
AM/FMポ ケットラジオ

型番 :RAD―F404W/K/R/Y

取扱説明書(保証書付)

:  ご使用の前 に  :

:こ のたびは、お買い上げいた :

:だき、まことにありがとうご
:

:ざいます。         :
この取扱説明書 (保 証書 付 )

を、お読みのうえ、正 し<安

全にお使い<ださい。

なお、 この取扱説明書 (保 証

書付 )は 、大切に保管 し、必

要なときにお読みください。

電気製品|よ 正しく取り扱うことによって、安全にお使い

いただけ訂 。

間違つた使し向 よ火災や感電による人身事故につながる

ことがあります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの

上 正L/C安全にお使いください。
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この表示の注意事項を守らなかつた場合、けがをしたり、家

財に損害を与えたりする可能性があることを示しています。

本機は防滴・防塵仕様ではありません。湿気やほこりの多
い場所、油煙や湯気のあたるところには置かないで<ださ
い。故障の原因となることがあります。

窓を閉め切つた自動車の中や直射日光が当たる所、8髪房器
具のそばなど、異常に高温になる所に置かないでくださ
い。故障及び火災の原因となることがあります。

指定以外の乾電池は使用しないで<ださい。また新しい電
池と古い電池を混ぜて使用したり、種類の異なる電池

(la」 :アルカリとマンガン)を一緒に使用しないで<ださ
い。乾電池を入れる際、プラス←)とマイナス←)の表示通
りに入れてください。電池の破裂、液もれにより火災、け
が、周囲汚損の原因になることがあります。

イヤホン使用時、耳を刺激する様な大音量で間き続けた
り、または、急に音量を上げたりすると聴力障害などの原
因となることがあります。
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1取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従つた使用状態で、保証期間内に故障した
場合のみ無料修理いたします。
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51本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

③ ☆印欄に記入のない場合は無効となりま
すので、必ずご確認くださしヽ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件
のもとにおいて無料修理をお約束するもの
です。

※この保証書によつて保証書を発行している
者(保証責任者)、 及びそれ以外の事業者
に対するお客様の法律上の権利を制限す
るものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の
場合は、お買上げの販売店または弊社修
理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容
は、保証期間内のサービス活動及びその
後の安全点検活動のために記載内容を利
用させて頂く場合がございますので、ご了承
ください。 撃:;し71j」

隣し::5言,lLlキ 1會11片」(1]1455
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http://www.ohm¨ e:ectric.oo.ip

修理に関するご相謝まML‐相談センターヘ

048■92-3970平 日900～ 17:00

商品名 :AM/FMポ ケッ トラジオ ★お買い上げ日   年  月  日

型番 :RAD― F404W/K/R/Y 保証期間:本体1鋼間(お買い上げ日から)

★お名前

★ご住所 (〒   ―   )

この表示の注意事項を守らなかつた場合、死亡また

は、重傷を負う可能性のあることを示しています。

●
雑

● 乾電池は、充電しないで<ださい。電池の破
裂、液もれにより、火災、けがの原因となり
ます。

● 車、バイクの運転中はイヤホンでの使用や、
操作をしないでください。また、歩行中に間
く場合、周囲の交通に十分注意してください。
交通事故などの原因となります。 ′

屋タト使用中に雷が鳴り出したら、すぐにアン
テすをたたんで使用を中止してください。落
雷の原因となります。

分解・改造は、絶対にしないでください。機
器に金属物が入ると、やけどや火災、故障の
原因となります。



ロッドアンテす

電源

FM・ AM切 替レバー

LED

スピーカー

本体背面の電池フタを下にスライ ドさせて開

きます(右図参照)。

電池ボックスに単4形乾電池2本 (別売)を入れ

ます。電池ボックス内に表示されているプラス

0、 マイナス←)の極性通りに正し<入れてく

ださい。

電池フタを①と逆の手順で閉めれば完了です。

ラジオを長時間ご使用にならないときは、電池の

液もれを防ぐために電池を取り出して<ださい。

万が一、液もれし、液が体についたときは、水で

よく洗い流して<ださい。

また、電池はネックレスなどの金属物と一緒に保

管しないでください。

※アルカ リ乾電池のご使用をおすすめ しま

す。マンガン乾電池、充電式乾電池では使

用可能時間が短<なります。

① 切替レバーでAMか FMの選択をすると電源が入ります。

② ボリュームダイヤルを回し、音量を調節します。

③ 同調ダイヤルを回し、お間きになる放送局に合わせます。(同 調すると

LEDが点灯します。)

④ 電源を切る時は切り替えダイヤルをOFFに します。

■AM放送を聞くとき

本体を放送が一番良<受信できる方角に向けて<ださい。

■FM放送を間<と き

ロッドアンテすを伸ばして、放送が一番良<受信できる方角に向けて<ださ
い 。

■音声について

,本機はモノラル受信機です。ステレオ音声にはなりません。
・本機は 丁∨放送は受信できません。

※」本機を他のラジオやテレビなどの電気機器や携帯電話の近<で使用する

と、互いに干渉しあつて雑音が入ることがあります。
※ 2建物や乗り物の中では電波が弱まり、間こえに<<なることがあります。

できるだけ窓際でお使いください。                   」

本体イヤホンジャックにイヤホンのプラグを接続して

ご使用<ださい (接続時は音量を下げて、耳に負担の

ない音量に徐々に上げてください)。

イヤホン使用時はスピーカーから音は出ません。

☆受信周波数… AN/1i530～ 1 605kHz
FMi76～ 90MHz

★アンテナ… AM:内蔵バーアンテナ

FMiロ ッドアンテナ

★電源…・DC3∨ 単 4形乾電池 2本使用 (電池別売 )

★電池持続時間… AM放 送受信0寺 :約 60時間

FM放送受信時 :約 500寺 間

(アルカリ乾電池使用、イヤホン使用、音量中程度の場合)

★外形寸法… 巾冨50× 高さ 125× 奥行き 185(mm)
★質量… 約 79g(乾電池含まず )

★付属品… イヤホン 1個

通常は、柔らかい布でからぶさしてください。汚れが

ひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を少し含ませてお

ふき<ださい。(シ ンナー・ベンジン アルコールは本体

をいためる可能性がありますので使わないでくださ

い)。

●調子が悪いときは、修理を依頼される前に、この取扱説明
書をよ<ご覧になり、正し<使われているかお調べくださ
い。それでも調子が悪いときは、お買上店またはオーム電
機修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたしま
す。

●保証期間が過ぎた場合は、修理によって機能が維持できる
場合は、お客様のご要望により有償で修理させていただき
ます。
お買い上げ店、またはオーム電機修理ご相談センターまで
ご相談ください。

販売元:◎劉 Nゝ 株式会社オーム電機
〒342-8502埼 玉県吉川市旭 3… 8

http://www.ohm― electric.oo.ip

修理に関するご相談は 修理ピ相談センターヘ

電 話 1048-992‐3970平 日900～ 17100

受付 1土口日・祝日及び年末年始は除きます

製造 元 :株 式会 社 住 本 製作 所
〒675…1325兵庫県小野市樫山町大崎 1455

製品に関するお問い合わせは 樹劃陳相談室ヘ

●通話料無料 ●携帯・P口 公衆電話からは
0120‐ 963…006  o48… 992…2735

話
付
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平日 91Ю～1730 鯉 9:00～ 17101

日・祝日及び年末年始1朧 ます
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大きい同調ダイヤル

大きい
ボリユームダイヤル

電池フタ

ストラップ用フツク
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