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日本語

警告

English
お買い上げいただきありがとうございます。

FM Stereo/AM Radio

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事
故になることがあります。

取扱説明書

この取扱説明書と別冊の
「安全のために」
をよくお読みのうえ、製品を安全
にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必
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ず保管してください。

• 小型、軽量でおしゃれなデザイン。
• MEGA BASS回路の採用で、迫力ある重低音が楽しめます。

使用上のご注意
取り扱いについて
• 次のような場所には置かないでください。故障の原因となる場合があ
ります。
―直射日光のあたる場所や、暖房器具の近く。
―窓を閉めきった自動車内 (特に夏季)。
―風呂場など湿気の多い所。ほこりの多い所。

• 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベン
ジンなどは表面をいためますので使わないでください。
万一故障した場合は、内部をあけずに、お買い上げ店またはソニーサービ
ス窓口にご相談ください。

主な仕様
受信周波数

FM: 76〜108MHz
AM： 530〜1,605kHz

出力端子

2 端子（ステレオミニジャック）1個

最大外形寸法
質量
付属品

Features
•Small, light and fashionable design.
•Enjoy powerful bass sound with the MEGA BASS chip.

主な特長

実用最大出力
電源

Before operating the unit, please read this manual
thoroughly and retain it for future reference.

3.6 mW ＋ 3.6 mW（EIAJ*)
DC 1.5 V、単4形アルカリ乾電池 1本
約42.5 x 80 x 16.5 mm（突起部含まず）
（幅/高さ/厚さ）
（EIAJ）
約59 g（乾電池、イヤーレシーバー含む）
ソニー単4形アルカリ乾電池 (1)
ステレオイヤーレシーバー(1)
イヤーパッド(2)
取扱説明書 (1)
保証書(1)

* EIAJ（日本電子機械工業会）規格による測定値です
本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
が、ご了承ください。

保証書とアフターサービス
保証書
• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け
取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してく
ださい。

• 保証期間は、お買い上げ日より日本では１年間、海外では90日間で
す。

• 海外での修理やアフターサービスについてご不明な点は、保証書に記
載の海外ソニーサービス特約店にお問い合わせください。

アフターサービスについて
調子が悪いときは
この説明書をもう１度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
お買い上げ店、または海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を
ご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた
だきます。

部品の保有期間について
当社ではラジオの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部
品）
を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修
理可能時期とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所に
よっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口
にご相談ください。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導
にもよるものです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ
●東京(03)5448-3311●名古屋(052)232-2611●大阪(06)539-5111

Precautions
•Do not open the unit. Refer servicing to qualified
personnel only.
•Operate the unit only on 1.5 V DC.
For battery operation, use one LR03 (size AAA) battery.
•Avoid exposure to temperature extremes, direct
sunlight, moisture, sand, dust or mechanical shock.
Never leave in a car parked in the sun.
•Should any solid object or liquid fall into the unit,
remove the battery, and have the unit checked by
qualified personnel before operating it any further.
•When the casing become soiled, clean it with a soft cloth
dampened with a mild detergent solution. Never use
abrasive cleansers or chemical solvents, as they may
mar the casing.
•In vehicles or in buildings, radio reception may be
difficult or noisy. Try listening near a window.
Notes on Battery
•Insert the battery with correct polarity.
•The battery can not be charged.
•Remove the battery when the unit will not be used for a
long time.
•Should any battery leakage occur, wipe the battery case
well and install new battery.
If you have any questions or problems concerning your
unit, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications
Frequency range
FM: 76.0-108 MHz
AM: 530-1,605 kHz
Output
2 jack (stereo minijack)
Power output
3.6 mW + 3.6 mW (at 10% harmonic distortion)
Power requirements
1.5 V DC, one LR03 (size AAA) battery
Dimensions
Approx. 42.5 x 80 x 16.5 mm (w/h/d)
(1 11/16 x 3 1/4 x 21/32 inches) not incl. projecting parts and
controls
Mass
Approx. 59 g (2.1 oz) incl. a battery and headphones
Supplied accessories
Battery (1)
Stereo headphones (1)
Ear pad (2)
Design and specifications subject to change without notice.
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日本語

English

乾電池を入れる (図A)

Installing Battery

クリップ

1

電池入れのふたを開ける。

Clip
xxxx
xxxx

2

乾電池を入れる。

1
2
3

3

ふたを閉める。

Using Sony battery LR03 (Size AAA)

乾電池の持続時間
—ソニー単4形 (LR03)アルカリ乾電池使用時(EIAJ*)
放送の種類

LR03 (size AAA) battery
xxxxx
xxxxx

}
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BAND

Battery life

FM

Approx. 38 hours

AM

Approx. 46 hours

約38時間

When to replace battery

AM放送

約46時間

When the sound becomes weak or distorted, replace the
battery with a new one.

乾電池の交換時期

Note

乾電池が消耗してくると音が小さくなったり、ひずんだりします。その場
合は、乾電池を新しいものと交換してください。

When the unit is not to be used for a long period of time, remove
the battery to avoid damage caused by battery leakage and
corrosion.

When Listening to the Radio

FMの場合 (図B-a)
イヤーレシーバーのコードがアンテナとして働きます。コードをできる
だけ長くのばしてお使いください。

AM放送の場合 (図B-b)

a

Open the lid of the battery case.
Insert the battery with correct polarity.
Close the lid.

FM放送

ラジオを聞くには
B

(See Fig.A)

持続時間

* EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。
単4形乾電池1本

xxxx

AMアンテナは内臓されているので、ラジオ本体の向きによって受信状態

FM (see Fig. B-a): Extend the headphones cord, the
aerial, for better reception.
AM (see Fig. B-b): Rotate the unit horizontally for
optimum reception.

が変わります。最も良く受信できる向きにしてお聞きください。

• 雑音が気になるときには、FM (ST(ステレオ)/MONO(モノラル))切り
換えスイッチをMONOにします。ステレオではなくなりますが、雑音
が減り、聞きやすくなります。

• 乗り物やビルの中では電波が弱められますので窓際でお聞きくださ
い。

Operating the Radio (See Fig. C)

ラジオを聞く (図C)
b

1

オン

オフ

メガ

ベース

オン

1

ON/OFF(入/切)/MEGA BASSスイッチをONにして電
源を入れる。

2

• If FM reception is weak or contains noise, switch FM
(ST/MONO) to MONO. Reception changes to
monaural but will include less noise.
• In vehicles or in buildings, radio reception may be
poor. Try listening near a window.

ステレオ／モノラル

FM(ST/MONO)/AM切り換えスイッチでFMまたはAM

2
3
4

Set ON/OFF/MEGA BASS to ON to turn on the
radio.
Select FM or AM with FM (ST/MONO)/AM.
Tune in to the desired station using TUNING.
Adjust VOL (volume).

を選ぶ。

3

チューニング

TUNING(選局)つまみを回して、聞きたい放送局の周波
数を選ぶ。

4

To turn off the radio
Set ON/OFF to OFF.

ボリューム

VOL(音量)つまみで音量を調節する。

To enjoy powerful bass sound
Set ON/OFF/MEGA BASS to MEGA BASS to emphasize
bass sound.

電源を切るときは
ON/OFF (入/切)スイッチをOFFにします。

C

迫力ある重低音を楽しむには
ON/OFF/MEGA BASSスイッチをMEGA BASSに合わせます。

2(イヤーレシーバー)
端子へ
2(headphones)jack

イヤーレシーバー(両耳用)で聞くときのご注意
ON/OFF(入/切)/MEGA
BASS

VOL(音量)

TUNING(選局)

イヤーレシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音
量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけま
しょう。
雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、いつも呼
びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

イヤーレシーバーが耳にぴったり合わない
ときは

Notes on Headphones
Road safety
Do not use headphones while driving, cycling, or
operating any motorized vehicle. It may create a traffic
hazard and is illegal in many areas. It can also be
potentially dangerous to play your headphones at high
volume while walking, especially at pedestrian crossings.
You should exercise extreme caution or discontinue use
in potentially hazardous situations.
Preventing hearing damage
Avoid using headphones at high volume.
Hearing experts advise against continuous, loud and
extended play. If you experience a ringing in your ears,
reduce volume or discontinue use.

付属のイヤーパッドを使います。

FM(ST/MONO)/AM

付属のイヤーパッド

Caring for others
Keep the volume at a moderate level. This will allow you
to hear outside sounds and to be considerate to people
around you.

If the supplied headphones do not fit your
ear
Attach the supplied ear pad to the headphones.
Supplied ear pad
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