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AM/FM/SWl～ loハンデイたんばラジオ

覺芍饒颯瑣憑仁霙礫 取扱説明書

詢饒褪珀隕仄隆掏冤又顆」肱鯰渡茫彊 !

蜀颯蟷囃彪務は

このたびは、AudioComm八 ンデイたんぱラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうこざい

ました。この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。
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■ ■ |■|||■ |‐1    安 全 上 の こ 注 意 ■ ||■■ ■ |■||■■ ■ ■

製品を安全にこ使用いただくため、この「安全上のこ注意」をこ使用の前によくお読みください。

※ACアダプターにつしヽての項目は、別売のACアダプター軒 社呈香0331]3)こ使用時の注意事項です.

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお1吏いいただき、あなたや他の人々への危害や員オ産への

損害を未然に阻止するためにしヽろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから、本文をお読みくださしヽ。

※この製品の故障、誤動作、不具合などによつて発生 した附属的損害補償につきま しては、当社は

一切その責任を負いませんので、あ らか じめこ了承 ください。
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△記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

(左 図の場合|よ感電注意が描かれています。)

●記号は、禁上の行為であることを告げるものです。

(左 図の場合は分解禁上が描かれています。)

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

(左図の場合ACア ダプターをコンセントから抜く、が描かれてい志す。)



敬 片

=□

異常の時にプラグを
コンセントから

抜く

0煙 が出ている 夏なにおいや音がする

などの異常■■のまま使用すると火災

感雷の原
=に

なつます .

すぐに機器本体●電Fス イッチを切 り

必ずACア タプターをコンマントから,
しヽてくt亡 し)・

[が 上下くらる0を l■ 認して販売店に

し三を'ifし てください・

接触禁止

感電に注意

●雪が鳴り始めたらアンテナやACア タフ

ターに触れないでください。

感電の危険があります.

水が入つた場合は
プラグを

コンセントから
抜く

^ぎ
に小

=と
も`入つた場合 よ ACア タ

フ,― をニンセン ト「Jら 板いて販売店

ここ運■ くtさい .

そ,Fま 使用すると 1/■  感電の原因

ときります

禁 止

0表示さllた電源電圧交演
'00●

1'卜 以

外の電圧て,■ しき
'て

くtさし1.

t,t i電
'「

三とヽ
'F,,

コンセントから
抜く

0機器の内部に異夕||′、=■ ==5 
■3

アダブターをコし′七レ ■
=:F_て

;テ

■■ 三こifく t■  ,

そのテ .‐ ●・lす ると,1■  3毛の原こ

となります .

水か

'票
止

●浴室やシヤフー室て

'使
用 し

`t',
浴室やシヤワー

=な
と 湿度の言いと

ころや水 よにのある場PIで は■馬 しな

いでください.

火災や感電の危険があります。

分解禁止

0本体を修理 改造 しないでください。

,t災  感電の原因となります。

票 止

OACア タ
',一

二―ヽ

'I二
重 t'そ

らないようにしてくたこ_|・

コー ドに傷がつしヽて ,ti i電 つ原

因となります.

]― ドの上を敷物などで覆うことによ

り そ■に気付かす 重いものをのせ

てしまうことがあります。

禁 止

●こ
=→

≡Z二月できるの ま日本国内の

自ヨ=「 =●
■との直流DC電源によ接

すしヽ_て くモきo■

1■ |● 三二七Iう ます.

コードを交換する

OACア タ

',―
コー ■●IFI.■ 31■■

の正出 断ξIと
=売

三また ま丼t'多

理lTに 交換を■'「 手くたさし1,■ ■
「

言I書規定にEづ き ■償また ま有■に

て交換しヽたします .

そのまま使用すると,(■ 感電の原医

となります.

●ACア タプターコードを傷つけたリ カロ

エしたり 無理に詢ザたり ねじつたり

言っ張つたリ カロ熱したりしなしヽでく

ださい。コードが破損して火災 感霞

の原因となります。



禁 止

●調理台や加湿器のそばなど
'由

煙や湿気

が当たるような場所に置かないてくた

さい。

人災 感電の
「

困となることがあつま プラクを
コンセントから抜く

0お手入れの際には安全のためACア ダプ

ターをコンセン トか ら抜き 乾電池を

取り外 してください。

感電の原因とtJる ことがあります。

0く らつしit台 ,I→
=_■

環■Ъこス

安定さ,テ こ董
'卜

してくモtt｀ .

落ちたり 倒llた りして すがの

「

医と

なることがあります.

禁lt

0澪 llた手でACア タプターを振き差 しな

いでくださしヽ .

感電の原因になることがあります。

●ACア タプターを抜 くとき ま コー ドを

引つ張 らないてください .

コー ドが傷つき 火災 感電の原□に

なることがあ ります。必ずアタプター

本体を持つて抜いてください。

●ACア タプターを熱器具に近付け .・ しヽで

ください。

コー ドの被
=ヽ

くか溶けて 大災 感電

の原因となることがあります。

0窓 を開め切 つた自動車の中や直射日光

が当たる I.a所 など 異常に温度が高 く

なる場所に放置 しないてくださしヽ

キャビネッ トや5品 に悪し影 響を与え

火災 感電の原因となることがあ りま

プラグを
コンセントをから

抜く

●●動させる場合は 必OACア タプター

をコンロン トか ら抜き イヤホンを外

してから行つてください.

]― ドが傷つき 火災 感電の原国に

なることがあります.

必ずACア タプター本体を持つて,t'て

●湿気やはこりの多い場所に置かないで

くださしヽ

火災 感電の原因となることがありま

す。

アンテナに注意

を坂● してくモ
=_.

そのまま■
=違

●●
=こ

アンテすが弓
つ掛かつたりして,tl■ 言三こなるこ
とがあります.

音量 Iよ小さく

●電源を入れる前には 言量■ り■―ム

を最小にしてください .

突然大きな音が
=て

 薫力珪言などの

原因になることがあります.

乾電池の電極性
に注意

●電池を機器内にF入する与全 竜七表

示
`フ

ラス+と マイテスーつ■き |こ 注

意 し 表示通り正 しく入れてくださし` .

間違えますと電池の破裂 液もれによ

り 火災 けがや周囲を汚揮する原因

となることがあります。
音量に注意

●イヤ六ンをこ使用 になる時には 言董

を上 ナ過ぎないようにこ注意ください .

耳を刺激するような大きな音量で長時

間続けて聴 くと 聴力 に悪い影響を与

えることがあります.

禁止

●指定以外の乾電池は使用しないてくだ

さい。また 新しい電池と古い電池

アルカリとマンガンrdど 種準の異なる

電池を一緒に混ぜて使わないでくださ

い。乾電池の破裂 液もれにより 人

災 けがや周円を
'ξ

損する原因となる

ことがあります。

プラグを
コンセントから

抜く

●旅行などで長時間本機をこ使用になら

ないときま 安全のために必ず ACア
タプターをコンセントからすき 乾電

池も取リタ|し てください.

火災 液もllの原コとなることも|● つ

ます。



電源について

△ ,主 員蒙  裂匡?#了Tと笛ξ(抜
き差ししたり電池を出し入れするとき|よ、電源が切れた

家庭用コンセントで費う●は(印表OACアダプタ
=を

使用〉||■ |‐ ■||||||■|
●号売■●3ア タプターを、本機側面にある外部電源入力端子へ接続した後、家庭用コンセントヘ差し込ん

てく■
=.: 1嘔

.1に 注意して接続してください。(セ ンター7‐J「 ―Jとなります。,

●電'■ ■「 =て しヽる場合でも、ACアタプターを接続すると自動的にAC電源に切り替わります。

●=■を三≡しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

一
一．一〓
子

奨

着

（
）
ｏ
さ

）

外

入

ACアダプター

(弊社品番 :03‐ 3113)

叫 →

外部電源入力端子へ接続

家庭用コンセントヘ

差し込む
AC100V(50 60Hz)

乾電池 (別売)で使うには

単 3形乾 電池
■|^=丁 ‐ 丁

参■ :

●電池を入れ終えま した ら 電池,3た を元遅
=こ

|

チンと音がするまで開めて くださしヽ ,

●別売のACア タプターを差 したままで ま電源 |よ 入

りません。その場合・IACア タプターを外 して く

ださい。

【電池交換時期の目安】
電たか,肖耗すると 彗星を上 ,モ

`=こ
言

'≡
■つ

'大
きくなつ

■,i度か下bり ますので すし,電 .■ 二
=手

してくたさい.

言雪を下げればしばらくまこ1言F_■ モ ,ま す .

乾電淑 IP牢ての安全上のこ注意

△ 危険

●乾電池が液漏礼 たときは素手て液をさわらない。

「
■1■ ¬ヽ吉Fに ヽることもう

==■
 ■三

「
 =',f三

=Eに
こ違

71キ こに入 つたとき, ヨこと,=, ,([■ ■tt水 で三分す

し` 直うに医師の治療を受 」

「

く■
= . Fl■

■■

'「

[IJいたと

_tt すぐにきれtl志水■●
=｀

 ■,こ ][‐ :■ iあ るとこは三 :T

に ビヽ談 してください .

∠ゝ 警告
00み Zt■ れかある0で■,児●手,三 くこころ [詈●|`し ヽ 万ザ

ーP‐み

`ん
だ場合 す 直ちにE■ に

'E言
|,る .

:鯰躙頌淵溜ボデT彎警

炎■下の亘中などの高温の場・Fで



番部の名称

左側面   ■  ||
1八ンドストラップ |

2音量うまヶ   l‐
3ィャホンジヤック| |

4外部電源入力端子(b立

'

正面           右側面

5 FM/Swロ ッドアンテナ  9チユーニングつまみ

6チ i―ニングインジケ■ター 10電源スイッチ

7チューニングスケール

8バンド切替スイッチ

5



ラジオ放送を聴く

]電源スイッチをON側にスライドさせて電源を入れます。

2音量つまみで音量を調整し、チューングつまみで放送局を選局します。同調するとチューニングインジ

ケーターが点灯します。

3聴き終わりましたら、電源スイッチをOFF側 にスライドさせて電源を切ります。

電源スイッチ

Xl本楼をtつラジォたテレヒなどの電気考≡■■≡電言≡■近くて姜三すると 互いに干渉しあつて雑音が入ることがあり

|  ます.

12達すや美り物の士てま電,tl弱まつ 責こえにくく■ることが●●ます.出来るだけ窓際でお使いください.

騨 聾●皐くすうI「体

●FM/SW放 送の受信

ロッドアンテナを最長に仲ばし、長さ、方向、角度を

変えて受信状態が最も良くなるように調節します。

●AM放送の受信

本機にバーアンテナが内蔵されています。本機を

動かして最も受信状態の良い方向をみつけてくだ

さい。窓際の方が受信が良くなります。

IA軸議鵡 ぼ|

FM/SW― ―――一

ロッドアンテナ



ラジオ放送を聴く

1看咽構嘩率●フいて|■||||■■‐||■■|■|||■■|||■■||■|■|||||||■ |||
●短波放送の特徴

ラジオや通信に使わllて いる電波の中で、短波は地上70～ 500krlnに ある電離層に反射する特性を

持つており、小さな出力で遠くまで送信できるという特徴があります。短波以外の電波は電離層に

吸収されたり、突き抜けたりしてしまいますが、短波 |よ 電離層と地表との反射を繰り返 しながら、

地球の裏損1ま で■んていくことができます。

●メーターバンドとは

短波放送につしヽては、国際手定にょり、預遼冒こと こ使える周波数帯を害Jり 当てることになっていま

す。この周波数帯のことを「メーターバン ドニとしヽしヽ、これにより世界の電波の混信を防いでしヽます。

本機が受信できるメーターバン ドは以下の通りです。

60    1    49
3700-4100 4650-5150 1  5900-6400 6900-7350 9250-9950

ラジオNく KE VOA、 国際放送、 アジア アフリカ VOA 3日 Cなと熱帯地方の

□―カル局 国際放送

主な特徴

SW10
13

周波・ 7(KHz)

主な放送局
VOA、 8BCなど

国際放送

,VOA、 BBCなど

1国際放送

VOA BBCなど

国際放送

大出力の外国向 |

け放送が贈ける

き」`ら■につ`けて
ま足受信主な■徴

●ラジオN KKEIの聴き方

ラジオN KKEに よ投資や株式のビジネス1言報から英会話などの教育番組や競馬 青報などのエンター

テイメン トまであらゆる情報が満弐.短渡放送なので、海夕|でも受信できます。

・第1放送 」OZ4 3 925//JOZ2 6 055/JOZ3 9 595MHz
・第2放送  」OZ5 3 945//JOZ6 6 115  JOZ7 9 760MHz
http://www radionikkeijp/

X本体チューニンクスケール上の該当周波数に NRBCの 表三をしております.

●周 波数の変更 について

小さい出力で遠くまで送信できる短波放送ですが、一方では電波の伝わり方が季前によって変化 し

ます。夏は高い周波数、冬は低い周波数の方がよく伝わります。そのため各放送局 ま複数の周波数

を使うと共に、年に何回か周波数の変更を行つています。また、混信が発生した時も周波数1多正を

行つてしヽ試す。



イヤホンで聴く

付属のイヤホン(35mmミ ニプラグ)を本機の

左側面にあるイヤホンジャックにつなざます。

イヤホンを接続するとスピーカーからの音は間

こえなくなります .

イヤホンジャック

背面スタンドの使い方
本機には背面スタン ドが装着されています。机上などの二らな場所に設置する時は、背面スタン ドの

下部に指を掛けて跳ね上げて完全に開いた状態でこ使用くださしヽ。本体が安定して設置されます。こ

使用後はスタン ドを閉じてください。

ご使用上の注意

イヤホン

(約 110cm)

一一一一一一一〓

一一一一一一一〓

近隣への迷惑にならないよう、音量には充分注意しましょう。

お手入れ方法

本体表面の汚れは柔らかい布で乾拭きしてくだ

さ _l。 汚llが ひどい時は、布をぬるま湯か薄め

た中性洗斉Jで湿らせて軽く拭しヽた後、乾拭きし

てください。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは表lllの

塗装を傷めますので、絶対に使用しないでくだ

さい。

シンナー、ベンジン、
アメレコールは

使用しないでください。



故障かな?と思つたら

…
・・

‐
・・

‐

…

町 ― ■■■||      |

音が出ない

| ●ACアダプターが正しく差し込まれていますか。乾電池が入つていま

|  すか。
. 

●乾電池の入れる向きが正しいですか。乾電池が切llていませんか。

●音量が最小になっていませんか。

●イヤホンI」 イヤホン端子に接続されたままになつてし)ま せんか。

●ACア タプターを差したまま三二電池て債≡してし
'ま

せ ン́t=

雑音・音が震える

雑音が入る

●近くで携帯電話を使用していませんか。(携帯電話を本今〕ら華して

使用)

●テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAll SW放送を受信していま

せんか。(雑音が入る事があります)

またテレビの近くで本機を使用するとテレビの画像が乱れることがあ

ります。このようなときは本機をテレビなどから離してください。

主な仕様

I AM:530～ 1605kHz受信周波数

FM 176～90MHz

SW](75m)i3700～ 4100kHz

SW3(49m)15900～ 6400kHz

SW5(31m)19250～ 9950kHZ

SW7(22m)|]3250～ ]3800kHz

S r19日 6m)|]7500～ 1 8000kHz

4650^-51 50kHz

6900^-7350kHz

l]550^―「2050kHz

15000-1 5750kHz
:21250-21 950kHz

SW2(60m)|
SW4(41m)|
SW6(25m):

SW8(19m)i
SW10(13m)

スピーカー

外部出力端子

直径50mm

35mmミ ニジャック

DC3V(単 3形乾電池2本 :別売 )

連続使用時間
(アルカリ乾電池使用、

音量中程度として )

I DC3V(ACア タプター品番 033113:別売)

イヤホン峙 :A/1受信約350時間 /F1/1受 1言約300時間/SW受信約400時間

スピーカー時 :All受信約95時間 /Fl17受信約90時間′
′SM受信約]80時間

幅 ]32× 高さ 81×厚さ31mm(突起部含ます )

質量 約 175g(乾電池含ます)

鵬 品

~~寸
而 雉 轟 尚 冬 而 イヤホン/八ンドストラップ(本体装着済み)

※仕様および外観は予告なく変更することがありますので、こ了承ください。
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保証書とアフターサービスについて

【保証書には購入年月日などが必要】
この商品には、保証書を添付しております。お買上げ日 販売店名

などの記入を必ず確かめ、販売店よりお受け取り、大切に保管して

ください。必要事項の記入漏れは、すぐに販売店にお申し付けくだ

さい。保証期間は、お買上げ日より1年 間です。

【調子が悪いときは1

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくこ覧になり正しく使

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、お買上げの販売店、またはオーム電機

修理こ相談センターにl~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。詳しくは保証書を

ご覧ください。

【保証期間が過ぎた場合は1

修理によつて機能が維持できる場合は、お客様のこ要望により有料

修理させていただきます。お買上げの販売店にこ相談ください。

◎ HR｀ 株式会社 オーム電機

〒342…8502埼玉県吉川市旭 3‐ 8

http://www.ohm― electric co.ip

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 ヘ

●フリーダイヤル (無 料)●携帯電話 公衆電話からは

0120… 963…006 048… 992…2735
電話 1平日 9:00～ 17:30 土曜 9:00～ 17:00
受付 1   日曜 祝 日及び年末年始は除きます

ンターヘ

豊霜104■Y玲]凛見:凛樫露7100
に関す るご

07-7956a



持込修理 無料修理規定

1 取扱説明書、本体員占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。

2保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ )使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(□ )お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(八 )火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷

(二 )消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ)本書のこ提示がない場合

(へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた

場合 (但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)

(卜 )本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ)一般家庭用以外 (例 :業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3こ贈答、こ転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をこ依頼になれない場合は、弊社修理

こ相談センターにお問い合わせください。

4本書は日本国内においてのみ有効です。tthis warranty ls valid onけ in」 apan

5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。

修理メモ

☆住所 店名 電話

販

売

店 ①

(注 )★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずこ確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもと
  (⊃ 閲 RK 株式会社 オーム電機において無料修理をお約束するものです。

〒342-8502埼 玉県吉川市旭 3¨ 8※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   http://www ohm― electric co jp

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こ不明の場合は、

お買上げの販売店または弊社修理硼 談センター

にお問い合わせください。

※お客様にこ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いただく場合

がありますので、こ了承ください。

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●フリーダイヤル (無 料)● 携帯電話 公衆電話から|ま

0120-963‐ 006 048‐ 992‥ 2735
萎ξ 平日900～ 1730土曜9:00～ 1700
受付 1   日曜 祝日及び年末年始は除きます

するこ相談は 修理こ相談センターヘ

霞再04警Y玲雪97翼18凛:留
700

07‐7956A

商 品 名 ハンディたんぱラジオ ☆お買上げ日:    年  月  日

型  番 RAD‐ S引2N  I 品 番 1 07‐ 7956 保証期間 :本体1年間 (お買上げの日から)

お

客

様

★お名前 様

★ご住所 .〒     一

電話    (     )




