
この度は、ポータブルワンセグラジオ「400-1SG005」(以下本製品)をお買い
上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用
方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用の
前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管して
ください。 電池の挿入、またはUSBケーブルの接続

選局ボタン「◀」「▶」を押すとスキャンで受信したチャンネルを選局できます。

選局する

電源ONの状態で選局ボタン「◀」「▶」を押して【テレビ】が真ん中に表示され
たところで「決定」を押します。初回は自動でチャンネルスキャンを開始しま
す。2回目以降はワンセグ画面に切換わります。

使用方法

デザイン及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あります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

セット内容

①ポータブルワンセグラジオ
②ストラップ
③収納ポーチ

・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１台
1本
1個

④単三乾電池（テスト用）
⑤取扱説明書・保証書(本書)

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

3本
１部

※欠品や破損があった場合は、品番（400-1SG005）と上記の番号（①～⑤）と
　名称（ストラップなど）をお知らせください。

■ お手入れについて
⑴清掃する時は電源を必ずお切りください。
⑵機器は柔らかい布で拭いてください。
⑶シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

1.仕様

2.各部の名称とはたらき
3.お使いになる前に

4.ワンセグを観る

液 晶 解 像 度 320×240

液 晶 サ イ ズ 2.8インチ

サイズ・重量 W87.5×D30×H120mm（突起部を除く）・約137g（電池含まず）

コ ネ ク タ
音声出力用/3.5mmステレオミニジャック
給電用/USBマイクロBコネクタ メス

受 信 周 波 数
テレビ/470～770MHz
FM/76.0～108.0MHz
AM/522～1701kHz

スピーカー最大出力 1W（8Ω）

電 源 単三乾電池×3本、またはUSB給電(DC5V/1A)
連続使用時間
(最大音量の場合)

スピーカー使用時/テレビ：約8時間、ラジオ：約11時間
イヤホン使用時/テレビ：約10時間、ラジオ：約13時間

付 属 品 ストラップ、収納ポーチ、単三乾電池(テスト用)×3本

①ポータブルワンセグラジオ

〈正面〉

1.本体背面の電池カバーを下にスライドして取外します。
2.乾電池の向きに注意して、単三乾電池を3本入れます。
3.電池カバーを取付けます。

〈電池の場合〉

1.コンセントに接続したUSB-ACアダプタ、またはモバイルバッテリーに
microUSBケーブルを接続します。
2.microUSBケーブルのUSBマイクロBコネクタ側を本製品に接続します。
※USB-ACアダプタやmicroUSBケーブルは別売です。
※DC5V/1A以上出力可能なUSB-ACアダプタやモバイルバッテリー、USB
ケーブルをご使用ください。

〈USB給電の場合〉

〈上面〉

〈背面〉

〈右側面〉

液晶画面
※保護フィルムが
　貼られております。
　はがしてご使用
　ください。

スピーカー

電池カバー

電池カバー

〈左側面〉

ポータブルワンセグラジオ
取扱説明書

400-1SG005

安全にお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）

●湿気が多い場所、ホコリが多い場所、直接日光の当たる場所、調理場など
の油煙や湯気の当たる場所、振動の多い場所、腐食性ガスが発生する場
所その他極端に高温、低音、温度変化の激しい場所では使用しないでく
ださい。(火災、感電、故障の恐れがあります)

! 注意

●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
　※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●火や暖房機器の近くなどの高温な場所では使用しないでください。(火災、
感電、故障の恐れがあります)
●歩行中や、自転車やバイク、自動車などの運転中は使用をしないでください。
（交通事故の原因になります）
●お子様の手の届かない所に保管してください。
　(飲み込んだりする危険性があります)

! 警告

人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容注意

注意していただきたい内容

人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容警告

■絵表示の意味

〈ご使用になる前に〉
●本製品はワンセグを受信して視聴できます。一部地域や電波環境に
よっては受信できない場合があります。また、放送エリア内でも地形
や建造物などの周辺環境、その他電波状況により受信できない場合
があります。
●電波状況が悪くなると、映像が止まったり音声が途切れたりする場合
があります。
●ワンセグは携帯端末向けの放送サービスですので、画質が粗く感じ
たり、映像が滑らかに映らなかったりする場合があります。
●ワンセグは複数の放送局（中継局を含む）によってサービスされてい
るため、電車や車などで移動しながら受信した場合、異なるエリアに
入ると受信チャンネルが変わることがあります。その際は、初期化し、
チャンネルを再度スキャンしてください。

最初にご確認ください
お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

乾電池の向きを図のように
正しく入れてください。

〈背面〉

音声出力の設定

■スピーカーから音を出す場合
スピーカー音声切換えスイッチを「　」側にスラ
イドします。

■イヤホンで音を聴く場合
1.スピーカー音声切換えスイッチを「　」側に
スライドします。
2.上面のイヤホン端子にイヤホンを接続します。

電源のON・OFF

■電源ON
電源OFFの状態で電源スイッチを
「電源入/切」側に約5秒スライドします。

■電源OFF
電源ONの状態で電源スイッチを
「電源入/切」側に約3秒スライドします。

スピーカー音声切換えスイッチが「　」になっている場合は、イヤホンを
接続してもスピーカーから音声が出力されます。イヤホンのみから音声
を出力する場合は、必ずスピーカー音声切換えスイッチを「　」にしてく
ださい。

電波状況が悪い際はアンテナを引き出してご使用ください。

〈右側面〉

〈左側面〉

引き出して立たせる
ことができます。

スタンド

電波状況が悪い際に
引き出して使用します。

アンテナ
ホーム画面に戻ります。
ホームボタン

選択する際や、表示を切換える際
などに使用します。

決定ボタン

別売のヘッドホン
などをつなぎます。

イヤホン端子
テレビ・ラジオモードで各種
メニューを表示、非表示でき
ます。

メニューボタン

付属のストラップを通します。
ストラップホール

チャンネル切換えができたり、
メニュー選択の際にカーソルを
移動したりできます。

選局ボタン

音量が「+」を押すと大き
くなり、「－」を押すと小さ
くなります。

音量調節ボタン

スピーカーからの音声出力
をON・OFFできます。
※ONの場合にイヤホンを
接続した際は、スピーカー・
イヤホン両方から音声出力
されます。

スピーカー音声
切換えスイッチ

上にスライドすると操作を
ロックできます。
下にスライドすると電源の
ON・OFFを操作できます。

電源/ロック
切換えスイッチ

microUSBケーブル（別売）
を接続してUSB給電が
できます。

microUSB端子

USBポート

USB-ACアダプタ
（別売）

microUSBケーブル（別売）

モバイルバッテリー
（別売）

USBマイクロB
コネクタ

USBコネクタ

〈左側面〉

microUSB端子

本製品は、二通りの給電ができます。
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●テレビの近くでAMを受信すると、雑音が入ることがあります。また室内
アンテナを使用しているテレビの近くで本製品を使用すると、テレビ
の画像が乱れることがあります。このような時は、本製品を離して
ご使用ください。
●持ち運び時は、目を突いたり本製品が破損するような場合があり
危険ですので、アンテナは縮めた状態で持ち運びしてください。
●近隣への迷惑にならないよう、音量には十分ご注意ください。

アンテナを伸ばし、電源ONの状態で選局ボタン「◀」「▶」を押して【ラジオ】が
真ん中に表示されたところで「決定」を押します。「決定」を押すとラジオモード
になります。

使用方法

「決定」を長押しすると液晶画面をOFFにできます。
再度表示する場合は、いずれかのボタンを押せば再度表示できます。

液晶画面をOFFにする

電波状況に応じて、受信レベルを表示します。

受信レベルの表示

ワンセグ視聴中に「メニュー」を押すと各種メニューが表示され、設定などの
変更ができます。選局ボタン「◀」「▶」で変更する項目を選択し、「決定」を押して
設定を変更します。

各種メニュー

4.ワンセグを観る（続き） 5.ラジオを聴く

■設定
【設定】が表示されたところで「決定」を押します。

「決定」を押すごとに画面表示サイズを変更します。
（ノーマル=16：9、フル=4：3）
【オン】にすると時刻と電波状況を表示します。
チャンネルを再スキャンします。

スクリーン：

時刻表示：
初 期 化：

■チャンネル検索
地域を選択してチャンネルスキャンを行います。【全域検索】またはご使用の場
所に最寄りの場所を選択し、「決定」を押してスキャンを行います。

■チャンネルリスト
チャンネルスキャンで受信した放送局の一覧を表示します。リストから視聴したい
チャンネルを選択し、「決定」を押して選局できます。

■番組表
表示しているチャンネルの番組を表示します。表示されている番組を選択し、
「決定」を押して選ぶと番組情報を見ることができます。

■字幕放送
【オン】にすると字幕を表示します。【オフ】にすると字幕が非表示になります。
※電波状況により表示できない場合があります。
※字幕放送ではない番組は字幕の表示はされません。

■音声多重切換
主音声、副音声、主+副音声の設定ができます。

ラジオモード中に「メニュー」を押すと各種メニューが表示され、設定などの
変更ができます。選局ボタン「◀」「▶」で変更する項目を選択し、「決定」を押して
設定を変更します。

各種メニュー

副音声付きの番組のみ切換えができます。

～ 右の縦線が多いほど受信レ
ベルが良好なことを表して
います。
※縦線はラジオは4本、ワン
セグは5本表示されます。

・・・

電波が受信できていない
状況を表しています。

・・・・・・・・・・・・・

現在FM放送が選択されている場合に表示されます。
現在AM放送が選択されている場合に表示されます。

AMに切換え：
FMに切換え：

AMに切換え/FMに切換え
「決定」を押すとAM放送またはFM放送に切換わります。
1

チャンネルリスト
オートサーチで受信した放送局の一覧を表示します。

2

リスト全削除
オートサーチで受信したチャンネルリストを全て削除します。

5

終了
メニューが非表示になります。

6

電波状況が悪いと、オートサーチしてもチャンネルを受信できない
場合があります。

オートサーチ
受信できるチャンネルをスキャンします。

4

ラジオ再生画面で選局ボタン「◀」「▶」を押すと、
FMは0.1MHzごと、AMは9kHzごとで周波数を
調整します。
ラジオ再生画面で選局ボタン「◀」「▶」を押すと、
オートサーチで受信したチャンネルを切換えます。

手 動 選 局 モ ード：

チャンネル切換えモード：

手動選曲/チャンネル切換え
【手動選局】が選択された状態で「決定」を押すごとに【チャンネル切換え】
と切換わります。

3

6.設定 8.保証規定
1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理
いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ち
ください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　⑴保証書をご提示いただけない場合。　
　⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた

場合。
　⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　⑷故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び

損傷の場合。
　⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間
内での修理もお受けいたしかねます。

4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については
弊社はその責を負わないものとします。

5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての
補償はいたしかねます。

6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの
人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器や
システムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に
本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる
責任も負いかねます。

7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担
となります。

8)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。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

7.「故障かな…」と思ったら
Q. 電源が入らない。
A. 電池が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してお試し
ください。電池残量が少ない場合、電池マークが下のように表示されます。

 ●電池が少なくなっています。

 ●間もなく電源が切れます。

Q. 放送が受信できない。
A. ご使用のエリアが受信できないエリア、または受信を遮るものがある可能性
があります。使用場所を変えてお試しください。

Q. 音声が出ない。
A. スピーカー音声切換えスイッチがOFFになっていないか、音量が最小に
なっていないか、電池残量が少なくなっていないかをご確認ください。

Q. 視聴中に映像や時刻がずれる場合がある。
A. デジタル放送特有の現象で、故障ではありません。デジタルデータを受信して
映像化処理を行うため、表示にタイムラグが生じる場合があります。

設定モード中に「メニュー」を押すと各種メニューが表示され、下記項目の操作・
情報を見ることができます。選局ボタン「◀」「▶」で項目を選択し、「決定」を押
します。

各種メニュー

■初期化
出荷状態に初期化します。

■システム情報
システム情報を表示します。

電源ONの状態で選局ボタン「◀」「▶」を押して【設定】が真ん中に表示された
ところで「決定」を押します。

※線の色が赤くなります。
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日　　年　  月　  日

担当者名

型 番: 

保 証 書

お客様 ・ お名前 ・ ご住所 ・ TEL

シリアルナンバー：

販売店名 ・ 住所 ・ TEL

400-1SG005

BI/AF/HADaNo

ver.1.0

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。


