưӖ̮ǛɶૺƢǔƜƱƕ
ųųƋǓǇƢŵ

᳕Ӗ̮ưƖƳƔƬƨئӳ᳗

Ხ ǢȩȸȠǛᯚǒƢƴƸ
 =ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ǛƠƯǢȩȸȠЦǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
Ū=ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ǛƢƱŴǢȩȸȠЦƕໜ๒ƠŴǢȩȸȠЦӳǘƤƷཞ७ƴƳǓ
ųǇƢŵ
ŪǢȩȸȠЦӳǘƤƷཞ७ư=ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ǛƠዓƚƯƍǔ᧓ƸଔᡛǓƠǇƢŵ
Ūኖᅺ᧓ƞǕƳƍཞ७ƕዓƘƱŴᐯѣႎƴǢȩȸȠЦƕᄩܭƠǇƢŵ
ǢȩȸȠȞȸǯ
 =ǢȩȸȠǹǤȃȁ?ǛƴƠƯƘƩƞƍŵ
ųǢȩȸȠЦƴƳǔƱǢȩȸȠƕᯚǓǇƢŵ
ŪǢȩȸȠȞȸǯųųųƕᘙᅆƞǕǇƢŵ
ŪǢȩȸȠƕᯚǓڼǊǔƱŴȐȃǯȩǤȈƕኖᲯᅺ᧓ໜ໊ƠǇƢŵ

Ჯ ǢȩȸȠ᪦Ǜᢠ৸ƠƯƘƩƞƍ

ǢȩȸȠЦ

ųų=ǢȩȸȠЏஆǹǤȃȁ?ưǢȩȸȠ᪦Ǜᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵ
ųèᩓ܇᪦Ƹ᪦ƕܭưƢŵ

᳕ǢȩȸȠǹǤȃȁƕ10Ʒཞ७᳗

ᙌԼˁಮ

ᲢોᑣƷƨǊʖԓƳƘ٭Ƣǔ
ųųųئӳƕƋǓǇƢŵᲣ

ٶೞᏡ᧸ǯȭȃǯ

Ӗ̮ԗඬૠᲴ#/äM*\᳸M*\
ųųųųųų ȁȥȸȋȳǰǹȆȃȗM*\
ųųųųųų(/ä/*\᳸/*\
ųųųųųų ȁȥȸȋȳǰǹȆȃȗ/*\
ᩓųųųเᲴҥǢȫǫȪʑᩓ൷ ,+5ᙹ.4 ̾ äК٥Ǔ
ųųųųųųϋᔺΪᩓ൷ ȋȃǱȫ൦እᩓ൷
ųųųųųų75$Ϊᩓ
ųųųųųų#%ǢȀȗǿȸ äК٥Ǔ
 ܭЈ щᲴ&%Ჯ8ųO#
 ܭ λ щᲴ&%8ų இٻ8
. ' & ȩǤȈᲴႉᑥ.'&ȩǤȈų̾ 9
λЈщᇢ܇ᲴǤȤțȳᇢ ܇OOȟȋǸȣȃǯ
ųųųųųų75$OKETQ$λщЈщᇢ܇
 Ц ች ࡇᲴרஉࠀdᅺ ൢภéƔǒéư̅ဇƠƨئӳ
ųųųųųųᩓඬӖ̮ƴǑǔЦ̲ദǛᘍǘƳƍئӳ
ᘙ ᅆ ች ࡇᲴdᅺ ᩓඬӖ̮ƴǑǔЦ̲ദǛᘍƬƨႺࢸ
̅ဇภࡇርᲴᲧé᳸é
ųųųųųų ෩ᘙᅆЙᛠӧᏡภࡇርé᳸é
Ǣ ȩ ȸ ȠᲴᩓ܇᪦ĆȩǸǪƷЏஆŴኖЎ᧓ǪȸȈǹȈȃȗŴ
ųųųųųųኖЎ᧓ǹȌȸǺ ǹȌȸǺƸ˴ׅưǋጮǓᡉƠӧ
ųųųųųųèǹȌȸǺɶƸǢȩȸȠ᪦ƷЏஆƕưƖǇƤǜŵ
ᘙųųųᅆᲴଐ˄ உଐĆǢȩȸȠЦŴȩǸǪԗඬૠ Ŵ୴ଐŴ
ųųųųųųҜЭҜࢸᘙᅆƴǑǔ᧓ǇƨƸ᧓ᘙᅆ
ᩓඬӖ̮ೞᏡᲴᐯѣӖ̮ ҜЭƔǒ᧓ƝƱŵ
ųųųųųųഏׅƷӖ̮ǇưǯǪȸȄƷችࡇưѣƍƯƍǇƢŵ
ųųųųųųѣӖ̮
ᩓ൷ЏǕʖԓᲴΪᩓ൷ƷസƕݲƳƘƳǔƱųǛໜ๒ᘙᅆŵ
ųųųųųų ʑᩓ൷Ʒᩓ൷ЏǕʖԓᘙᅆƸƋǓǇƤǜŵ
ᩓ ൷  ݤԡᲴ
ʑᩓ൷Ʒǈưҥ̅ဇƠƨئӳ
ȷȩǸǪäኖ᧓ ᪦ႸႮƷ ȷᚘäኖ࠰
ȷ.'&ȩǤȈäኖ᧓ųųųųųȷ᩼ࠝဇȖǶȸäኖ᧓
ϋᔺΪᩓ൷Ʒǈưҥ̅ဇƠƨئӳ
ȷȩǸǪäኖ᧓ ᪦ႸႮƷ ȷᚘäኖ࠰
ȷ.'&ȩǤȈäኖ᧓ųųųųųȷ᩼ࠝဇȖǶȸäኖ᧓

ӕৢᛟଢ
ƜƷࡇƸǻǤǳȸǯȭȃǯՠԼǛƓᝰƍ
ɥƛƍƨƩƖŴᛗƴƋǓƕƱƏƝƟƍǇ
ƠƨŵƝ̅ဇƷЭƴƜƷӕৢᛟଢǛǑ
ƘƓᛠǈƷƏƑŴദƠƘƝ̅ဇƘƩƞƍ
ǇƢǑƏŴƓᫍƍဎƠɥƛǇƢŵƳƓŴ
ƜƷӕৢᛟଢƸƓΨƴ̬ሥƠŴ࣏ᙲ
ƴࣖơƯƝᚁƘƩƞƍŵ
ஜᙌԼŴǇƨƸǢȕǿȸǵȸȓǹƳƲƴƭƍƯƝɧ
ଢƳໜƕƋǓǇƠƨǒŴᙌԼƷᘻ᩿ǇƨƸࡁ᩿ƴᘙ
ᅆƞǕƯƍǔᙌԼဪӭᲢԼဪᲣǛƝᄩᛐƷƏƑŴɦ
ᚡƓܲಮႻᛩܴƴƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ
Ტ̊Ჴ53ŨŨŨŴ04ŨŨŨŴ᳅ŨŨŨƳƲᲣų

ųƓܲಮႻᛩܴųųųųųųųų

YYYUGKMQENQEMEQLR

ႆ٥Ψ

ᛟଢဪӭų㻲㻿㻽㻙㻝㻞㻟㻾㻙㻝

˄ޓԼ
ƜƷӕৢᛟଢƷϋܾƸŴݩஹʖԓƳƘ٭Ƣǔ
ƜƱƕƋǓǇƢŵƋǒƔơǊƝʕ১ƘƩƞƍŵ
ҮТƴǑǔСᨂƷƨǊŴƜƷӕৢᛟଢɶƷƕ
ܱᨥƷᘙᅆƱီƳǔئӳƕƋǓǇƢŵ
ƜƷᚘƴǑƬƯဃơƨŴƍƔƳǔૅЈŴႩŴ
ƦƷ˂ƷڂƴݣƠƯŴࡴᅈƸɟЏƷᝧ˓Ǜƍ
ǇƤǜŵ
ƜƷӕৢᛟଢƷϋܾƷɟᢿǇƨƸƢǂƯǛŴᙌ
ᡯᎍƷᚩӧƳƘ᠃᠍ȷ٭ȷᙐᙌƢǔƜƱƸᅠơ
ǒǕƯƍǇƢŵ

ŪӕৢᛟଢᲢஜᲣᲫųŪ̬ᚰųᲫųųųų
Ūӕৢᛟଢᙀឱ Ძų
ĬΪᩓဇǳȸȉᲢ75$/KETQ$ȗȩǰᲣᲫஜ
ĭ75$ǳȍǯǿȸάųųųųųųųᲫ̾
Į75$ǳȍǯǿȸὲųųųųᲫ̾
Ĭ

ĭ

Į

ƦƷ˂ƷೞᏡ
ŠᚾƠᯚǒƠƴƭƍƯ
=ȢȋǿȸȜǿȳ?ǛƠዓƚƯƍǔ᧓ŴЦƴ᧙̞ƳƘᩓ܇᪦ƷǢȩȸȠƕᯚǓǇƢŵᲢˬƠŴȩǸ
ǪƷ̅ဇɶƸᨊƖǇƢŵᲣ

ŠȐȃǯȩǤȈƴƭƍƯ

Ჰ ǢȩȸȠǛഥǊǔƴƸ
ǢȩȸȠǛഥǊǔƴƸᲬᡫǓƷ૾ඥƕƋǓǇƢŵ
ƂǢȩȸȠǛܦμƴഥǊǔƃ
=ǢȩȸȠǹǤȃȁ?Ǜ᳀᳀ƴƠƯഥǊǇƢŵ
ŪǢȩȸȠȞȸǯųųųƕෞƑǇƢŵ
ƂኖᲯЎࢸƴϐࡇǢȩȸȠǛᯚǒƢᲢǹȌȸǺೞᏡᲣƃ
=ǹȌȸǺᲩȩǤȈȜǿȳ?ǛƢƱǢȩȸȠƕഥǇǓŴኖᲯЎࢸƴϐƼᯚǓЈƠǇƢŵ
ŪǹȌȸǺɶƸǢȩȸȠȞȸǯųųųƕໜ๒ƠǇƢŵ
ŪǹȌȸǺೞᏡƸ˴ׅưǋጮǓᡉƢƜƱƕưƖǇƢŵ
ǢȩȸȠƸኖᲯЎ᧓ưᐯѣႎƴഥǇǓǇƢŵᲢǪȸȈǹȈȃȗೞᏡᲣ
ƜƷئӳŴǢȩȸȠȞȸǯųųųƸᘙᅆƞǕƨǇǇƱƳǓŴ፻ଐƷǢȩȸȠЦƴϐƼǢȩȸȠƕ
ᯚǓǇƢŵ
èǢȩȸȠɶƴ=ǢȩȸȠЏஆǹǤȃȁ?ưǢȩȸȠ᪦ǛЏஆƑƯǋŴǢȩȸȠ᪦ƸЏǓஆǘǓǇƤǜŵ

ŠᐯѣӖ̮ƴƭƍƯ
ҜЭᲬƔǒ᧓ƝƱƴŴᐯѣưᩓඬӖ̮ǛᘍƍǇƢŵ
Ӗ̮ƴыƢǔƱྵנᘙᅆƠƯƍǔЦŴଐ˄Ǜ̲ദƠǇƢŵ

ŠᩓඬǛӖ̮ưƖƳƔƬƨئӳ
Ძ ᩓඬǛѣưӖ̮ƞƤЦŴଐ˄ǛӳǘƤǔ
ųųЦᘙᅆƷཞ७ư=Ӗ̮Ȝǿȳ?ǛƠƯƘƩƞƍŵแᩓඬƷӖ̮ǛڼƠǇƢŵ
ųŪӖ̮ཞ७ƴƭƍƯƸŴЭžᲨЦǛӳǘƤǔſǛƝᚁƘƩƞƍŵ
ųŪƏǇƘӖ̮ưƖƳƍئӳƸஜ˳ƷӼƖǍئǛƔƑƯŴǋƏɟࡇӖ̮ƞƤƯƘƩƞƍŵ
ųųƝ̅ဇɶƴӖ̮ȞȸǯųųųƕᘙᅆƞǕƳƍئӳƸŴ̅ဇئƷӖ̮ཞ७ƕᑣƘƳƍƜƱƕ
ųųᎋƑǒǕǇƢŵ
ųŪᛇƠƘƸКኡųᩓඬǯȭȃǯƴƭƍƯųǛƝᚁƘƩƞƍŵ
ųųǇƨŴ᧓ٸƸଷ᧓ƴƘǒǂƯӖ̮ཞ७ƕᑣƘƳǓǇƢƷưŴଷ᧓ƴӖ̮ưƖƳƔƬƨئӳưǋ
ųų፻ଐǇưƴᐯѣưӖ̮ưƖǔئӳƕƋǓǇƢŵ

Წ ѣưЦŴଐ˄ǛӳǘƤǔ
ųųᩓඬǛӖ̮ưƖƳƍئӳƸŴѣưЦŴଐ˄ǛӳǘƤƯƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
 ЦᘙᅆƷཞ७ư=ЦᲩଐ˄ӳǘƤȜǿȳ?ǛᲬᅺˌɥƠዓƚƯƘƩƞƍŵ
 =ЦᲩଐ˄ӳǘƤȜǿȳ?ǛƢƝƱƴŴɦƷǑƏƴƴᘙᅆƕໜ๒ƠǇƢŵ
 =ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ưଐ˄ǍЦǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
Ū=ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ǛƠዓƚƯƍǔ᧓ƸଔᡛǓƠǇƢŵ
ŪኖЎˌɥ=ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ƕƞǕƳƔƬƨئӳƸŴᐯѣႎƴ᳕ᡫࠝᘙᅆ᳗ƴЏǓஆǘ
ǓǇƢŵų
ᲶᘙᅆᢿᲸ

᳕࠰ӳǘƤᘙᅆ᳗
ų=ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ư࠰ǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ų࠰ƸᲬᲪᲪᲪ࠰᳸ᲬᲪᲳᲳ࠰ǇưӳǘƤǒǕǇƢŵ
ų୴ଐƸᐯѣႎƴӳǘƤǇƢŵ
᳕உᲩଐӳǘƤᘙᅆ᳗
ų=ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ư
ଐ˄ǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ

ų୴ଐƸᐯѣႎƴӳǘƤǇƢŵ
᳕ЦӳǘƤᘙᅆ᳗
ų=ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ưЦǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ų=ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ǛƠƨქ᧓ƴŴ
ᅺᘙᅆƸ
ųᲪᅺƴȪǻȃȈƞǕǇƢŵ
᳕Ჩ᧓Сᢠ৸ᘙᅆ᳗
ų=ᡶǉȜǿȳᲩǔȜǿȳ?ư᧓СǇƨƸ᧓С
ųǛᢠǜưƘƩƞƍŵ

ų
 ኳʕƠǇƠƨǒŴ=Цଐ˄ӳǘƤȜǿȳ?ųǛƠƯ=ᡫࠝᘙᅆ?ƴЏǓஆƑƯƘƩƞƍŵ

=ǹȌȸǺȜǿȳ?ǛƢƱᘙᅆᢿƷȐȃǯȩǤȈƕໜ໊ƠŴȜǿȳǛ્ƠƯƔǒኖᲯᅺ᧓ໜ໊ƠǇƢŵ

ŠΪᩓ൷Ʒᩓ൷ЏǕʖԓᘙᅆƴƭƍƯ
Ϊᩓ൷ƷസƕݲƳƘƳǔƱ=ϋᔺΪᩓ൷സᘙᅆ?ƕųųǛໜ๒ƠƯƓჷǒƤƠǇƢŵᩓเǛϋᔺΪ
ᩓ൷ư̅ဇƠƯƍǔئӳŴໜ๒ࢸƸኖଐ᧓ᚘᘙᅆƷǈƕѣƖŴȩǸǪŴȩǤȈŴ᩼ࠝဇȖǶȸƸ̅
ƑǇƤǜŵ
èΪᩓ൷ƷࣱឋɥŴໜ๒ǛڼƠƯƔǒƠƹǒƘƢǔƱŴෞ໊ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ŠᐯѣӖ̮ǛഥǊǔƴƸ
ųƜƷᚘƴƸᐯѣӖ̮ǛഥǊǔೞᏡƕƋǓǇƢŵ
ųᲢᛚӖ̮Ʒ᧸ഥǍᚨܭЦǛƣǒƠƯƓ̅ƍƴƳǓƨƍئӳሁƴƝ̅ဇƘƩƞƍŵᲣ
 ЦᘙᅆƷཞ७ư=Ӗ̮Ȝǿȳ?ǛŴß᳀᳀àƕᘙᅆƞǕǔǇưᲲᅺˌɥƠዓƚƯƘƩƞƍŵ
 ЭžŠᩓඬǛӖ̮ưƖƳƔƬƨئӳ ѣưЦŴଐ˄ǛӳǘƤǔſƴƠƨƕƬƯЦǛӳǘƤ
ƯƘƩƞƍŵ
ŪƜƷೞᏡǛᚨܭƠƨࢸǋ=Ӗ̮Ȝǿȳ?ǛƢƱӖ̮ǛᘍƍǇƢŵƦƷࢸᐯѣӖ̮ƸƠǇƤǜŵ
ŪƜƷೞᏡǛᚐᨊƢǔƴƸŴ=Ӗ̮Ȝǿȳ?ǛŴßᳩ᳨àƕᘙᅆƞǕǔǇưᲲᅺˌɥƠዓƚƯƘƩ
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ご使用方法（1／2）

■乾電池（別売り）を使う

（ 製品により外観等が異なりますが、操作は同じです。）

１．はじめに
本製品の安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みの上、ご使用ください。
製品によって、液晶画面に透明シールが貼ってあります。シールをゆっくりはがしてください。
（このとき静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。）

２．各部の名称
ライトボタン

ON

進むボタン／
戻るボタン

進む
戻る

LEDライト

※ 乾電池の残量についての電池切れ予告表示はありません。乾電池でご使用の場合でも、内蔵充電池の残量が
少ないときには、内蔵充電池の電池切れ予告を表示します。
※ 乾電池から携帯電話／スマートフォンへの充電は出来ません。

ACアダプターを [DCジャック] にしっかりと差し込んでください。
●ACアダプターは専用のアダプター（品番：ZZ262A）をご使用ください。

アラームスイッチ

OFF

※ ＋－を間違えないでください。

③ [裏ふた] を閉めてください。

■ACアダプター（別売り）を使う

音量ボタン（ラジオ用）
スヌーズボタン

① 製品の裏面にある [裏ふた] を開けてください。
② 別売りの単3アルカリ乾電池３個を＋－の向きに
注意し、正しく入れてください。

※ 乾電池とACアダプターが併用されている場合、ACアダプターが優先されます。
※ 内蔵充電池を充電することができます。（充電時間は、約5時間です。）

■電源を選択する
[電源切替スイッチ] で電源を選択してください。

アラーム切替
スイッチ

ラジオ
電子音

ラジオスイッチ

充電池
手回し

乾電池
（

（内蔵充電池）

イヤホンジャック

！

注意：乾電池が入っていないと動きません。）

※ACアダプターまたはUSBで接続してご使用の場合は、 [電源切替スイッチ] がどちらでもお使いになれます。

選局ボタン

AM／FMボタン

４．LEDライトを使用する

［ 正面 ］

① [電源切替スイッチ] で電源を「充電池 手回し」または「乾電池」に合わせてください。
② [ライトボタン]を押すとLEDライトが点灯します。

月／日

現在時刻

（ラジオ周波数⇔アラーム時刻）

受信
マーク

充電ランプ
充電ボタン

５．非常用ブザーを使用する
① [電源切替スイッチ] で電源を「充電池 手回し」または「乾電池」に合わせてください。
② [非常用ブザーボタン] を押すとブザーが鳴ります。もう一度押すとブザーが止まります。
※ 非常用ブザーの音量は調節できません。

［ 液晶画面 ］
FMアンテナ

非常用
ブザーボタン

曜日

内蔵充電池
残量表示

※充電用コード、USBコネクター❶❷
を収納することができます

ハンドル
リセットボタン

USB端子

時刻／日付
合わせボタン

（USB Ｍicro B型
入出力端子）

収納部

DCジャック

受信ボタン
モニターボタン

裏ふた
［ 裏面：裏ふたを開けた状態 ］

！

注意

電源切替スイッチ

LEDライトを直視したり、目に向けて照らさないでください。目を傷める恐れがあり、危険です。
ブザーは非常に大きな音が鳴ります。
・耳の近くで使用しないでください。
・非常時以外の時に使用すると近隣の方々へご迷惑になります。ご注意ください。

６．ラジオ（モノラル）を聴く
① [電源切替スイッチ] で電源を「充電池 手回し」または「乾電池」に合わせてください。
バンド
② [ラジオスイッチ] をＯＮにください。
・液晶画面にバンド、周波数が表示されます。
※ 初めてお使いの場合、FM76.00MHzにセットされています。

周波数

③ [AM／FMボタン] でAM、FMを選択してください。
④ [選局ボタン] の＋、－を押して聞きたい放送局を選択してください。
・ボタンを１回押すごとにAMは9kHzずつ、FMは0.05MHzずつ周波数が変わります。
●1秒以上押し続けると早送りになり、受信状態の良い放送局に合わせます。（自動選局機能）
・早送りの途中でもう一度押すと、早送りを停止します。
※電波の受信状況が悪く受信できない場所では自動選局は自動的に停止しません。
その場合 [ 選局ボタン] を押して停止し、電波状況の良い場所に移動してください。

３． 電源について

⑤ [音量ボタン] の＋、－を押して音量を調節してください。

本製品の電源は、内蔵充電池、乾電池（別売り）、ACアダプター（別売り）の3つから選べます。
内蔵充電池への充電は、USBで接続、ハンドルを回す、ACアダプター（別売り）を使用の３つの
方法があります。尚、初めてご使用になる場合は、必ず内蔵充電池へ充電を行ってください。
●各機能の持続時間の目安（持続時間は各機能を単独で使用した場合の目安です。）
乾電池
約3年
約35時間
約60時間
約9時間

【条件】
内蔵充電池…フル充電の状態
ハンドル …1秒間に2回転のペースで約2分間
回した状態
乾電池
…新品の単3アルカリ乾電池3個を
使用

■良い受信状態で聴くには
●ＡＭ放送の場合
本体を最も良く受信できる方向に向けてください。
●ＦＭ放送の場合
「FMアンテナ」を伸ばし、アンテナを最も良く受信できる方向に向けてください。
アンテナの向きを合わせる際、アンテナの根元で指を挟まないようにご注意ください。
！
アンテナを動かすとき、先端部分を強く動かすと破損する場合がありますので、注意して
ください。
注意

機能
内蔵充電池
ハンドル
時計のみ
約1年
約8日
ラジオ(音量8)
約12時間
約15分
ＬＥＤライト
約20時間
約25分
非常用ブザー
約3時間
約5分
携帯電話／
約20～30％を
通話：約2分
スマートフォン
充電
待ち受け：約30分

※ラジオを使用中に [非常用ブザーボタン] 、[充電ボタン] を押すと一時的にラジオは中断します。

■イヤホン（別売り）で聴くには

※ 携帯電話／スマートフォンは2012年現在です。

■内蔵充電池をUSBで充電する
① 付属の「充電用コード」と「USBコネクター❶」を下図の通りに接続してください。
（※必ずタグ側を「USBコネクター❶」に接続してください。）
お使いのUSB端子のついた機器に接続してください。自動的に充電が開始されます。
・充電が開始されると、液晶画面の［内蔵充電池残量表示］が表示されます。

【USB機器へ】

市販のステレオイヤホン（3.5mmミニプラグ）を「イヤホンジャック」に接続することでラジ
オを聴くことができます。（ラジオの出力はモノラルです。）
※モノラルイヤホンもご使用いただけますが、音量が小さくなります。

７．携帯電話／スマートフォンなどへ充電する。
① 付属の「充電用コード」のタグがない側を本体の[USB端子]に
［本体：USB端子］
接続してください。
② 携帯電話／スマートフォンなどを下図の通りに接続し、[充電ボタン]を押してください。

［ USB端子 ］

タグ

② [内蔵充電池残量表示]がフル充電状態で停止すると、充電完了です。
③ 充電終了後は「充電用コード」をはずしてください。 [内蔵充電池残量表示]が消えます。
※USB経由で充電時間は約4時間です。
（ラジオ、ライト、ブザーを使用しない場合）
※内蔵充電池の性能の低下により、長時間充電をしてもフル充電の表示にならないことがあります。
※ご使用の機器によってはUSBから充電できない場合があります。

携帯電話／スマートフォンなどへの接続

USB充電対応の携帯電話、スマートフォンなどへの充電には付属の「USBコネクター❷」を
ご使用ください。
※USBコネクター❷とUSB充電対応機器をつなぐ際は、市販のUSBケーブルをご使用ください。
※USB充電対応機器によっては、付属の「充電用コード」
（USB Micro B型）を接続できる機器もあります。
※入力電圧や出力プラグの形状、その他の理由で充電できない場合があります。
USBコネクター❷

100 %
フル充電

充電中は繰り返します。

●充電中はラジオ、非常用ブザー、ライト、時計をご使用いただけます。

USB充電
対応機器

タグ
（市販USBケーブル）

USB充電
対応機器

（※Micro側）

タグ

USB Ｍicro B型

・約2秒後、液晶画面に [内蔵充電池残量表示] を表示し、充電を開始します。

■ハンドルを回して内蔵充電池を充電する
① [アンテナ] を収納状態にして、ハンドルを引き起こしてください。
② ハンドルを回すと内蔵充電池に充電されます。
・片方の手で本体をしっかりと握り、もう片方の手でハンドルのつまみ部分を握ってハンドルを
回してください。
・回し始めはゆっくりと、そのあと1秒間に2回転のペースで
ハンドル
どちらか一方に
ハンドルを回転させてください。
ハ回す
●発電中は「充電ランプ」が点灯します。
●ハンドルに負荷がかからないように、ハンドルは一方向に回し
①
てください。無理な力をかけると破損する場合がありますので
②
ご注意ください。
※ハンドルを早く回すと内蔵充電池の性能が低下する場合があります。

●ハンドルを止めると液晶画面に数秒間、残量が表示されます。
ハンドルを止めた直後は、充電量が不十分でも残量が高く表示
されることがあります。

[充電ボタン] を押してください。
・約2秒後、液晶画面に [内蔵充電池残量表示] が約12秒間表示されます。

（図のように変化します。）
100～70％

70～30％ 30～10％

100～70％

70～30％ 30～10％

10％～

ゼロ

（ 液晶画面：図のように変化します。）

※[内蔵充電池残量表示]が消灯（約12秒）して充電しない場合は、それぞれ以下の操作を実施し
て再充電を行ってください。
・「[内蔵充電池残量表示]が表示されるまで充電ボタンを押し続けてください（約５秒）」
・「コードの接続を逆に（タグ側を本体に接続）して充電を開始させてください」
③ 内蔵充電池の残量がゼロの表示になると終了です。
④ 充電が終了しましたら「充電用コード」をはずしてください。
・内蔵充電池がフル充電でも、スマートフォンに100％充電することはできません。
（機種により充電量は異なります。）

＜携帯電話／スマートフォンへの充電についてのご注意＞

■充電池の電池残量を確認する

充電ボタン

充電ボタン

10％～

※ 内蔵充電池は性質上、長期間ご使用にならないと寿命が短くなったり、使用できなくなることがあります。
半年に1回、必ず充電してお使いください。また、充電と放電（ラジオを使用するなどによる消費）を繰り返し
ていくうちに性能が低下します。尚、本製品の充電の使用限度は約500回までです。

※ 本製品は携帯電話／スマートフォンの一部機種に対応できない場合があります。
※ 本製品はハンドルを回して直接の充電はできません。携帯電話／スマートフォンへの充電は、内蔵充電池から
行います。
※ 充電用コードはケーブル部分をつかんで、差したり抜いたりしないでください。
※ 携帯電話／スマートフォンの電池が完全に放電しきった状態では充電が出来ない場合があります。
※ 携帯電話／スマートフォンの電池残量が半分以上残っている場合、充電できない場合があります。これらの
電池残量が半分以下になってから充電してください。
※ 携帯電話／スマートフォンの充電池の状態によっては充電できない場合があります。
※ 携帯電話／スマートフォンの充電状態は、携帯電話／スマートフォン側で確認してください。
※ 詳細は、弊社ホームページをご参照ください。
※ 万一、本機の使用により生じた携帯電話／スマートフォンのデータの消失、機能障害、および逸失利益または
第三者からのいかなる請求に対しても、当社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
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ųȷᘙᅆᢿƷǷȸȫǛƸƕƠƨǓŴʑƍƨࠋƳƲưਚƍƨƱƖ
ųȷਦƳƲư෩ȑȍȫǛƠƨƱƖ

̅ဇئƴƭƍƯ

ƓλǕƴƭƍƯ

ɦᚡƷǑƏƳئưƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵᚘǍᩓ൷ƷԼឋƕᄩ̬ƞǕƳ
ƘƳǓŴችࡇɧᑣǍᩓ൷ЏǕǛឪƜƢƜƱƕƋǓǇƢŵǇƨŴஜᙌԼƸಅѦဇ
ưƸƋǓǇƤǜŵ
ŪภࡇƕéˌɥƴƳǔǍႺݧଐήƷ࢘ƨǔŵ
Ტ̊ᲣٳދŴǇƨƸଡ଼֥φƳƲƷ༏Ǎ້ൢƴᡈƍŵ
ŪภࡇƕéˌɦƴƳǔŵ
ųȗȩǹȁȃǯᙌƷᢿԼǍᩓ൷ƕэ҄ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ŪƪǓȷǄƜǓƷٶƍŵ
ųᆰൢɶƴᑈƍɥƕƬƨƝǈƕഫǍໜƴਬǇǓŴᚘƕഥǇǔƜƱƕƋ
ųǓǇƢŵ
ŪٻȆȬȓȷǹȔȸǫȸƷƦƹǍŴࢍƍᄬൢƷƋǔŵ
ųᄬщƷࢨ᪪ưŴᡶǈȷǕƕဃơƨǓŴᚘƕഥǇǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
ŪෘܴƳƲൢƕٶƍŵǇƨŴ൦ƕƔƔǔǍь֥ƷᔕൢƕႺ࢘ƨǔ
ųǑƏƳŵ
ŪਰѣƷƋǔŵɧܭܤƳŵ
ŪئŴӨƳƲŴٶƘƷǛ̅ဇƢǔŵ
ųᩤཞƴƳƬƨЎƕᚘƷഫƳƲƴ˄ბƠŴᚘƕഥǇǔƜƱƕƋǓǇ
ųƢŵ
ŪȓȋȸȫኒእƷُŴཋƳƲƷɥŵ
ųُǍཋŴƓǑƼᚘƕ൲ǕƨǓͻǉƜƱƕƋǓǇƢŵ
ŪภࡇǍࡇƷ҄٭ƕນƠƍŵ
ų݊ƍƔǒଡ଼ƔƍǁƷᆆѣƳƲƴǑǓŴኽᩧƕဃơǔƜƱƕƋǓǇƢŵ

ŪǛฌੈƢǔƱƖƸŴƬƨŴǍǘǒƔƍࠋưƾƍƯƘƩƞƍŵ
Ū൲ǕƕƻƲƍƱƖƸŴ൦ưᕓǊƨɶࣱඹдǛݲŴǍǘǒƔƍࠋƴ
ųԃǇƤƯƾƍƯƘƩƞƍŵƦƷࢸŴǍǘǒƔƍࠋưʑƿƖƠƯƘƩ
ųƞƍŵ
ŪƓλǕƷᨥŴșȳǸȳŴǷȳȊȸŴǢȫǳȸȫŴᄶƖብŴӲᆔȖ
ųȩǷƳƲƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵǇƨŴൈᖓдŴȘǢǹȗȬȸƳ
ųƲƕƔƔǒƳƍǑƏƴƠƯƘƩƞƍŵ٭ᑥƠƨǓŴͻƕ˄ƘऀǕƕ
ųƋǓǇƢŵ

ஜᙌԼƸŴȆȬȓǍȩǸǪƱӷಮƴᩓඬǛӖ̮ƢǔǋƷưƢŵƝ̅ဇƷᨥƸ
ưƖǔƩƚŴᩓඬǛӖƚǍƢƍᆸᨥƳƲƴƓƍƯƘƩƞƍŵƳƓŴͅټŴ
᧓࠘ŴཋƷࢨ᪪ƳƲŴഏƷǑƏƳؾவˑưƸദᄩƴӖ̮ưƖƳƍƜƱƕ
ƋǓǇƢŵئǛ٭ƑƯƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
ŪȓȫƷɶŴȓȫƷ᧓Ŵעɦ
Ū᭗ןዴŴȆȬȓذŴᩓƷዴƷᡈƘ
ŪȆȬȓŴϬᔺࡉŴǨǢǳȳŴᆰൢฌೞŴȑǽǳȳŴȕǡǯǷȟȪƳƲƷ
ųܼᩓᙌԼǍ1#ೞ֥ƷᡈƘ
ŪʙྵئŴᆰลǍʙؕעƷᡈƘŴʩᡫƷٶƍƳƲŴᩓඬᨦܹƕឪƖ
ųǍƢƍ
ŪʈǓཋƷɶᲢᐯѣŴᩓŴᘍೞƳƲᲣ
ŪǹȁȸȫதƳƲŴޓᙌƷܼφƷɥǍᡈƘ
ŪƦƷ˂ŴᩓඬȎǤǺǛႆဃƞƤǔǋƷƷᡈƘ
èᩓඬǛӖ̮ưƖƳƍئӳƸŴϋᔺǯǪȸȄƷችࡇưѣ˺ƠǇƢŵ
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