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長年ご愛用のポータブルワンセグラジオの点検を
電源プラグを抜いて、販
売店または弊社お客様サ
ポートセンターに点検を
ご相談ください。

ティーズネットワーク

製品に関するお問い合わせ窓口

お客様サポートセンターのご案内
●ティーズネットワークホームページ
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〒331-0811
埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

http://www.tsnetwork.jp/support/
からもお問い合わせいただけます。
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■保証書

● このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正し
くお使いください。
● 保証書に、
販売店名、
お買い上げ日などが記入されていることを必ずお確かめください。
● この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
● デザインおよび仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
● 本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
● 本製品は日本国内専用です。 For use in Japan only.
● 発行元の許可なく本書の内容を複写、転写することを禁止します。
● ワンセグの視聴地域以外では、
ワンセグテレビを楽しむことはできません。
また、
ワンセグ放送はワンセグ放送エリア内でも、
地形や構造物といった周囲の環境、
本製品を使用する場所や向き、
電波状況によっては受信できない場合があります。

●安全上のご注意 （安全のために必ずお守りください）
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
●この説明書では本製品を安全に正しくご利用いただき、
ご使用になる方や他の人々への危害や財
産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のよう
になっています。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うこ
とが想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定さ
れる内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●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。
してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただく
「強制」内容です。

警告
●煙が出ている、異臭などの異常状態のま
ま使用すると、火災・感電の原因になり
ます。すぐに乾電池・給電用USBケーブ
ルを抜いてください。煙が出なくなるの
を確認してお買い上げの販売店または弊
社お客様サポートセンターに修理をご依
頼ください。
●自動車などでご使用の場合は、運転中に液
晶画面を絶対に見ないでください。交通事
故の原因になります。
●液晶パネル部に強い衝撃を与えないでくだ
さい。液晶パネル部が強い衝撃により破損
すると、内部の液体（液晶）が漏れる場合
があります。液体を口にしたり、吸い込ん
だり、皮膚に付けたりしないようご注意く
ださい。ケガや火傷の原因となります。万
一、目や口に入った場合は、ただちに洗い
流してください。
●万一、異物や水などが機器の内部に入っ
た場合、お買い上げの販売店または弊社
お客様サポートセンターにご連絡くださ
い。そのまま使用すると火災・感電・故
障の原因になります。
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●本製品を修理・改造はしないでください。
火災・感電の原因になります。内部の点
検・調整・修理はお買い上げの販売店ま
たは弊社お客様サポートセンターにご依
頼ください。
●水場で使用しないでください。浴槽、洗
面台などの水を使用する場所や湿気の多
い場所、ほこりの多い場所では使用しな
いでください。電気絶縁の低下によって
感電・火災の原因になります。
●濡れた手で触らないでください。本製品
を濡れた手で触ると、感電や故障の原因
となります。
●本製品は、幼児などによる使用を意図した
ものではございません。本製品の利用用途
と違う目的で使用しないでください。火災
・感電・故障の原因になります。
●高温・多湿の場所、長時間直射日光の当
たる場所での使用・保管は避けてくださ
い。故障や火災の原因となります。また、
周辺の温度変化が激しいと内部結露によ
って誤作動する場合があります。

警告
●雷が鳴り出したら、アンテナや電源端
子には絶対に触れないでください。感
電の原因になります。
●本製品のLEDランプを直視しないでくだ
さい。LEDランプの光線が直接目にあた
ると、視力障害を及ぼす恐れがあります
ので、直視しないようにしてください。
●本体の上に物を置かないでください。本
製品の上に重いものや、水の入った容器
類、または虫ピン、クリップなどの小さ
な金属類を置かないでください。故障・
感電・火災の原因になります。
●給電用USBケーブルは必ず伸ばした状態
で使用してください。束ねた状態で使用す
ると、過熱による火災の原因となります。

●揮発性の液体の近くの使用は避けてくだ
さい。マニキュア、ペディキュアや除光
液などの揮発性液体は、本体の近くで使
わないでください。本体の中に入って引
火すると火災の原因になります。
●高温になる場所に放置したり布で覆っ
たりしないでください。火災・感電・
故障の原因になります。
●ぐらついた台の上や傾いた所など、不
安定な場所に置かないでください。落
ちたり、倒れたりして、火災・感電・
故障の原因になります。

注意
●本体は精密な電子機器のため、衝撃や
振動の加わる場所、または加わりやす
い場所での使用や保管は避けてくださ
い。故障の原因になります。
●本製品を長期間使用しない場合は、乾電
池と給電用USBケーブルを取り外して
ください。
●静電気対策をしてください。本製品に
は静電気に弱い部品があります。本製
品を取り扱う前に、壁や扉に触れるな
どして体内の静電気を放電しておいて
ください。
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●下記のような場所では使わないでくだ
さい。機械や電池の品質が確保されな
くなり、製品本来の仕様を満たせなく
なることがあります。また、本商品は
業務用ではありません。
−温度が＋50℃以上になる所や直射日光
のあたる屋外や車内のダッシュボード及
び暖房器具などの熱風や火気に近い所。
−温度が−10℃以下になる場所。
−塵、埃の多い所。振動のある所。不安
定な所。
−テレビ、スピーカーのそばや、強い磁
気のある所。
−浴室など湿気の多い所。また、水がか
かる所や加温器の蒸気が直接当たるよ
うな所。
−工場、台所など多くの油を使用する所。

●取扱い上のご注意

●付属品

◎液晶パネルのドット欠けについて

・液晶は高精度技術で製造されていますが、画素欠けや常時点灯する画素があります。
・液晶パネル上に黒点（点灯しない点）または白点（点灯したままの点）等のドット欠けが見られる場合が
あります。これは液晶パネルの製造上回避できない現象であり、欠陥品ではありません。このようなドッ
ト欠けにつきましては返品や修理の対象外となります。

●最初に以下のものが付属されていることをご確認ください。

□本体

□USBケーブル

◎液晶パネルについて

・寒い所でご使用になると、画面が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりする場合がありますが故障で
はありません。温度が上がるに従って現象がなくなっていきます。
・静止画像などを長時間映したままにしておくと、残像が発生する場合がありますが時間が経つと元に戻り
ます。
・使用中に画面と本体があたたかくなりますが故障ではありません。

◎アンテナについて

・雷が鳴り出したら、アンテナに触れないでください。感電の原因となります。

音量
スキャン

画面
オン/オフ

□アダプター

音量

チャンネル

チャンネル

※本機充電のみでお使いください。

切替/決定

□取扱説明書（保証書付き）

□イヤホン

◎LEDライトについて

・ライトを直視したり、目に向けて照らさないでください。目を傷める恐れがあります。

◎乾電池について

・下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液漏れや破裂の恐れがあり、機器の故障や
けがなどの原因となります。
①⊕⊖を正しく入れてください。
②充電池は使用しないでください。また、本体での充電池の充電はできません。
③幼児の手の届かないところに保管してください。

◎内蔵バッテリーに関する注意

・お買い上げ時は、内蔵バッテリーが十分に充電されていません。充電した後にご使用ください。
・内蔵バッテリーへの充電が少ない場合は、製品の電源が入らない場合もあります。その際は、ACアダプター
より充電後ご使用ください。
・内蔵バッテリーに充電した後でもご使用にならない場合は、自然放電し使用時間が短くなります。
・内蔵バッテリーは消耗品です。繰り返しの充電によりバッテリーが消耗し使用時間も短くなります。
・内蔵バッテリーに充電しても使用時間が短くなった場合は、バッテリーの寿命（経年劣化）が考えられます。
・内蔵バッテリーは、有償交換可能です。交換の場合は、必ず弊社お客様サポートセンターへお問い合わせ
ください。
・内蔵バッテリーのみでの長時間使用は出来ません。通常使用や長時間使用は、ACアダプターをご使用く
ださい。
・内蔵バッテリーが入っている本製品を直射日光が当たる場所や炎天下の室内など高温になる場所に放置し
ないでください。バッテリーの膨張、漏液、発熱、破損、発火の原因になる恐れがあります。
・内蔵バッテリーの漏液、異臭が発生した場合は、直ちにご使用を中止してください。また、漏液した電解
液には絶対に触れないでください。
・内蔵バッテリー充電中、本体裏面が熱くなる場合がありますが製品の異常ではありません。
・内蔵バッテリーの使用時間は、使用環境やバッテリーの劣化度により異なります。
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●各部のなまえ
■上面
アンテナ
ワンセグとラジオ共用アンテナ

電源スイッチ

LEDライト オン/オフ
携帯充電

電源切替 乾電池/内蔵充電池
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●各部のなまえ

●電源について
●本製品は下記のようにご利用頂けます。

■正面

スピーカー

液晶画面

・緊急時や災害時、携帯用ラジオとして役立ちます。
・手回しハンドルを回して発電し、内蔵充電池に充電して使えます。
・単４形乾電池（別売り）を４本入れて使えます。（乾電池では携帯電話への充電
はできません）
・AM/FMラジオが受信できます。
・ワンセグテレビが受信できます。
・暗いところでもライトで明るく照らす事ができます。

■電源の充電
スキャンボタン

チャンネル上/下ボタン

液晶画面 オン/オフ

■側面

１．充電用手回しハンドルを引き出す。
２．充電用手回しハンドルを引き起こします。
３．充電用手回しハンドルを回して充電します。
※充電用手回しハンドルは左右どちらでも
回せます。
※充電ランプが点灯します。

切替/決定ボタン

音量大/小ボタン

●充電用手回しハンドルを回すと本機に内蔵されたバッテリーに充電され、その
電源で本機を動作させることができます。

■背面

充電ランプ

充電用手回しハンドル
イヤホン端子

注意

充電ランプ

・充電用手回しハンドルを回す際は、LEDライ
トのスイッチを「オフ」にしてください。
・各スイッチ位置を「携帯充電」「内蔵電池」
「電源をオフ」の位置にしてください。

LEDライト
電源端子

USB端子
（充電用）
スタンド
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電池カバー
（単４形乾電池４本）
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充電用手回し
ハンドル

●電源について

●ワンセグテレビについて
■ワンセグテレビを視聴する（はじめて視聴する場合）

■単４形乾電池（別売）の入れ方
１．本体背面の電池カバーを矢印の方向にスライ
ドさせて、取り外してください。
２．乾電池の ＋、− の向きを確認し、間違えな
いように入れてください。
３．電池カバーをカチッと音がするまではめ込み
ます。
※引っ掛け部分が折れないように取り扱いに
はご注意ください。

●本製品をはじめて使用する時や初期化した場合は、以下の手順でチャンネルス
キャンをしてください。
１．アンテナを引き伸ばします。
２．電源スイッチを「オン」側にして電源を入
れます。起動画面が表示されます。
３．ワンセグテレビが起動されます。
４．選択画面でTVを選択し「切替/決定」ボタ
ンを押すと、自動的にチャンネルスキャン
を開始し視聴できます。
※電波の受信感度が悪い場合には場所を変
えるなどをして、手動でチャンネルスキ
ャンを行ってください。（スキャン時に
は各ボタンは動作しません。）

電池カバー

注意
・乾電池を使って内蔵充電池に充電できません。
・本機に乾電池を入れたまま長時間保管しないでください。
・乾電池を交換する場合は、４本すべて新しいものと交換してください。
・乾電池では携帯電話への充電はできません。
・アルカリ乾電池を使用してください。

（ワンセグテレビ起動画面）

（選択画面）

（スキャン中の画面）

■ACアダプターの使いかた
１．付属のACアダプターとUSBケーブルを接続
します。
２．本体の電源端子にmicroUSB端子を差し込
みます。充電ランプが点灯します。
※USBケーブルをパソコンなどに接続して
充電することもできます。
※市販のスマートフォン用充電器もご使用
できます。（ただし、本体差し込み側
microUSB端子のみに限ります。）

充電ランプ

USBケーブル

音量ボタン
ACアダプター

出力：DC5V 1.0A
入力：AC100-240V 50/60Hz
市販のACアダプター
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５．スキャン完了後、チャンネルボタンでご覧に
なりたいチャンネルを選択してください。
６．音量調整ボタンでお好みの音量に調整します。

注意
・ACアダプター接続時は、電源切替スイッチを「内蔵電池」
にしてお使いください。「乾電池」側にしないでください。
・「乾電池」使用時には、本機のなかに「乾電池」が入ってい
ることをご確認ください。乾電池に残量がないと本機の起動
およびテレビ視聴ができません。
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チャンネルボタン

●ワンセグテレビについて

●ラジオについて

■ワンセグテレビの設定について

■FM・AMラジオを聴く
●本製品をはじめて使用する時や初期化した場合は、以下の手順でチャンネルス
キャンをしてください。

切替/決定ボタンを押すと、ワンセグテレビ
の下記設定画面になります。チャンネルボタ
ンで切り替えてご利用ください。
切替/決定ボタン

一般設定

スクリーン
状態表示

ノーマル
フル
Zoom Out
オン
オフ

チャンネル
検索

チャンネル
リスト

地域毎で検索
できます。

スキャンされ
た放送局が表
示されます。

番組表

選択している
放送局の番組
表が表示され
ます。

チャンネルボタン

字幕放送 音声多重
切替
オン
オフ

主音声
副音声
主+副音声

初期化

※設定画面が表示されてからボタン操作しないと、約10秒後に設定画面は消えます。
※ラジオを聴く場合は、一旦電源をオフして再度オンしてからラジオに設定して開始して
ください。

１．アンテナを引き伸ばします。
２．電源スイッチを「オン」側にして電源を入
れます。起動画面が表示されます。
３．ワンセグテレビが起動されます。
４．選択画面でラジオを選択し「切替/決定」ボ
タンを押すと、自動的にチャンネルスキャ
ンを開始し視聴できます。
※電波の受信感度が悪い場合には場所を変
えるなどをして、手動でチャンネルスキ
ャンを行ってください。（スキャン時に
は各ボタンは動作しません。）
（ワンセグテレビ起動画面）

（選択画面）

（スキャン中の画面）

５．スキャン完了後、チャンネルボタンでお聴き
になりたいチャンネルを選択してください。
６．音量調整ボタンでお好みの音量に調整します。
７．切替/決定ボタンを押して、FM/AMラジオを変
更できます。
８．スキャンが完了すると自動的に番組が登録さ
れます。下記画面で設定します。
FM/AMラジオを選択します。
スキャンされたチャンネルが表示されます。
チャンネルを手動で選局。
チャンネルをオートスキャンします。
登録されたチャンネルをすべて削除します。
画面を終了します。
※設定後約15秒で液晶画面は消灯します。再度液晶画面を確認したい場合は液晶下の
いずれかのボタンを押すと表示されます。
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●LED ライト

●ラジオについて
■手動（マニュアル）の操作方法

１．LEDライト オン/オフ 携帯充電ボタンを右
（オン）にします。
２．LEDライトが点灯します。

１．チャンネルボタンを操作してお聴きになり
たい周波数まで移動させて視聴します。

画面 オン/オフ
ボタン

チャンネル
ボタン

注意

LEDライト

注意
・内蔵バッテリーの充電がない場合や乾電池の残量がない場合は
LEDライトが点灯しません。乾電池などを確認してください。

・ラジオを聴いている時、消費電力軽減のため約30秒後に画
面は消えます。再度表示させたい場合は、画面 オン/オフボ
タンを押してください。

●イヤホンで聴く

●設定
１．電源スイッチを「オン」側にして電源を入れます。
起動画面が表示されます。
２．ワンセグテレビが起動されます。
３．選択画面で設定を選択します。

（ワンセグテレビ起動画面）

（選択画面）

１．付属のイヤホンを、本体のイヤホン端子に差
し込んで視聴します。

（設定画面）

注意
データを初期化します。
システム情報を表示し
ます。
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・音量にご注意ください。お好みの音量に調整してお使いください。
・音声はモノラル出力となります。
・ステレオイヤホン使用時は左右同じ音声が聞こえます。
・ノイズキャンセリング機能を搭載するヘッドホンには対応していま
せん。３極イヤホンは対応していません。（iPhone/Android
Phone用のイヤホンには対応しておりません。）
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イヤホン端子

●携帯電話の充電

●故障かな？とおもったら

■携帯電話を充電する（スマートフォンを含む）
１．スイッチを「携帯充電」側に合わせてくだ
さい。
２．お手持ちの携帯電話のUSB充電ケーブルを
USB端子に接続してください。
※充電時の電源切替スイッチは「乾電池」「内蔵電池」どちらに切り替えても内蔵電池からの
充電のみとなります。携帯（スマートフォン）を含むの充電については、乾電池はご使用で
きません。
※携帯機種（スマートフォンを含む）によっては、充電できない場合もあります。
※携帯機種（スマートフォンを含む）によっては、別途充電用USBケーブルが必要になる場
合があります。事前に接続する機器に対応したUSBケーブルをご用意ください。
※タブレットPC（iPod,iPadなどを含む）ど充電容量が大きい機器には充電できません。
※完全放電された携帯電話への充電はできません。
※充電時間は機種や使用状態などにより異なります。
※内蔵バッテリーにある程度充電されないと携帯充電はできません。

こんなとき
スイッチを入れて
も電源が入らない

充電できない。充
電をしても電池の
持続時間が短い。

確認内容

対

策

「電源切替」スイッチは正しくセットされ
ていますか？

「乾電池」をご使用になる場合は「乾電
池」に、内蔵バッテリー使用時には「内
蔵電池」に合わせてください。

「内蔵電池」でご使用の場合、十分に充電
されていますか？

ACアダプターで約４時間ほど充電してく
ださい。手回し充電をご利用の場合、約
１時間ほど手回し充電をした後、電源を
入れてください。

初めての充電や長時間未使用後の充電では
ありませんか？

初めての充電や長時間未使用だったとき
の充電では、内蔵バッテリーの持続時間
が短いことがあります。何度か使用する
と戻ります。
内蔵バッテリーは消耗品ですので経年劣
化します。徐々に使用可能時間が短くな
ります。弊社お客様サポートセンターへ
お問い合わせください。

ワンセグ映像が映
らない。

ご使用されている場所の電波状況は十分で
すか？

電波状況などを確認してください。

アンテナは調整していますか？

ロッドアンテナの長さや向きを調整して
ください。

手回し充電をした
のに動かない。

「電源切替」スイッチが「乾電池」に設定
されていませんか？

「内蔵電池」に切り替えて改めて充電さ
せてください。

乾電池を入れたの
に動かない。

「電源切替」スイッチが「内蔵電池」に設
定されていませんか？

「乾電池」に切り替えてください。

音が出ない。

音量レベルが下がっていませんか？充電量
が低下していませんか？電池が消耗してい
ませんか？

音量を調整してください。手回しハンド
ルを回して充電してください。新しいア
ルカリ乾電池と交換してください。

雑音が多く聞きづ
らい。

電源雑音の影響を受けている。周辺にテレ
ビや電気器具などはありませんか？

本機を雑音源から離す。テレビなどの電
源を消す。AMラジオの場合は本機の向
きを調整してください。FMラジオの場合
は、ロッドアンテナの長さや向きを変え
て調整してください。

液晶画面がチラチ
ラする。

電池切れの現象ではないですか？

ACアダプターを繋いで充電してください。
乾電池の場合は、新しいものと交換してく
ださい。４本すべてを交換してください。

※長時間連続して使用すると、本体一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。
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●仕様

●アフターサービス

品名

3.2型ポータブルワンセグラジオLEDライト付き

電源

専用ACアダプター、マイクロＵＳＢ
入力：AC100−240V 50/60Hz /出力：DC５V 1.0A
単４形アルカリ乾電池×２本使用（別売）
連続再生時間：ワンセグＴＶ：約15時間、ラジオ：約19時間
充電時間：約２時間 再生時間：ワンセグＴＶ約13時間、ラジオ約15時間
手回し充電：１分間（120回）再生時間：ワンセグＴＶ約10分、ラジオ約11分

消費電力

約1.5Ｗ

スピーカー出力

２Ｗ

ラジオ

AM：522−1701KHz FM：76ー108MHz

テレビ

ISDBT：ONE-SEG 473.143−767.143MHｚ

入出力端子

マイクロUSB端子×１ USB2.0端子×１（充電用） 3.5ｍｍイヤホン端子×１

本体寸法

約145（W）×47（D）×94（H）mm

本体質量

約328g

付属品

ACアダプター、USBケーブル、イヤホン、取扱説明書/保証書

保証書
■保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買い上げ年月日など）を記入もしくは、保証書添付
レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
■保証期間はお買い上げ日から１年間です。
（保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）
■保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
■保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談くだ
さい。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いたします。
※この保証書は本書で明示した期間､条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従がって
この保証書によって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
理などについてご不明の場合は､お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにお問い
合わせください。

保証規定
１．取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は弊社が無
料修理いたします。
２．修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに必ず製品本体と保証書をご
提示のうえ、ご相談ください。
３．ご贈答品、ご転居の際は、弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
４．次のような場合、保証期間中でも有料修理になります。
・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損傷。
・お買い上げ後の落下、移動など運送上の破損および取り付け時の故障や損傷。
・保証書のご提示がない場合。
・保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない、または字句を書き換えられた場合。
・一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や
損傷。
・譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
・不具合の原因が本製品以外（外部要因）である場合。
５．本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
６．保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他
■本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後５年間です。
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。
■アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンター
にご相談ください。
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