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音量緊急警報 おやすみ

AM/FM電源 5 1

選局

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

□ 電源コード（RJA0012-1A）‥‥‥‥1本
付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。（ ）内は
買い替え時の品番を表します。品番は変更されることがあります。

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」（ 2～3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。

保証書別添付

RQT8945-2S
M0207KS2057
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付属品の確認

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日
販 売 店 名

年　　月　　日 品 番 RF-U350
（ ） －　　　　

取扱説明書
Operating Instructions

FM-AM 2バンドレシーバー
FM-AM 2-Band Receiver

品番 RF-U350

■本機の主な特長
・緊急警報放送対応
・ゆっくり再生機能搭載
・使いやすい大型ツマミと放送局名表示

故障かな!?
修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない
場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めい
ただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

http://www.sense.panasonic.co.jp/

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分
に関する情報
このシンボルマークはEU域内でのみ
有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの
市町村窓口、または販売店で、正し
い廃棄方法をお問い合わせください。

‐このマークがある場合は‐長年ご使用のFM-AM 2バンドレシーバーの点検を！愛情点検

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
・音が出ないことがある
・正常に動作しないことがある
・商品に破損した部分がある
・その他の異常や故障がある

このような症状の
時は、使用を中止
し、故障や事故の
防止のために、必
ず販売店に点検を
ご相談ください。

・（AM 放送の場合）本体の向きを変えてみてください。（ 6ページ）
・（FM 放送の場合）ロッドアンテナの長さや角度を変えてみてください。（ 6ページ）
・建物や乗り物の中では電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使
いください。
・本機を他のラジオやTV、ビデオ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。お近くのラジオやTV、ビデオなどの電源を切ってみてください。
・本機を寒いところ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。
・本機に携帯電話を近づけると雑音の原因となります。離してお使いください。

音量が最小になっていませんか？［音量］つまみで調節してください。

表示パネルに“おやすみ”と表示されていますか？（ 6ページ）
表示されている場合は［おやすみ］ボタンを押して設定時間を確認してください。
表示されていない場合は再度設定してください。

電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。

よく受信できない。
雑音やひずみが多い。

音が出ない。

設定時間になっても電源が切れない。

“F76”が表示され、電源が切れる。
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修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

■補修用性能部品の保有期間
当社は、このFM/AM 2バンドレシーバーの補修用性能部品を、製造打ち切
り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
■修理を依頼されるとき
1ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、ま
ず電源プラグを抜いて、お買上げの販売店へご連絡下さい。

● 保証期間中は
保証書の規定に従って、お買上げの販売店が修理をさせていただきますので、
恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
● 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきま
す。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
● 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点
検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

転居や贈答品などでお困りの場合は…
● 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
● 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！
■保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から
お受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

ご連絡いただきたい内容
品名
品番

お買い上げ日
故障の状況

FM-AM 2バンドレシーバー
RF-U350

年　月　日
できるだけ具体的に

よくお読みください保証とアフターサービス

4

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、
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、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディ
スプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

放送内容
1. 大規模地震の警戒警報
2. 災害対策基本法に基づき地方公共団体の長

が発する災害に関する警報
3. 津波警報

NHK－FM放送

毎月1回、月初め（9月1日、10月1日など）
（ただし、1月のみ4日に変更）
午前11時59分～午後0時00分

本機で受信できる
実施放送局名

実施日

時間

主な仕様
受信周波数
FM ：76.0～90.0 MHz（100 kHzステップ）
AM ：522～1629 kHz（9 kHzステップ）
スピーカー ：10 cm 8 Ω、フルレンジ　1個
出力端子 ：イヤホン φ3.5 mm（モノラルミニ） 8～16 Ω
実用最大出力 ：1 W（JEITA）
電池持続時間 ：（JEITA）

電源 ：AC 100 V、50/60 Hz
DC 9 V（単2形乾電池6本使用）

消費電力 ：6 W
最大外形寸法
（幅×高さ×奥行） ：270 mm × 152 mm × 92.5 mm
質量 ：約 1.76 kg（乾電池を含む）

約 1.35 kg（乾電池を除く）

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。

電源切時の消費電力　約0.8 W
（AC使用で緊急警報放送待機設定なしのとき）
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お手入れ
柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後
はからぶきしてください。
●アルコールやシンナーは使わないでください。
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

緊急警報放送について
本機は、電源が入っていなくても待機設定がされていれば、緊急警
報放送を受信することができるようにしたものですが、この受信機
自体で災害による被害を予防したり損害を回避するものではありま
せん。
従って、万一、本機の不具合や、お取り扱いの誤りなどにより、情
報伝達がおこなわれなかった場合でも、災害により発生した損害に
ついて保証するものではありませんので、ご了承ください。

なお、本機が正しく動作するかどうかを、定期的な試験放送などに
より確認するとともに充分な点検、管理をしてください。

■緊急警報放送とは
緊急警報放送とは、下記の警戒宣言、警報が発せられた場合の放送
システムです。緊急警報放送の内容により、第1種と第2種に区別
して放送されます。

■緊急警報放送の試験放送実施内容
2006年12月現在、本機で受信可能な緊急警報放送の試験放送は、
下記のとおり実施しています。

●上記以外の放送局でも、緊急警報放送を実施する局があります。

●本機では、第1種、第2種の両方の緊急警報放送が受信できます。

必ずお守りください安全上のご注意

注意

コードを接続したりアンテナを伸ば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・感電の原因になることがあります。
また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、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・感電の原因
になることがあります。
たばこの煙なども製品の故障の原因になることがあり
ます。

異常に温度が高くなるところに置かない
外装ケースや内部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。

使用電池
パナソニックアルカリ乾電池

FM
約 60 時間

AM
約 75 時間

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は、聴力に悪い影響
を与える原因になります。

使用上のお願い
●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。

●本機に携帯電話を近づけて使っているときは、本機から携帯電話
を離してください。

●故障の原因になりますので、以下のことは避けてください。
・強い衝撃や落下
・風呂場など、湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いとこ
ろでの使用
・雨に濡らす

音のエチケット

音のエチケット
シンボルマーク

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。

区分
第1種

第1種

第2種
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警告

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。

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。

乾電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処
置をする

・液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。
目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、
医師にご相談ください。
・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ
がの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流
したあと、医師にご相談ください。

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。

・取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、
火災や周囲汚損の原因になります。
・電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすと
ショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

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。

ぬれ手禁止

乾電池は誤った使いかたをしない
・乾電池は充電しない
・加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れ
たりしない
・ と を針金などで接続しない
・金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに
持ち運んだり、保管しない
・ と を逆に入れない
・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
・被覆のはがれた電池は使わない
・乾電池の代用として充電式電池を使わない

感電の原因になります。

雷が鳴ったら、アンテナや本機、電源プラグに触れない

接触禁止

異常があったときは電源プラグを抜く
・機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
・落下などで外装ケースが破損したとき
・煙や異臭、異音が出たとき
そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
・販売店にご相談ください。

使い切った乾電池は、すぐに機器から取り出す
そのまま機器の中に放置すると、液もれや、発熱・
破裂の原因になります。

警告

必ずお守りください安全上のご注意

分解禁止

分解、改造をしない

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、販売店にご依頼ください。

電源プラグ
を抜く

長期間使わないときは、本機から電池を取り出す
電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火
災や周囲汚損の原因になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く
通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電な
どにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグ
を抜く

故障かな!?
修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない
場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めい
ただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

http://www.sense.panasonic.co.jp/

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らした
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。
・機器の上に水などの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。

雷が鳴ったら、屋外で使わない

落雷の恐れがあります。
・使用しているときは、すぐに機器から離れてくだ
さい。

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、重い物を載せたり、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。
・抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜いてくだ
さい。
・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

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。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流
100V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。

「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/
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・その他の異常や故障がある

このような症状の
時は、使用を中止
し、故障や事故の
防止のために、必
ず販売店に点検を
ご相談ください。

・（AM 放送の場合）本体の向きを変えてみてください。（ 6ページ）
・（FM 放送の場合）ロッドアンテナの長さや角度を変えてみてください。（ 6ページ）
・建物や乗り物の中では電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使
いください。
・本機を他のラジオやTV、ビデオ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。お近くのラジオやTV、ビデオなどの電源を切ってみてください。
・本機を寒いところ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。
・本機に携帯電話を近づけると雑音の原因となります。離してお使いください。

音量が最小になっていませんか？［音量］つまみで調節してください。

表示パネルに“おやすみ”と表示されていますか？（ 6ページ）
表示されている場合は［おやすみ］ボタンを押して設定時間を確認してください。
表示されていない場合は再度設定してください。

電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。

よく受信できない。
雑音やひずみが多い。

音が出ない。

設定時間になっても電源が切れない。

“F76”が表示され、電源が切れる。
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修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

■補修用性能部品の保有期間
当社は、このFM/AM 2バンドレシーバーの補修用性能部品を、製造打ち切
り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
■修理を依頼されるとき
1ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、ま
ず電源プラグを抜いて、お買上げの販売店へご連絡下さい。

● 保証期間中は
保証書の規定に従って、お買上げの販売店が修理をさせていただきますので、
恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
● 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきま
す。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
● 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点
検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

転居や贈答品などでお困りの場合は…
● 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
● 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！
■保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から
お受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

ご連絡いただきたい内容
品名
品番

お買い上げ日
故障の状況

FM-AM 2バンドレシーバー
RF-U350

年　月　日
できるだけ具体的に

よくお読みください保証とアフターサービス

4

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、
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、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディ
スプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

放送内容
1. 大規模地震の警戒警報
2. 災害対策基本法に基づき地方公共団体の長

が発する災害に関する警報
3. 津波警報

NHK－FM放送

毎月1回、月初め（9月1日、10月1日など）
（ただし、1月のみ4日に変更）
午前11時59分～午後0時00分

本機で受信できる
実施放送局名

実施日

時間

主な仕様
受信周波数
FM ：76.0～90.0 MHz（100 kHzステップ）
AM ：522～1629 kHz（9 kHzステップ）
スピーカー ：10 cm 8 Ω、フルレンジ　1個
出力端子 ：イヤホン φ3.5 mm（モノラルミニ） 8～16 Ω
実用最大出力 ：1 W（JEITA）
電池持続時間 ：（JEITA）

電源 ：AC 100 V、50/60 Hz
DC 9 V（単2形乾電池6本使用）

消費電力 ：6 W
最大外形寸法
（幅×高さ×奥行） ：270 mm × 152 mm × 92.5 mm
質量 ：約 1.76 kg（乾電池を含む）

約 1.35 kg（乾電池を除く）

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。

電源切時の消費電力　約0.8 W
（AC使用で緊急警報放送待機設定なしのとき）

3

お手入れ
柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後
はからぶきしてください。
●アルコールやシンナーは使わないでください。
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

緊急警報放送について
本機は、電源が入っていなくても待機設定がされていれば、緊急警
報放送を受信することができるようにしたものですが、この受信機
自体で災害による被害を予防したり損害を回避するものではありま
せん。
従って、万一、本機の不具合や、お取り扱いの誤りなどにより、情
報伝達がおこなわれなかった場合でも、災害により発生した損害に
ついて保証するものではありませんので、ご了承ください。

なお、本機が正しく動作するかどうかを、定期的な試験放送などに
より確認するとともに充分な点検、管理をしてください。

■緊急警報放送とは
緊急警報放送とは、下記の警戒宣言、警報が発せられた場合の放送
システムです。緊急警報放送の内容により、第1種と第2種に区別
して放送されます。

■緊急警報放送の試験放送実施内容
2006年12月現在、本機で受信可能な緊急警報放送の試験放送は、
下記のとおり実施しています。

●上記以外の放送局でも、緊急警報放送を実施する局があります。

●本機では、第1種、第2種の両方の緊急警報放送が受信できます。

必ずお守りください安全上のご注意

注意

コードを接続したりアンテナを伸ば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・感電の原因になることがあります。
また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、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・感電の原因
になることがあります。
たばこの煙なども製品の故障の原因になることがあり
ます。

異常に温度が高くなるところに置かない
外装ケースや内部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。

使用電池
パナソニックアルカリ乾電池

FM
約 60 時間

AM
約 75 時間

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は、聴力に悪い影響
を与える原因になります。

使用上のお願い
●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。

●本機に携帯電話を近づけて使っているときは、本機から携帯電話
を離してください。

●故障の原因になりますので、以下のことは避けてください。
・強い衝撃や落下
・風呂場など、湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いとこ
ろでの使用
・雨に濡らす

音のエチケット

音のエチケット
シンボルマーク

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。

区分
第1種

第1種

第2種

松下電器産業株式会社　ネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.（松下電器産業株式会社）All Rights Reserved.
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選局

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

□ 電源コード（RJA0012-1A）‥‥‥‥1本
付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。（ ）内は
買い替え時の品番を表します。品番は変更されることがあります。

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」（ 2～3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。

保証書別添付

RQT8945-2S
M0207KS2057

1

付属品の確認

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日
販 売 店 名

年　　月　　日 品 番 RF-U350
（ ） －　　　　

取扱説明書
Operating Instructions

FM-AM 2バンドレシーバー
FM-AM 2-Band Receiver

品番 RF-U350

■本機の主な特長
・緊急警報放送対応
・ゆっくり再生機能搭載
・使いやすい大型ツマミと放送局名表示

2

警告

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。

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。

乾電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処
置をする

・液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。
目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、
医師にご相談ください。
・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ
がの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流
したあと、医師にご相談ください。

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。

・取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、
火災や周囲汚損の原因になります。
・電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすと
ショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

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。

ぬれ手禁止

乾電池は誤った使いかたをしない
・乾電池は充電しない
・加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れ
たりしない
・ と を針金などで接続しない
・金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに
持ち運んだり、保管しない
・ と を逆に入れない
・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
・被覆のはがれた電池は使わない
・乾電池の代用として充電式電池を使わない

感電の原因になります。

雷が鳴ったら、アンテナや本機、電源プラグに触れない

接触禁止

異常があったときは電源プラグを抜く
・機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
・落下などで外装ケースが破損したとき
・煙や異臭、異音が出たとき
そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
・販売店にご相談ください。

使い切った乾電池は、すぐに機器から取り出す
そのまま機器の中に放置すると、液もれや、発熱・
破裂の原因になります。

警告

必ずお守りください安全上のご注意

分解禁止

分解、改造をしない

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、販売店にご依頼ください。

電源プラグ
を抜く

長期間使わないときは、本機から電池を取り出す
電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火
災や周囲汚損の原因になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く
通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電な
どにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグ
を抜く

故障かな!?
修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない
場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めい
ただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

http://www.sense.panasonic.co.jp/

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らした
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。
・機器の上に水などの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。

雷が鳴ったら、屋外で使わない

落雷の恐れがあります。
・使用しているときは、すぐに機器から離れてくだ
さい。

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、重い物を載せたり、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。
・抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜いてくだ
さい。
・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

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。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流
100V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。

「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/

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分
に関する情報
このシンボルマークはEU域内でのみ
有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの
市町村窓口、または販売店で、正し
い廃棄方法をお問い合わせください。

‐このマークがある場合は‐長年ご使用のFM-AM 2バンドレシーバーの点検を！愛情点検

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
・音が出ないことがある
・正常に動作しないことがある
・商品に破損した部分がある
・その他の異常や故障がある

このような症状の
時は、使用を中止
し、故障や事故の
防止のために、必
ず販売店に点検を
ご相談ください。

・（AM 放送の場合）本体の向きを変えてみてください。（ 6ページ）
・（FM 放送の場合）ロッドアンテナの長さや角度を変えてみてください。（ 6ページ）
・建物や乗り物の中では電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使
いください。
・本機を他のラジオやTV、ビデオ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。お近くのラジオやTV、ビデオなどの電源を切ってみてください。
・本機を寒いところ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。
・本機に携帯電話を近づけると雑音の原因となります。離してお使いください。

音量が最小になっていませんか？［音量］つまみで調節してください。

表示パネルに“おやすみ”と表示されていますか？（ 6ページ）
表示されている場合は［おやすみ］ボタンを押して設定時間を確認してください。
表示されていない場合は再度設定してください。

電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。

よく受信できない。
雑音やひずみが多い。

音が出ない。

設定時間になっても電源が切れない。

“F76”が表示され、電源が切れる。
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修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

■補修用性能部品の保有期間
当社は、このFM/AM 2バンドレシーバーの補修用性能部品を、製造打ち切
り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
■修理を依頼されるとき
1ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、ま
ず電源プラグを抜いて、お買上げの販売店へご連絡下さい。

● 保証期間中は
保証書の規定に従って、お買上げの販売店が修理をさせていただきますので、
恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
● 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきま
す。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
● 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点
検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

転居や贈答品などでお困りの場合は…
● 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
● 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！
■保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から
お受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

ご連絡いただきたい内容
品名
品番

お買い上げ日
故障の状況

FM-AM 2バンドレシーバー
RF-U350

年　月　日
できるだけ具体的に

よくお読みください保証とアフターサービス

4

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、
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、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディ
スプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

放送内容
1. 大規模地震の警戒警報
2. 災害対策基本法に基づき地方公共団体の長

が発する災害に関する警報
3. 津波警報

NHK－FM放送

毎月1回、月初め（9月1日、10月1日など）
（ただし、1月のみ4日に変更）
午前11時59分～午後0時00分

本機で受信できる
実施放送局名

実施日

時間

主な仕様
受信周波数
FM ：76.0～90.0 MHz（100 kHzステップ）
AM ：522～1629 kHz（9 kHzステップ）
スピーカー ：10 cm 8 Ω、フルレンジ　1個
出力端子 ：イヤホン φ3.5 mm（モノラルミニ） 8～16 Ω
実用最大出力 ：1 W（JEITA）
電池持続時間 ：（JEITA）

電源 ：AC 100 V、50/60 Hz
DC 9 V（単2形乾電池6本使用）

消費電力 ：6 W
最大外形寸法
（幅×高さ×奥行） ：270 mm × 152 mm × 92.5 mm
質量 ：約 1.76 kg（乾電池を含む）

約 1.35 kg（乾電池を除く）

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。

電源切時の消費電力　約0.8 W
（AC使用で緊急警報放送待機設定なしのとき）

3

お手入れ
柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後
はからぶきしてください。
●アルコールやシンナーは使わないでください。
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

緊急警報放送について
本機は、電源が入っていなくても待機設定がされていれば、緊急警
報放送を受信することができるようにしたものですが、この受信機
自体で災害による被害を予防したり損害を回避するものではありま
せん。
従って、万一、本機の不具合や、お取り扱いの誤りなどにより、情
報伝達がおこなわれなかった場合でも、災害により発生した損害に
ついて保証するものではありませんので、ご了承ください。

なお、本機が正しく動作するかどうかを、定期的な試験放送などに
より確認するとともに充分な点検、管理をしてください。

■緊急警報放送とは
緊急警報放送とは、下記の警戒宣言、警報が発せられた場合の放送
システムです。緊急警報放送の内容により、第1種と第2種に区別
して放送されます。

■緊急警報放送の試験放送実施内容
2006年12月現在、本機で受信可能な緊急警報放送の試験放送は、
下記のとおり実施しています。

●上記以外の放送局でも、緊急警報放送を実施する局があります。

●本機では、第1種、第2種の両方の緊急警報放送が受信できます。

必ずお守りください安全上のご注意

注意

コードを接続したりアンテナを伸ば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・感電の原因になることがあります。
また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、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・感電の原因
になることがあります。
たばこの煙なども製品の故障の原因になることがあり
ます。

異常に温度が高くなるところに置かない
外装ケースや内部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。

使用電池
パナソニックアルカリ乾電池

FM
約 60 時間

AM
約 75 時間

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は、聴力に悪い影響
を与える原因になります。

使用上のお願い
●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。

●本機に携帯電話を近づけて使っているときは、本機から携帯電話
を離してください。

●故障の原因になりますので、以下のことは避けてください。
・強い衝撃や落下
・風呂場など、湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いとこ
ろでの使用
・雨に濡らす

音のエチケット

音のエチケット
シンボルマーク

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。

区分
第1種

第1種

第2種

松下電器産業株式会社　ネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.（松下電器産業株式会社）All Rights Reserved.

音量緊急警報 おやすみ

AM/FM電源 5 1

選局

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

□ 電源コード（RJA0012-1A）‥‥‥‥1本
付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。（ ）内は
買い替え時の品番を表します。品番は変更されることがあります。

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」（ 2～3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。

保証書別添付

RQT8945-2S
M0207KS2057

1

付属品の確認

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日
販 売 店 名

年　　月　　日 品 番 RF-U350
（ ） －　　　　

取扱説明書
Operating Instructions

FM-AM 2バンドレシーバー
FM-AM 2-Band Receiver

品番 RF-U350

■本機の主な特長
・緊急警報放送対応
・ゆっくり再生機能搭載
・使いやすい大型ツマミと放送局名表示

2

警告

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。

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。

乾電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処
置をする

・液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。
目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、
医師にご相談ください。
・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ
がの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流
したあと、医師にご相談ください。

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。

・取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、
火災や周囲汚損の原因になります。
・電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすと
ショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

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。

ぬれ手禁止

乾電池は誤った使いかたをしない
・乾電池は充電しない
・加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れ
たりしない
・ と を針金などで接続しない
・金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに
持ち運んだり、保管しない
・ と を逆に入れない
・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
・被覆のはがれた電池は使わない
・乾電池の代用として充電式電池を使わない

感電の原因になります。

雷が鳴ったら、アンテナや本機、電源プラグに触れない

接触禁止

異常があったときは電源プラグを抜く
・機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
・落下などで外装ケースが破損したとき
・煙や異臭、異音が出たとき
そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
・販売店にご相談ください。

使い切った乾電池は、すぐに機器から取り出す
そのまま機器の中に放置すると、液もれや、発熱・
破裂の原因になります。

警告

必ずお守りください安全上のご注意

分解禁止

分解、改造をしない

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、販売店にご依頼ください。

電源プラグ
を抜く

長期間使わないときは、本機から電池を取り出す
電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火
災や周囲汚損の原因になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く
通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電な
どにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグ
を抜く

故障かな!?
修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない
場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めい
ただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

http://www.sense.panasonic.co.jp/

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らした
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。
・機器の上に水などの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。

雷が鳴ったら、屋外で使わない

落雷の恐れがあります。
・使用しているときは、すぐに機器から離れてくだ
さい。

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、重い物を載せたり、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。
・抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜いてくだ
さい。
・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

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。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流
100V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。

「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/

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分
に関する情報
このシンボルマークはEU域内でのみ
有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの
市町村窓口、または販売店で、正し
い廃棄方法をお問い合わせください。

‐このマークがある場合は‐長年ご使用のFM-AM 2バンドレシーバーの点検を！愛情点検

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
・音が出ないことがある
・正常に動作しないことがある
・商品に破損した部分がある
・その他の異常や故障がある

このような症状の
時は、使用を中止
し、故障や事故の
防止のために、必
ず販売店に点検を
ご相談ください。

・（AM 放送の場合）本体の向きを変えてみてください。（ 6ページ）
・（FM 放送の場合）ロッドアンテナの長さや角度を変えてみてください。（ 6ページ）
・建物や乗り物の中では電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使
いください。
・本機を他のラジオやTV、ビデオ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。お近くのラジオやTV、ビデオなどの電源を切ってみてください。
・本機を寒いところ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。
・本機に携帯電話を近づけると雑音の原因となります。離してお使いください。

音量が最小になっていませんか？［音量］つまみで調節してください。

表示パネルに“おやすみ”と表示されていますか？（ 6ページ）
表示されている場合は［おやすみ］ボタンを押して設定時間を確認してください。
表示されていない場合は再度設定してください。

電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。

よく受信できない。
雑音やひずみが多い。

音が出ない。

設定時間になっても電源が切れない。

“F76”が表示され、電源が切れる。

RF-U350(RQT8945-2S)0508  07.5.9 11:04 AM  ページ 1
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8

緊急警報放送を受信する

7

おやすみタイマーを使う
設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

を押して
時間を選ぶ

押すたびに、表示が
切り換わります。

■残り時間を表示するには

を1回押す
おやすみ

おやすみ

イヤホン（別売）で聞く

推奨品（別売）：
RP-EP3、RP-EP5（砲弾型片耳タイプ）
RP-EP310（インサイドホン型片耳タイプ）
・別売品の品番は変更されることがあります。

本体側面

・接続するときは、音
量を下げてください。
・耳を刺激するような
大きな音量で、長時
間聞くことは避けて
ください。

放送に合わせて音質を切り換える

を押す
音質

押すたびに“ ”が切り換わります。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

NHK-FM

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

オヤスミタイマーセッテイ 30

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

オヤスミタイマーセッテイ 29

残り時間

標　　準 -

音　　楽 -

ニュース -

高音強調 -

普通はこの位置をおすすめ�
します。�

音楽をたのしむときに。�

ニュース番組を聞くときに。�

高い音が聞きにくいときに。�

30（分）　　60　　 90　　120

OFF（解除）�

お知らせ

次に電源を入れたときは、電源が切れる直前の放送局が選局
されます。

1電源の準備をする 2地域の放送局を設定する

乾電池（別売）で使う

ラジオを聞く前に ラジオを聞く

5 6

奥までしっかり
差し込む

AC100 V

お知らせ

長期間使用しない時は電源コードをコンセントから抜いておく
ことをおすすめします。本体の電源を入れていない時でも電力
を消費しています。（約0.8 W）

電源コード（付属）を AC IN 端子に差し
込んでから
家庭用コンセントに差し込む

電源コードを本体から取り外す
・家庭用コンセントとつながれていると乾電池を使用しま
せん。

電池ふたを外す
単2形電池（別売）6本を番号順に入れる
・乾電池のプラス とマイナス の向きを表示どおりに
正しく入れてください。

電池ふたを元どおりに閉める

・表示パネルに“チイキセンタ
クチュウ”と表示されたあと、
お住まいの地域の放送局が自
動設定されます。
（例）東京圏にお住まいの場合

・地域が自動設定できない場
合“チイキセンタクエラー”
と表示されます。

・地域が重なる場所にお住ま
いの場合に違った地域が設
定されることがあります。

下記の｢地域を選んで放送局
を設定する｣をおこなってく
ださい。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

34 チイキセンタクチュウ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

11 トウキョウケン

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

NHK-1
AM 594 M  1

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

チイキセンタクエラー

お知らせ

・乾電池が消耗すると、表示パネルに“デンチ
ガショウモウシテイマス”と表示され
“ ”が点滅します。
新しい電池に取り替えるか、電源コードをコンセントに差し
込んでご使用ください。
・電源コードを外したあと、乾電池が入っていない状態が3分間
以上つづくと設定が消去されます。次に使用するときは、5ペ
ージの「地域の放送局を設定する」をおこなってください。

お願い

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。

お住まいの地域にあわせて自動で放送局（AMとFM）の設定を
します。

イヤホンを接続するとスピーカーの音は、聞こえ
なくなります。

イヤホンプラグタイプ：
φ3.5 mmモノラルミニプラグ

受信状態を良くするには

■ AM放送の場合
本機の向きをもっとも良
く受信できるように調節
します。

■ FM放送の場合
ロッドアンテナの長さ、
角度をもっとも良く受信
できるように調節します。

お願い

ロッドアンテナを持って本機を
移動させると故障の原因となり
ます。
本機を移動させるときは、必ず
背面のハンドルを持って移動さ
せてください。

緊急警報 おやすみ

AM/FM電源 5 1

選局 音量

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

5 1 2 3 4 5

地域/プリセット選局

おやすみ 自動選局音質
AM/FM 選局電源

■ 取り出すときは

① 6番の 側を 側に
押して6番と5番を取
り出す。

② ケース内の切れ込みに指を入
れ、3番、4番と1番、2番を取
り出す。

を押して電源を入れる

ロッドアンテナをたてて伸ばす

を2秒以上、押したままにする
地域設定

電源

地域を選んで放送局を設定する
自動で地域設定ができないときなどは、地域を選んで放送局を
設定することができます。

を“ポン”と押す
地域設定

を“ポン”と押す
地域設定

■ エリアバンク一覧表

お知らせ

・お住まいの地域が変わったときは再度、地域の放送局を設定
してください。
・設定できる地域は「エリアバンク一覧表」をご覧ください。

1. サッポロ
2. アオモリ
3. アキタ
4. モリオカ
5. ヤマガタ
6. センダイ
7. フクシマ
8. ウツノミヤ
9. ミト

10. マエバシ
11. トウキョウケン
12. コウフ
13. マツモト
14. シズオカ
15. ナゴヤケン
16. ツ
17. ニイガタ
18. トヤマ

19. カナザワ
20. フクイ
21. オオツ
22. ナラ
23. ワカヤマ
24. オオサカケン
25. トットリ
26. マツエ
27. ヒロシマ

28. ヤマグチ
29. タカマツ/

オカヤマ
30. トクシマ
31. マツヤマ
32. コウチ
33. フクオカ
34. キタキュウシュウ
35. サガ

36. ナガサキ
37. オオイタ
38. クマモト
39. ミヤザキ
40. カゴシマ
41. ナハ

以下の操作はそれぞれ10秒以内におこなう
表示が元に戻ったら、手順 から操作をおこなってください。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

11 トウキョウケン
チイキ　センタク

お知らせ

・お住まいの地域や受信状態によっては、設定に20秒程度かかることがあります。
・待機設定後もロッドアンテナをたてて伸ばしたまま、受信状態を良くしてお使いください。
・災害時に家庭用コンセントが使用できない場合に備えて、本機に新しい乾電池を入れて
おいてください。停電が起こったときは、自動で乾電池での駆動に切り換わります。
・乾電池でのご使用で緊急警報放送待機中に電池が消耗し、緊急警報放送が受信できなく
なると、緊急警報ランプが点滅または消灯します。新しい電池に交換してください。
・停電が起こらなかった場合でも、1年に1回は新しい乾電池に交換してください。

お知らせ

“タイキセッテイエラー”と表示されたときは、待機放送
局が正しく受信できないため待機設定が解除されていま
す。もう一度「1.待機放送局を設定する」をおこなって
ください。

お住まいの地域の緊急警報放送を実施しているFM放送局を設定して、電源が入っていない
ときでも緊急警報放送が受信できるようにします。
・必ず、5ページの「地域の放送局を設定する」をおこなってください。お住まいの地域が
正しく選択されていないと待機設定が正しくおこなわれません。
・受信状態が悪いと設定ができない場合があります。ロッドアンテナをたてて伸ばしてか
ら設定してください。
・待機設定後は家庭用コンセントでお使いください。電源が入っていないときでも待機設
定をするとラジオを聞いているときと同等の電力を消費します。

設定がおわると表示パネルに“タイキセッテイOK”と約2
秒間表示され、お住まいの地域の緊急警報放送実施放送局
（待機放送局）が選局され緊急警報ランプが点灯します。

待機放送局が選局され、受信がOKの場合は、約2秒間
“タイキセッテイOK”と表示されます。

電源が入っているときに

■ 待機設定自動確認機能
待機設定をすると電源が入っていないときに、一定時間（1日に約3回）ごとに自動で待機
放送局の受信状態を確認します。

緊急警報
を“ポン”と押す

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ　OK

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

タイキセッテイ　エラー
チイキセンタク　シテクダサイ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ　OK
FM 81 . 9 タイキキョク

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキ　サイカクニン

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

タイキセッテイ　エラー

ランプが点灯

選局 を回して、地域を選ぶ

待機設定をする

■ 電源が入っていないときに受信した場合

待機設定後は、電源が入っていないときでも緊急警報放送を受信すると自動で電源
が入り、緊急警報放送を聞くことができます。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

シケンホウソウ　
FM 81 . 9 タイキキョク

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

シケンホウソウ　

ゆっくり点滅

ゆっくり点滅

緊急警報放送を受信する

■電源が入っているときに緊急警報放送を受信するには
緊急警報放送を実施している放送局（待機放送局）を受信している（聞いている）
場合に、緊急警報放送が受信できます。
緊急警報放送が終了すると、「ピロ、ピロ…」という音が鳴ったあと自動的に緊急
警報放送を受信する前の状態に戻ります。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

キンキュウホウソウ　
FM 81 . 9 タイキキョク

速く点滅

番号順に 側
に押しながら
入れる

下段の奥側

緊急警報 おやすみ

AM/FM電源 5 1

選局 音量

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

電源
地域設定

イヤホン接続端子

ハンドルは起こして
使用してください

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 81 . 9 タイキキョク

待機放送局

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

タイキセッテイ　チュウ

お知らせ

・ゆっくり再生機能は、言葉と言葉の間の無音声部分を
利用しています。音楽番組など、放送の内容によって
は、ゆっくり再生の効果が得られないことがあります。
おすすめ番組：ニュース／ドラマ／教養講座など、話
者の言葉と言葉の間に無音声部分が多いもの
効果が得にくい番組：音楽だけの番組など、音が連続
していて無音声部分が少ないもの
・ゆっくり再生の速度は、放送の内容により変化をしま
すが、ゆっくり再生をしていないときのおおよそ80
%です。
・ゆっくり再生中は、音質が“標準”に固定され変更で
きません。
・次の場合には、ゆっくり再生が解除されます。
① 電源を切ったとき
② AMからFM、またはFMからAMに切り替えたとき
③ 聞いている放送局を変更したとき
・ゆっくり再生を使うと音質が変わり、音声が遅れて聞
こえます。
・再生速度は変更できません。
・受信状態が悪く、雑音が多いときにゆっくり再生を使
うと、雑音が増して聞きづらくなります。ゆっくり再
生を解除してお使いください。

お知らせ

次に電源を入れたときは、電源が切れ
る直前の放送局が選局されます。

を押す
電源

を押す
AM/FM

押すたびに表示が
と切り換わります。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 76 . 1 M  1

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

NHK-FM
FM 81 . 9 M  1

を回して放送局を選ぶ
地域の放送局を設定すると、放送局が
プリセット選局ボタンの1から10（メ
モリ－番号）に自動的に登録されます。

■ 登録した放送局を聞く

選局

AM　   FM

放送局名

バンド／周波数

5秒間表示されます。

メモリ－番号

地域／プリセット選局

お知らせ

地域の放送局を設定していないと放送局は登録され
ません。5ページの「地域の放送局を設定する」をお
こなってください。

5 1 2 3 4 5
標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 82 . 5

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 83 . 5
ジドウセンキョクチュウ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

チイキボタンヲポントオス
チイキセッテイシテイマセン

電源を切るときはもう一度押してくだ
さい。

[6]から[10]のメモリ－番号を選択する場合は、[5+]を押したあと10秒以内に[1]から[5]
の番号を押してください。
（例）[7]を選択する場合は、[5+]を押したあと10秒以内に[2]を押す。（[7]は、[5+]と[2]）

周波数で放送局を選ぶ

■ 放送局を登録する（AMとFMそれぞれ最大10局まで登録することができます。）
新しく登録したい放送局を聞きながら、変更するメモリー
番号のボタンを1秒以上押したままにすると、“トウロク”
と表示され上書きします。
（例）[7]に登録する場合は、[5+]のあとに[2]を押したま

まにする。（[7]は、[5+]と[2]）

● 自動選局（オートチューニング）

を“ポン”と押す
自動選局

自動選局が始まり、最初に受信した放送局で停止します。
好みの放送局が受信できるまで繰り返してください。
お知らせ

受信状態によって自動選局できない場合があります。自動選局が停止しない場合は を押
して中止してください。

自動選局

お知らせ

地域の放送局を設定していないと“チイキセッテイシテイマセン”と表示され、放送局の登録
ができません。

1電源を入れる

2 AMまたはFM を選ぶ

3放送局を選ぶ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM M   2 : トウロク83 . 5

1秒間表示

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

オンリョウ　セッテイ 28

を回して音量を調節する
（0～50）

音量

大小

4音量を調節する

ご家庭の中で本機をお使いになる場所が変わったときなどに、待機放送局の受信状態を確
認してください。

■ “タイキセッテイエラー”と表示されたとき
待機放送局が正しく受信できないため待機設定ができて
いません。
窓際などに本機を移動し、ロッドアンテナを調節して受信状
態を良くしたあと、もう一度待機設定をおこなってください。

"チイキセンタクシテクダサイ"と表示されたときは、5ペ
ージ「地域の放送局を設定する」をおこなったあと、待
機設定をしてください。

"タイキサイカクニン"と表示されたときは、電源を入れた
あと、「2.待機放送局の受信状態を確認する」をおこなっ
てください。

お知らせ

表示は、電源を入れた場合や、次回の自動確認の受信状態が良好な場合に消えます。

表示パネルに“キンキュウホウソウ”と表示さ
れ音量設定とは無関係に一定の音量で「ピロ、
ピロ…」という警報音のあと緊急警報放送を聞
くことができます。

緊急警報放送が終了すると、「ピロ、ピロ…」という音が鳴ったあと自動的に電源
が切れます。

お知らせ

・緊急警報放送受信中は、音量調節以外の操作は無効になります。
・緊急警報放送を受信する前の音量が小さい場合は、自動的に一定の音量まで大き
くなり、それ以上小さくできません。

お知らせ

・緊急警報放送を途中から受信したときや、受信中に待機設定を解除したときは、
“シケンホウソウ”と表示される場合があります。
・おやすみタイマーを使っているときに緊急警報放送を受信すると、おやすみタイ
マー機能が一時停止し、緊急警報放送終了後に再び動き出します。

試験放送を受信する
試験放送を受信することで、緊急警報放送を正しく受信するか確認することができ
ます。試験放送の実施日時は、3ページの「緊急警報放送の試験放送実施内容」を
ご覧ください。

試験放送を受信すると表示パネルに“シケンホ
ウソウ”と表示されます。（“シケンホウソウ”
の表示があっても電源は入っていません。ラジ
オを聞く場合は電源を入れてください。）

お知らせ

シケンホウソウ”の表示と緊急警報ランプの点滅は、次に電源が入れられるまで
約9時間つづきます。

お知らせ

シケンホウソウ”の表示と緊急警報ランプの点滅は、音量調節以外の操作がおこな
われるまで約9時間つづきます。音量調節以外の操作がおこなわれたときは、元の
表示になり、緊急警報ランプが点灯に変わります。

■ 電源が入っているときに受信する場合

試験放送を実施している放送局（待機放送局）
を受信している（聞いている）場合に、試験放
送が受信できます。

AM/FM
でAMまたはFM
を選んだあと

1 5
のいずれか
を押す－

ロッドアンテナ

家庭用コンセントでお使いください

1. 待機放送局を設定する
電源 を押して

電源を
入れる

緊急警報 を押した
ままにする

2. 待機放送局の受信状態を確認する

待機設定を解除する

待機設定が解除され、表示パネルに“タイキセ
ッテイOFF”と約2秒間表示し緊急警報ランプ
が消灯します。

電源が入っているときに 緊急警報 を押したままにする

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ OFF

ランプが消灯

ゆっくり再生を終了するときは、もう一度押してくださ
い。（ランプが消灯します。）

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ　エラー
FM 81 . 9 タイキキョク

ランプが消灯

RQT8945

言葉を聞き取りやすくする（ゆっくり再生機能）
言葉の速さをゆっくりにして、ニュースやドラマの話し
声を聞き取りやすくします。

を押す
（ボタン周囲のランプが点灯します。）

ゆっくり
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緊急警報 おやすみ

AM/FM電源 5 1

選局 音量

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

8

緊急警報放送を受信する

7

おやすみタイマーを使う
設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

を押して
時間を選ぶ

押すたびに、表示が
切り換わります。

■残り時間を表示するには

を1回押す
おやすみ

おやすみ

イヤホン（別売）で聞く

推奨品（別売）：
RP-EP3、RP-EP5（砲弾型片耳タイプ）
RP-EP310（インサイドホン型片耳タイプ）
・別売品の品番は変更されることがあります。

本体側面

・接続するときは、音
量を下げてください。
・耳を刺激するような
大きな音量で、長時
間聞くことは避けて
ください。

放送に合わせて音質を切り換える

を押す
音質

押すたびに“ ”が切り換わります。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

NHK-FM

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

オヤスミタイマーセッテイ 30

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

オヤスミタイマーセッテイ 29

残り時間

標　　準 -

音　　楽 -

ニュース -

高音強調 -

普通はこの位置をおすすめ�
します。�

音楽をたのしむときに。�

ニュース番組を聞くときに。�

高い音が聞きにくいときに。�

30（分）　　60　　 90　　120

OFF（解除）�

お知らせ

次に電源を入れたときは、電源が切れる直前の放送局が選局
されます。

1電源の準備をする 2地域の放送局を設定する

乾電池（別売）で使う

ラジオを聞く前に ラジオを聞く

5 6

奥までしっかり
差し込む

AC100 V

お知らせ

長期間使用しない時は電源コードをコンセントから抜いておく
ことをおすすめします。本体の電源を入れていない時でも電力
を消費しています。（約0.8 W）

電源コード（付属）を AC IN 端子に差し
込んでから
家庭用コンセントに差し込む

電源コードを本体から取り外す
・家庭用コンセントとつながれていると乾電池を使用しま
せん。

電池ふたを外す
単2形電池（別売）6本を番号順に入れる
・乾電池のプラス とマイナス の向きを表示どおりに
正しく入れてください。

電池ふたを元どおりに閉める

・表示パネルに“チイキセンタ
クチュウ”と表示されたあと、
お住まいの地域の放送局が自
動設定されます。
（例）東京圏にお住まいの場合

・地域が自動設定できない場
合“チイキセンタクエラー”
と表示されます。

・地域が重なる場所にお住ま
いの場合に違った地域が設
定されることがあります。

下記の｢地域を選んで放送局
を設定する｣をおこなってく
ださい。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

34 チイキセンタクチュウ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

11 トウキョウケン

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

NHK-1
AM 594 M  1

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

チイキセンタクエラー

お知らせ

・乾電池が消耗すると、表示パネルに“デンチ
ガショウモウシテイマス”と表示され
“ ”が点滅します。
新しい電池に取り替えるか、電源コードをコンセントに差し
込んでご使用ください。
・電源コードを外したあと、乾電池が入っていない状態が3分間
以上つづくと設定が消去されます。次に使用するときは、5ペ
ージの「地域の放送局を設定する」をおこなってください。

お願い

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。

お住まいの地域にあわせて自動で放送局（AMとFM）の設定を
します。

イヤホンを接続するとスピーカーの音は、聞こえ
なくなります。

イヤホンプラグタイプ：
φ3.5 mmモノラルミニプラグ

受信状態を良くするには

■ AM放送の場合
本機の向きをもっとも良
く受信できるように調節
します。

■ FM放送の場合
ロッドアンテナの長さ、
角度をもっとも良く受信
できるように調節します。

お願い

ロッドアンテナを持って本機を
移動させると故障の原因となり
ます。
本機を移動させるときは、必ず
背面のハンドルを持って移動さ
せてください。

緊急警報 おやすみ

AM/FM電源 5 1

選局 音量

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

5 1 2 3 4 5

地域/プリセット選局

おやすみ 自動選局音質
AM/FM 選局電源

■ 取り出すときは

① 6番の 側を 側に
押して6番と5番を取
り出す。

② ケース内の切れ込みに指を入
れ、3番、4番と1番、2番を取
り出す。

を押して電源を入れる

ロッドアンテナをたてて伸ばす

を2秒以上、押したままにする
地域設定

電源

地域を選んで放送局を設定する
自動で地域設定ができないときなどは、地域を選んで放送局を
設定することができます。

を“ポン”と押す
地域設定

を“ポン”と押す
地域設定

■ エリアバンク一覧表

お知らせ

・お住まいの地域が変わったときは再度、地域の放送局を設定
してください。
・設定できる地域は「エリアバンク一覧表」をご覧ください。

1. サッポロ
2. アオモリ
3. アキタ
4. モリオカ
5. ヤマガタ
6. センダイ
7. フクシマ
8. ウツノミヤ
9. ミト

10. マエバシ
11. トウキョウケン
12. コウフ
13. マツモト
14. シズオカ
15. ナゴヤケン
16. ツ
17. ニイガタ
18. トヤマ

19. カナザワ
20. フクイ
21. オオツ
22. ナラ
23. ワカヤマ
24. オオサカケン
25. トットリ
26. マツエ
27. ヒロシマ

28. ヤマグチ
29. タカマツ/

オカヤマ
30. トクシマ
31. マツヤマ
32. コウチ
33. フクオカ
34. キタキュウシュウ
35. サガ

36. ナガサキ
37. オオイタ
38. クマモト
39. ミヤザキ
40. カゴシマ
41. ナハ

以下の操作はそれぞれ10秒以内におこなう
表示が元に戻ったら、手順 から操作をおこなってください。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

11 トウキョウケン
チイキ　センタク

お知らせ

・お住まいの地域や受信状態によっては、設定に20秒程度かかることがあります。
・待機設定後もロッドアンテナをたてて伸ばしたまま、受信状態を良くしてお使いください。
・災害時に家庭用コンセントが使用できない場合に備えて、本機に新しい乾電池を入れて
おいてください。停電が起こったときは、自動で乾電池での駆動に切り換わります。
・乾電池でのご使用で緊急警報放送待機中に電池が消耗し、緊急警報放送が受信できなく
なると、緊急警報ランプが点滅または消灯します。新しい電池に交換してください。
・停電が起こらなかった場合でも、1年に1回は新しい乾電池に交換してください。

お知らせ

“タイキセッテイエラー”と表示されたときは、待機放送
局が正しく受信できないため待機設定が解除されていま
す。もう一度「1.待機放送局を設定する」をおこなって
ください。

お住まいの地域の緊急警報放送を実施しているFM放送局を設定して、電源が入っていない
ときでも緊急警報放送が受信できるようにします。
・必ず、5ページの「地域の放送局を設定する」をおこなってください。お住まいの地域が
正しく選択されていないと待機設定が正しくおこなわれません。
・受信状態が悪いと設定ができない場合があります。ロッドアンテナをたてて伸ばしてか
ら設定してください。
・待機設定後は家庭用コンセントでお使いください。電源が入っていないときでも待機設
定をするとラジオを聞いているときと同等の電力を消費します。

設定がおわると表示パネルに“タイキセッテイOK”と約2
秒間表示され、お住まいの地域の緊急警報放送実施放送局
（待機放送局）が選局され緊急警報ランプが点灯します。

待機放送局が選局され、受信がOKの場合は、約2秒間
“タイキセッテイOK”と表示されます。

電源が入っているときに

■ 待機設定自動確認機能
待機設定をすると電源が入っていないときに、一定時間（1日に約3回）ごとに自動で待機
放送局の受信状態を確認します。

緊急警報
を“ポン”と押す

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ　OK

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

タイキセッテイ　エラー
チイキセンタク　シテクダサイ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ　OK
FM 81 . 9 タイキキョク

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキ　サイカクニン

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

タイキセッテイ　エラー

ランプが点灯

選局 を回して、地域を選ぶ

待機設定をする

■ 電源が入っていないときに受信した場合

待機設定後は、電源が入っていないときでも緊急警報放送を受信すると自動で電源
が入り、緊急警報放送を聞くことができます。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

シケンホウソウ　
FM 81 . 9 タイキキョク

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

シケンホウソウ　

ゆっくり点滅

ゆっくり点滅

緊急警報放送を受信する

■電源が入っているときに緊急警報放送を受信するには
緊急警報放送を実施している放送局（待機放送局）を受信している（聞いている）
場合に、緊急警報放送が受信できます。
緊急警報放送が終了すると、「ピロ、ピロ…」という音が鳴ったあと自動的に緊急
警報放送を受信する前の状態に戻ります。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

キンキュウホウソウ　
FM 81 . 9 タイキキョク

速く点滅

番号順に 側
に押しながら
入れる

下段の奥側

緊急警報 おやすみ

AM/FM電源 5 1

選局 音量

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

電源
地域設定

イヤホン接続端子

ハンドルは起こして
使用してください

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 81 . 9 タイキキョク

待機放送局

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

タイキセッテイ　チュウ

お知らせ

・ゆっくり再生機能は、言葉と言葉の間の無音声部分を
利用しています。音楽番組など、放送の内容によって
は、ゆっくり再生の効果が得られないことがあります。
おすすめ番組：ニュース／ドラマ／教養講座など、話
者の言葉と言葉の間に無音声部分が多いもの
効果が得にくい番組：音楽だけの番組など、音が連続
していて無音声部分が少ないもの
・ゆっくり再生の速度は、放送の内容により変化をしま
すが、ゆっくり再生をしていないときのおおよそ80
%です。
・ゆっくり再生中は、音質が“標準”に固定され変更で
きません。
・次の場合には、ゆっくり再生が解除されます。
① 電源を切ったとき
② AMからFM、またはFMからAMに切り替えたとき
③ 聞いている放送局を変更したとき
・ゆっくり再生を使うと音質が変わり、音声が遅れて聞
こえます。
・再生速度は変更できません。
・受信状態が悪く、雑音が多いときにゆっくり再生を使
うと、雑音が増して聞きづらくなります。ゆっくり再
生を解除してお使いください。

お知らせ

次に電源を入れたときは、電源が切れ
る直前の放送局が選局されます。

を押す
電源

を押す
AM/FM

押すたびに表示が
と切り換わります。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 76 . 1 M  1

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

NHK-FM
FM 81 . 9 M  1

を回して放送局を選ぶ
地域の放送局を設定すると、放送局が
プリセット選局ボタンの1から10（メ
モリ－番号）に自動的に登録されます。

■ 登録した放送局を聞く

選局

AM　   FM

放送局名

バンド／周波数

5秒間表示されます。

メモリ－番号

地域／プリセット選局

お知らせ

地域の放送局を設定していないと放送局は登録され
ません。5ページの「地域の放送局を設定する」をお
こなってください。

5 1 2 3 4 5
標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 82 . 5

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 83 . 5
ジドウセンキョクチュウ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

チイキボタンヲポントオス
チイキセッテイシテイマセン

電源を切るときはもう一度押してくだ
さい。

[6]から[10]のメモリ－番号を選択する場合は、[5+]を押したあと10秒以内に[1]から[5]
の番号を押してください。
（例）[7]を選択する場合は、[5+]を押したあと10秒以内に[2]を押す。（[7]は、[5+]と[2]）

周波数で放送局を選ぶ

■ 放送局を登録する（AMとFMそれぞれ最大10局まで登録することができます。）
新しく登録したい放送局を聞きながら、変更するメモリー
番号のボタンを1秒以上押したままにすると、“トウロク”
と表示され上書きします。
（例）[7]に登録する場合は、[5+]のあとに[2]を押したま

まにする。（[7]は、[5+]と[2]）

● 自動選局（オートチューニング）

を“ポン”と押す
自動選局

自動選局が始まり、最初に受信した放送局で停止します。
好みの放送局が受信できるまで繰り返してください。
お知らせ

受信状態によって自動選局できない場合があります。自動選局が停止しない場合は を押
して中止してください。

自動選局

お知らせ

地域の放送局を設定していないと“チイキセッテイシテイマセン”と表示され、放送局の登録
ができません。

1電源を入れる

2 AMまたはFM を選ぶ

3放送局を選ぶ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM M   2 : トウロク83 . 5

1秒間表示

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

オンリョウ　セッテイ 28

を回して音量を調節する
（0～50）

音量

大小

4音量を調節する

ご家庭の中で本機をお使いになる場所が変わったときなどに、待機放送局の受信状態を確
認してください。

■ “タイキセッテイエラー”と表示されたとき
待機放送局が正しく受信できないため待機設定ができて
いません。
窓際などに本機を移動し、ロッドアンテナを調節して受信状
態を良くしたあと、もう一度待機設定をおこなってください。

"チイキセンタクシテクダサイ"と表示されたときは、5ペ
ージ「地域の放送局を設定する」をおこなったあと、待
機設定をしてください。

"タイキサイカクニン"と表示されたときは、電源を入れた
あと、「2.待機放送局の受信状態を確認する」をおこなっ
てください。

お知らせ

表示は、電源を入れた場合や、次回の自動確認の受信状態が良好な場合に消えます。

表示パネルに“キンキュウホウソウ”と表示さ
れ音量設定とは無関係に一定の音量で「ピロ、
ピロ…」という警報音のあと緊急警報放送を聞
くことができます。

緊急警報放送が終了すると、「ピロ、ピロ…」という音が鳴ったあと自動的に電源
が切れます。

お知らせ

・緊急警報放送受信中は、音量調節以外の操作は無効になります。
・緊急警報放送を受信する前の音量が小さい場合は、自動的に一定の音量まで大き
くなり、それ以上小さくできません。

お知らせ

・緊急警報放送を途中から受信したときや、受信中に待機設定を解除したときは、
“シケンホウソウ”と表示される場合があります。
・おやすみタイマーを使っているときに緊急警報放送を受信すると、おやすみタイ
マー機能が一時停止し、緊急警報放送終了後に再び動き出します。

試験放送を受信する
試験放送を受信することで、緊急警報放送を正しく受信するか確認することができ
ます。試験放送の実施日時は、3ページの「緊急警報放送の試験放送実施内容」を
ご覧ください。

試験放送を受信すると表示パネルに“シケンホ
ウソウ”と表示されます。（“シケンホウソウ”
の表示があっても電源は入っていません。ラジ
オを聞く場合は電源を入れてください。）

お知らせ

シケンホウソウ”の表示と緊急警報ランプの点滅は、次に電源が入れられるまで
約9時間つづきます。

お知らせ

シケンホウソウ”の表示と緊急警報ランプの点滅は、音量調節以外の操作がおこな
われるまで約9時間つづきます。音量調節以外の操作がおこなわれたときは、元の
表示になり、緊急警報ランプが点灯に変わります。

■ 電源が入っているときに受信する場合

試験放送を実施している放送局（待機放送局）
を受信している（聞いている）場合に、試験放
送が受信できます。

AM/FM
でAMまたはFM
を選んだあと

1 5
のいずれか
を押す－

ロッドアンテナ

家庭用コンセントでお使いください

1. 待機放送局を設定する
電源 を押して

電源を
入れる

緊急警報 を押した
ままにする

2. 待機放送局の受信状態を確認する

待機設定を解除する

待機設定が解除され、表示パネルに“タイキセ
ッテイOFF”と約2秒間表示し緊急警報ランプ
が消灯します。

電源が入っているときに 緊急警報 を押したままにする

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ OFF

ランプが消灯

ゆっくり再生を終了するときは、もう一度押してくださ
い。（ランプが消灯します。）

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ　エラー
FM 81 . 9 タイキキョク

ランプが消灯

RQT8945

言葉を聞き取りやすくする（ゆっくり再生機能）
言葉の速さをゆっくりにして、ニュースやドラマの話し
声を聞き取りやすくします。

を押す
（ボタン周囲のランプが点灯します。）

ゆっくり
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緊急警報 おやすみ

AM/FM電源 5 1

選局 音量

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

8

緊急警報放送を受信する

7

おやすみタイマーを使う
設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

を押して
時間を選ぶ

押すたびに、表示が
切り換わります。

■残り時間を表示するには

を1回押す
おやすみ

おやすみ

イヤホン（別売）で聞く

推奨品（別売）：
RP-EP3、RP-EP5（砲弾型片耳タイプ）
RP-EP310（インサイドホン型片耳タイプ）
・別売品の品番は変更されることがあります。

本体側面

・接続するときは、音
量を下げてください。
・耳を刺激するような
大きな音量で、長時
間聞くことは避けて
ください。

放送に合わせて音質を切り換える

を押す
音質

押すたびに“ ”が切り換わります。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

NHK-FM

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

オヤスミタイマーセッテイ 30

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

オヤスミタイマーセッテイ 29

残り時間

標　　準 -

音　　楽 -

ニュース -

高音強調 -

普通はこの位置をおすすめ�
します。�

音楽をたのしむときに。�

ニュース番組を聞くときに。�

高い音が聞きにくいときに。�

30（分）　　60　　 90　　120

OFF（解除）�

お知らせ

次に電源を入れたときは、電源が切れる直前の放送局が選局
されます。

1電源の準備をする 2地域の放送局を設定する

乾電池（別売）で使う

ラジオを聞く前に ラジオを聞く

5 6

奥までしっかり
差し込む

AC100 V

お知らせ

長期間使用しない時は電源コードをコンセントから抜いておく
ことをおすすめします。本体の電源を入れていない時でも電力
を消費しています。（約0.8 W）

電源コード（付属）を AC IN 端子に差し
込んでから
家庭用コンセントに差し込む

電源コードを本体から取り外す
・家庭用コンセントとつながれていると乾電池を使用しま
せん。

電池ふたを外す
単2形電池（別売）6本を番号順に入れる
・乾電池のプラス とマイナス の向きを表示どおりに
正しく入れてください。

電池ふたを元どおりに閉める

・表示パネルに“チイキセンタ
クチュウ”と表示されたあと、
お住まいの地域の放送局が自
動設定されます。
（例）東京圏にお住まいの場合

・地域が自動設定できない場
合“チイキセンタクエラー”
と表示されます。

・地域が重なる場所にお住ま
いの場合に違った地域が設
定されることがあります。

下記の｢地域を選んで放送局
を設定する｣をおこなってく
ださい。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

34 チイキセンタクチュウ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

11 トウキョウケン

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

NHK-1
AM 594 M  1

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

チイキセンタクエラー

お知らせ

・乾電池が消耗すると、表示パネルに“デンチ
ガショウモウシテイマス”と表示され
“ ”が点滅します。
新しい電池に取り替えるか、電源コードをコンセントに差し
込んでご使用ください。
・電源コードを外したあと、乾電池が入っていない状態が3分間
以上つづくと設定が消去されます。次に使用するときは、5ペ
ージの「地域の放送局を設定する」をおこなってください。

お願い

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。

お住まいの地域にあわせて自動で放送局（AMとFM）の設定を
します。

イヤホンを接続するとスピーカーの音は、聞こえ
なくなります。

イヤホンプラグタイプ：
φ3.5 mmモノラルミニプラグ

受信状態を良くするには

■ AM放送の場合
本機の向きをもっとも良
く受信できるように調節
します。

■ FM放送の場合
ロッドアンテナの長さ、
角度をもっとも良く受信
できるように調節します。

お願い

ロッドアンテナを持って本機を
移動させると故障の原因となり
ます。
本機を移動させるときは、必ず
背面のハンドルを持って移動さ
せてください。

緊急警報 おやすみ

AM/FM電源 5 1

選局 音量

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

5 1 2 3 4 5

地域/プリセット選局

おやすみ 自動選局音質
AM/FM 選局電源

■ 取り出すときは

① 6番の 側を 側に
押して6番と5番を取
り出す。

② ケース内の切れ込みに指を入
れ、3番、4番と1番、2番を取
り出す。

を押して電源を入れる

ロッドアンテナをたてて伸ばす

を2秒以上、押したままにする
地域設定

電源

地域を選んで放送局を設定する
自動で地域設定ができないときなどは、地域を選んで放送局を
設定することができます。

を“ポン”と押す
地域設定

を“ポン”と押す
地域設定

■ エリアバンク一覧表

お知らせ

・お住まいの地域が変わったときは再度、地域の放送局を設定
してください。
・設定できる地域は「エリアバンク一覧表」をご覧ください。

1. サッポロ
2. アオモリ
3. アキタ
4. モリオカ
5. ヤマガタ
6. センダイ
7. フクシマ
8. ウツノミヤ
9. ミト

10. マエバシ
11. トウキョウケン
12. コウフ
13. マツモト
14. シズオカ
15. ナゴヤケン
16. ツ
17. ニイガタ
18. トヤマ

19. カナザワ
20. フクイ
21. オオツ
22. ナラ
23. ワカヤマ
24. オオサカケン
25. トットリ
26. マツエ
27. ヒロシマ

28. ヤマグチ
29. タカマツ/

オカヤマ
30. トクシマ
31. マツヤマ
32. コウチ
33. フクオカ
34. キタキュウシュウ
35. サガ

36. ナガサキ
37. オオイタ
38. クマモト
39. ミヤザキ
40. カゴシマ
41. ナハ

以下の操作はそれぞれ10秒以内におこなう
表示が元に戻ったら、手順 から操作をおこなってください。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

11 トウキョウケン
チイキ　センタク

お知らせ

・お住まいの地域や受信状態によっては、設定に20秒程度かかることがあります。
・待機設定後もロッドアンテナをたてて伸ばしたまま、受信状態を良くしてお使いください。
・災害時に家庭用コンセントが使用できない場合に備えて、本機に新しい乾電池を入れて
おいてください。停電が起こったときは、自動で乾電池での駆動に切り換わります。
・乾電池でのご使用で緊急警報放送待機中に電池が消耗し、緊急警報放送が受信できなく
なると、緊急警報ランプが点滅または消灯します。新しい電池に交換してください。
・停電が起こらなかった場合でも、1年に1回は新しい乾電池に交換してください。

お知らせ

“タイキセッテイエラー”と表示されたときは、待機放送
局が正しく受信できないため待機設定が解除されていま
す。もう一度「1.待機放送局を設定する」をおこなって
ください。

お住まいの地域の緊急警報放送を実施しているFM放送局を設定して、電源が入っていない
ときでも緊急警報放送が受信できるようにします。
・必ず、5ページの「地域の放送局を設定する」をおこなってください。お住まいの地域が
正しく選択されていないと待機設定が正しくおこなわれません。
・受信状態が悪いと設定ができない場合があります。ロッドアンテナをたてて伸ばしてか
ら設定してください。
・待機設定後は家庭用コンセントでお使いください。電源が入っていないときでも待機設
定をするとラジオを聞いているときと同等の電力を消費します。

設定がおわると表示パネルに“タイキセッテイOK”と約2
秒間表示され、お住まいの地域の緊急警報放送実施放送局
（待機放送局）が選局され緊急警報ランプが点灯します。

待機放送局が選局され、受信がOKの場合は、約2秒間
“タイキセッテイOK”と表示されます。

電源が入っているときに

■ 待機設定自動確認機能
待機設定をすると電源が入っていないときに、一定時間（1日に約3回）ごとに自動で待機
放送局の受信状態を確認します。

緊急警報
を“ポン”と押す

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ　OK

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

タイキセッテイ　エラー
チイキセンタク　シテクダサイ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ　OK
FM 81 . 9 タイキキョク

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキ　サイカクニン

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

タイキセッテイ　エラー

ランプが点灯

選局 を回して、地域を選ぶ

待機設定をする

■ 電源が入っていないときに受信した場合

待機設定後は、電源が入っていないときでも緊急警報放送を受信すると自動で電源
が入り、緊急警報放送を聞くことができます。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

シケンホウソウ　
FM 81 . 9 タイキキョク

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

シケンホウソウ　

ゆっくり点滅

ゆっくり点滅

緊急警報放送を受信する

■電源が入っているときに緊急警報放送を受信するには
緊急警報放送を実施している放送局（待機放送局）を受信している（聞いている）
場合に、緊急警報放送が受信できます。
緊急警報放送が終了すると、「ピロ、ピロ…」という音が鳴ったあと自動的に緊急
警報放送を受信する前の状態に戻ります。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

キンキュウホウソウ　
FM 81 . 9 タイキキョク

速く点滅

番号順に 側
に押しながら
入れる

下段の奥側

緊急警報 おやすみ

AM/FM電源 5 1

選局 音量

大小

2 3 4 5

ゆっくり

音質 地域設定

地域/プリセット選局

自動選局

電源
地域設定

イヤホン接続端子

ハンドルは起こして
使用してください

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 81 . 9 タイキキョク

待機放送局

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

タイキセッテイ　チュウ

お知らせ

・ゆっくり再生機能は、言葉と言葉の間の無音声部分を
利用しています。音楽番組など、放送の内容によって
は、ゆっくり再生の効果が得られないことがあります。
おすすめ番組：ニュース／ドラマ／教養講座など、話
者の言葉と言葉の間に無音声部分が多いもの
効果が得にくい番組：音楽だけの番組など、音が連続
していて無音声部分が少ないもの
・ゆっくり再生の速度は、放送の内容により変化をしま
すが、ゆっくり再生をしていないときのおおよそ80
%です。
・ゆっくり再生中は、音質が“標準”に固定され変更で
きません。
・次の場合には、ゆっくり再生が解除されます。
① 電源を切ったとき
② AMからFM、またはFMからAMに切り替えたとき
③ 聞いている放送局を変更したとき
・ゆっくり再生を使うと音質が変わり、音声が遅れて聞
こえます。
・再生速度は変更できません。
・受信状態が悪く、雑音が多いときにゆっくり再生を使
うと、雑音が増して聞きづらくなります。ゆっくり再
生を解除してお使いください。

お知らせ

次に電源を入れたときは、電源が切れ
る直前の放送局が選局されます。

を押す
電源

を押す
AM/FM

押すたびに表示が
と切り換わります。

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 76 . 1 M  1

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

NHK-FM
FM 81 . 9 M  1

を回して放送局を選ぶ
地域の放送局を設定すると、放送局が
プリセット選局ボタンの1から10（メ
モリ－番号）に自動的に登録されます。

■ 登録した放送局を聞く

選局

AM　   FM

放送局名

バンド／周波数

5秒間表示されます。

メモリ－番号

地域／プリセット選局

お知らせ

地域の放送局を設定していないと放送局は登録され
ません。5ページの「地域の放送局を設定する」をお
こなってください。

5 1 2 3 4 5
標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 82 . 5

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM 83 . 5
ジドウセンキョクチュウ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

チイキボタンヲポントオス
チイキセッテイシテイマセン

電源を切るときはもう一度押してくだ
さい。

[6]から[10]のメモリ－番号を選択する場合は、[5+]を押したあと10秒以内に[1]から[5]
の番号を押してください。
（例）[7]を選択する場合は、[5+]を押したあと10秒以内に[2]を押す。（[7]は、[5+]と[2]）

周波数で放送局を選ぶ

■ 放送局を登録する（AMとFMそれぞれ最大10局まで登録することができます。）
新しく登録したい放送局を聞きながら、変更するメモリー
番号のボタンを1秒以上押したままにすると、“トウロク”
と表示され上書きします。
（例）[7]に登録する場合は、[5+]のあとに[2]を押したま

まにする。（[7]は、[5+]と[2]）

● 自動選局（オートチューニング）

を“ポン”と押す
自動選局

自動選局が始まり、最初に受信した放送局で停止します。
好みの放送局が受信できるまで繰り返してください。
お知らせ

受信状態によって自動選局できない場合があります。自動選局が停止しない場合は を押
して中止してください。

自動選局

お知らせ

地域の放送局を設定していないと“チイキセッテイシテイマセン”と表示され、放送局の登録
ができません。

1電源を入れる

2 AMまたはFM を選ぶ

3放送局を選ぶ

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

FM M   2 : トウロク83 . 5

1秒間表示

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

オンリョウ　セッテイ 28

を回して音量を調節する
（0～50）

音量

大小

4音量を調節する

ご家庭の中で本機をお使いになる場所が変わったときなどに、待機放送局の受信状態を確
認してください。

■ “タイキセッテイエラー”と表示されたとき
待機放送局が正しく受信できないため待機設定ができて
いません。
窓際などに本機を移動し、ロッドアンテナを調節して受信状
態を良くしたあと、もう一度待機設定をおこなってください。

"チイキセンタクシテクダサイ"と表示されたときは、5ペ
ージ「地域の放送局を設定する」をおこなったあと、待
機設定をしてください。

"タイキサイカクニン"と表示されたときは、電源を入れた
あと、「2.待機放送局の受信状態を確認する」をおこなっ
てください。

お知らせ

表示は、電源を入れた場合や、次回の自動確認の受信状態が良好な場合に消えます。

表示パネルに“キンキュウホウソウ”と表示さ
れ音量設定とは無関係に一定の音量で「ピロ、
ピロ…」という警報音のあと緊急警報放送を聞
くことができます。

緊急警報放送が終了すると、「ピロ、ピロ…」という音が鳴ったあと自動的に電源
が切れます。

お知らせ

・緊急警報放送受信中は、音量調節以外の操作は無効になります。
・緊急警報放送を受信する前の音量が小さい場合は、自動的に一定の音量まで大き
くなり、それ以上小さくできません。

お知らせ

・緊急警報放送を途中から受信したときや、受信中に待機設定を解除したときは、
“シケンホウソウ”と表示される場合があります。
・おやすみタイマーを使っているときに緊急警報放送を受信すると、おやすみタイ
マー機能が一時停止し、緊急警報放送終了後に再び動き出します。

試験放送を受信する
試験放送を受信することで、緊急警報放送を正しく受信するか確認することができ
ます。試験放送の実施日時は、3ページの「緊急警報放送の試験放送実施内容」を
ご覧ください。

試験放送を受信すると表示パネルに“シケンホ
ウソウ”と表示されます。（“シケンホウソウ”
の表示があっても電源は入っていません。ラジ
オを聞く場合は電源を入れてください。）

お知らせ

シケンホウソウ”の表示と緊急警報ランプの点滅は、次に電源が入れられるまで
約9時間つづきます。

お知らせ

シケンホウソウ”の表示と緊急警報ランプの点滅は、音量調節以外の操作がおこな
われるまで約9時間つづきます。音量調節以外の操作がおこなわれたときは、元の
表示になり、緊急警報ランプが点灯に変わります。

■ 電源が入っているときに受信する場合

試験放送を実施している放送局（待機放送局）
を受信している（聞いている）場合に、試験放
送が受信できます。

AM/FM
でAMまたはFM
を選んだあと

1 5
のいずれか
を押す－

ロッドアンテナ

家庭用コンセントでお使いください

1. 待機放送局を設定する
電源 を押して

電源を
入れる

緊急警報 を押した
ままにする

2. 待機放送局の受信状態を確認する

待機設定を解除する

待機設定が解除され、表示パネルに“タイキセ
ッテイOFF”と約2秒間表示し緊急警報ランプ
が消灯します。

電源が入っているときに 緊急警報 を押したままにする

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ OFF

ランプが消灯

ゆっくり再生を終了するときは、もう一度押してくださ
い。（ランプが消灯します。）

標準
音楽

ニュース
高音強調

音質

緊急警報 待機/受信

タイキセッテイ　エラー
FM 81 . 9 タイキキョク

ランプが消灯

RQT8945

言葉を聞き取りやすくする（ゆっくり再生機能）
言葉の速さをゆっくりにして、ニュースやドラマの話し
声を聞き取りやすくします。

を押す
（ボタン周囲のランプが点灯します。）

ゆっくり
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