
取扱説明書
FM-AM 2バンドレシーバー

AMレシーバー

品番 RF-2400A
R-2200

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、 
正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」 
（6～8ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売 
店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管
してください。

この取扱説明書はRF-2400A、
R-2200を共用しています。
イラストはRF-2400Aです。
性能の違いは [RF-2400A] R-2200  で
示しています。

仕様

保証書別添付

受信周波数 :
バンド [RF-2400A] R-2200

FM 76.0 ～ 108.0 MHz ̶
AM 525～ 1629 kHz

スピーカー ： 10 cm　丸形　4Ω
出力端子 ： イヤホン　8Ω　 3.5 mm  
実用最大出力 ： 640 mW（JEITA)
電池持続時間
（スピーカー使用時 ): パナソニックマンガン　《黒》

単3形乾電池　R6使用時（JEITA)
バンド [RF-2400A] R-2200

FM 約 37時間 ̶
AM 約47時間

電源 ：AC 100 V、50/60 Hz
  DC 6 V( 単 3形乾電池4本使用）
消費電力 ：3.0 W
最大外形寸法 ： 幅234 mm×高さ122 mm×奥行き82 mm （JEITA)
本体寸法 ：幅210 mm×高さ120 mm×奥行き62 mm

質量： 
[RF-2400A] R-2200

乾電池含む 約740 g 約 720 g
乾電池含まず 約670 g 約 650 g

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電池スイッチ「切」時の消費電力：0.5 W(ACのとき）
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乾電池について

 警告　
■乾電池は正しく取り扱う

 とは正しく入れる
長期間使用しないときは、取り出しておく 

■乾電池は誤った使い方をしない
指定以外の電池を使わない  
   新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
乾電池は充電しない 
  加熱・分解したり、水、火の中へ入れたりしない
ネックレスなどの金属物といっしょにしない 
被覆のはがれた電池は使わない 

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚 
損の原因になります。
万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 
液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。 

もし異常が起こったら

 警告
■以下のようなときは電源プラグを抜く

電源プラグ
を抜く

機器内部に金属や水、異物が入ったとき 
煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき 
そのまま使用すると、火災の原因になります。 
販売店にご相談ください。 

■以下の場合は、本機の故障ではありません
本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互 
いに干渉しあって雑音が入ることがあります。
本機を０℃前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しな 
いことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したためで、
約60分で正常に戻ります。

愛情点検 長年ご使用の FM-AM 2 バンドレシーバー／
AMレシーバーの点検を !

こんな症状はありませんか
・煙が出たり、異常なにおいや音がする
・音声が出ないことがある
・内部に水や異物が入った
・本体に変形や破損した部分がある
・その他の異常や故障がある

▼
ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電
源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

お手入れ
本機が汚れたら、乾いた柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき 
取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学 
ぞうきんは、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあり
ますので使用しないでください。

音のエチケット
楽しい音楽も時と場所によっては気になる
ものです。特に静かな夜間には窓を閉めた
り、イヤホンをご使用になるのも一つの方
法です。

音のエチケット
シンボルマーク
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ホームエンターテインメント事業部
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付属品
電源コード　１本
（品番 K2CA2CA00010）※ 
電源コードは、本機専用で 
すので、他の機器には使
用しないでください。ま
た、他の機器の電源コー
ドを本機に使用しないでく
ださい。
小物部品については乳幼児 
の手の届かないところに適
切に保管してください。

※ 品番は2010年6月現在のものです。
品番は変更されることがあります。
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ラジオを聞く
電源コードを
接続する

[RF-2400A]
FMまたはAMを
選ぶ

R-2200  

“入”にする
選局する

同調

周波数があう
と同調ランプ
が点灯します

AC 100 V
50/60 Hz

AC IN ～

電源コード
（付属）

オレンジ色表示
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FM AM

オレンジ色表示
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オレンジ色表示
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音量を
調整する

音量

■アンテナの調整
FM
[RF-2400A]

AM
[RF-2400A]　 R-2200

■ラジオを切るには
[RF-2400A]

オレンジ色表示

/バンド切

電源も切れます

R-2200

オレンジ色表示

入切

同調

■乾電池で使うには お知らせ
電池ふたを開け、
番号順に電池を
入れる

電源コードを本体から抜くと、乾電池
電源に切り換わります。

電池のふたがはずれたら
本体側両端の穴にふたの凸部をはめこむ

マイナス側に押して入れる

単3形乾電池
(別売り )4本

電池はマンガン乾電池、または
アルカリ乾電池をお使いください。
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■イヤホン (別売り）で聞くには
プラグタイプ： 3.5 mm

モノラルミニプラグ
イヤホンを使うとスピーカーから音 
が出なくなります。

ぐっと差し込む

■道路交通情報サービスを聞くには
道路交通情報サービスを実施している場所で、AMの1620 kHz また
は1629 kHz を選局してください。
お願い
本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の
近くに置かないでください。

お知らせ
音がひずんだり、小さくなったときは、4本とも新しい乾電池と交換 
してください。
電波が弱いときや乾電池が消耗しているときに、放送を受信しても同 
調ランプが点灯しない場合があります。
建物や乗り物の中では電波が届きにくいので、放送が聞こえにくく 
なったり、聞こえないことがあります。できるだけ窓際でお聞きくだ
さい。
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■音質をかえるには

音質

音楽

ニュース

音楽：
音楽を聞くとき
ニュース：
音楽以外を聞くとき

3

RF-2400A.indd   3RF-2400A.indd   3 2010/06/10   21:27:092010/06/10   21:27:09



保証とアフターサービス よくお読みください

4 5

修理・使いかた・お手入れ などは…
■ まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください。
  ▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話 （　　　　　）　　　　　　ー
お買い上げ日  年　　　月　　　日

修理を依頼されるときは…
この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず電源プラグ
を抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせ
ていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参
ください。

 保証期間 ： お買い上げ日から本体 1 年間
● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させ
ていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 6年  
当社は、このFM-AM 2バンドレシーバー／AM レシーバーの補修用性能部品
（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

● 修理に関するご相談は…

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

※ ご使用の回線（ＩＰ電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時
に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】
パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、
お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに
利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご
相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくとき
のために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お
客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある
場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお
問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

● 製品名 FM-AM 2 バンドレシーバー／AM レシーバー

● 品　番 RF-2400A/R-2200

● 故障の状況 できるだけ具体的に

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホー
ムページをご活用ください。

 http://panasonic.jp/support/

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」
でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

携帯電話からもお買い求めいただけます。
http://p-mp.jp/cpm
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安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に
防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説
明しています。
■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危
害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷など
を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性
または物的損害のみが発生する可能性
が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、
説明しています。（下記は、絵表示の一例です。） 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」
内容です。
このような絵表示は、必ず実行していただく
「強制」内容です。

本機について

 警告
■分解・改造しない

分解禁止

 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因 
になります。
内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。 

■ 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたりぬらしたり
しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因に 
なります。
機器のうえに液体の入った容器や金属物を置 
かないでください。
特にお子様にはご注意ください。

 注意
■異常に温度が高くなるところに置かない

 機器表面や部品が劣化するほか、火 
災の原因になることがあります。
 直射日光の当たるところ、ストーブ 
の近くでは特にご注意ください。

■ 油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところ
に置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感 
電の原因になることがあります。

■不安定な場所に置かない
機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因 
になることがあります。

■ イヤホン使用時は、音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続け 
て聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあ
ります。

電源コードについて

 警告
■電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、
重いものを載せたり、束ねたりしない。

  傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因に 
なります。
コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 
■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流
100 V 以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超える 
と、発熱による火災の原因にな
ります。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
感電の原因になります。 

■電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発 
熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿 
気等で絶縁不良となり火災の原因
になります。電源プラグを抜き、
乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。 

 注意
■コードを接続した状態で移動しない

接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、 
火災や感電の原因になることがあります。
また、引っかかったりして、けがの原因になることがあ 
ります。

雷について

 警告
■ 雷が鳴ったら、アンテナ線や機器、電源プラグに触れない

感電の恐れがあります。 
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