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	●このたびは東芝	防水形クロックラジオをお買い上げ	
いただきまして、まことにありがとうございました。
	●この商品を安全に正しく使用していただくために、	
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、
十分に理解してください。
	●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも
見られるところに必ず保管してください。

保証書付
保証書はこの取扱説明書の20ページについていますの
で、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめく
ださい。
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お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説
明しています。｢表示の説明｣ は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度
の区分を説明し、｢図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明
｢ 死亡または重傷を負う可
能性がある内容｣ を示しま
す。

｢軽傷を負うことや、家屋･
家財などの損害が発生する
可能性がある内容｣ を示し
ます。

図記号の説明
中の絵と近くの文で、してはいけ
ないこと(禁止)を示します。

中の絵と近くの文で、しなければ
ならないこと(指示)を示します。

中の絵と近くの文で、注意を促す
内容を示します。

指 示

異常・故障時にはすぐに使用を中止する
発煙・発火・感電の原因になります。
•	すぐにACアダプターを抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。

《異常・故障時の例》
•	使用中、ときどき止まる。	 •	使用中に異常な音がする。
•	本体が変形したり異常に熱かったりする。	 •	こげくさい“におい”がする。
•	落としたりしてキャビネットが破損した｡

ACアダプター ･コードの取り扱いは

指 示

次のことを守る
火災・感電の原因になります。
 ●電源は交流100Vのコンセントを使う
 ●ACアダプターとコンセントのほこりなどは、ACアダプターを抜き、定期的に乾いた
布でふき取る
 ●ACアダプターは根元まで確実に差し込む

禁 止

次のことはしない
感電、火災や発熱・ショート・発火・故障の原因になります。
 ●傷んだACアダプター ･コードや差し込みのゆるんだコンセントは使わない
 ●コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、加工
しない、重い物を載せない、はさみ込まない、加熱しない、

ぬれ手
禁止

ACアダプターはぬれた手で抜き差ししない
感電の原因になります。

安全上のご注意 必ずお読みください
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（つづく）

禁 止

次のような場所には置かない
火災・感電の原因になります。
 ●火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
 ●直射日光の当たる場所
 ●炎天下の車内
 ●ほこり、油煙の多い（調理場など）場所　
 ●振動の強い場所
 ●腐食性ガス(亜硫酸ガス､ 硫化水素､ 塩素ガス､ アンモニアなど)の発生する場所
 ●高温、低温の温度変化が極端に激しい場所
 ●ぐらつく台の上や傾いたところなど、不安定な場所

分解禁止

分解・修理・改造はしない
火災・感電・けがの原因になります。
•	修理は販売店にご相談ください。

ACアダプター ･コードの取り扱いは

プラグを
抜く

次のことを守る
 ●ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って抜く
プラグの刃の変形、ACアダプターコードの断線による感電・ショート・過熱により発火
の原因になります。
 ●持ち運ぶときは、アンテナをたたみ、ACアダプターをコンセントから抜く
ACアダプターの傷付きや、けが・火災・感電の原因になります。
 ●内部に水や異物などが入ったら、すぐにACアダプターをコンセントから抜く
そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
• 	お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

指 示

次のことはしない
火災・感電の原因になります。
 ●ACアダプターは付属のもの以外は使わない
 ●付属のACアダプターを本機以外には使わない

200625c2_TY-BR30F.indd   3 2020/06/25   9:41:04



4

安全上のご注意（つづき）

次のような使いかた・取り扱いをしない
 ●機器の上に乗ったり、上に重い物を置いたりしない
倒れたり、壊れたりしてけがの原因になります。
• 	特にお子様にはご注意ください。
 ●ヘッドホン、イヤホンの音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きい音量で長時間聞き続けると、聴力障害の原因となります。
 ●内部に異物を入れない
金属類や紙などの燃えやすい物が入ったときは、火災・感電の原因になります。
• 	特にお子様には注意をしてください。

乾電池の取り扱いは

指 示

次のことを守る
発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因になります。
•	もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具に付いたと
きは、液に直接触れないでふき取ってください。
 ●家庭用電源(AC100V)で使うときは、乾電池を本体から取り出す
 ●長時間使わないときは、本体から乾電池を取り出す

禁 止

次のことはしない
発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因になります。
•	もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具に付いたと
きは、液に直接触れないでふき取ってください。
 ●指定以外の乾電池を使わない
 ●極性の と を間違えて挿入しない
 ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしない
 ●乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎたものや、使い切った乾電池を入れて
おかない
 ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わない
 ●水にぬらしたり、ぬれた手で触れたりしない
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防水性を保つために

指 示

次のことを守る
ショート・感電の原因になります。
 ●電池ふた、端子ふたは確実に閉めて使う
 ●防水用端子カバーに、汚れや傷を付けない
• 	防水用端子カバーは防水用のため防水性が低下します。ごみなどが付いているとき
は、浴室や水のかかるところ以外の場所で、乾いた清潔な布でふき取ってください。
 ●水中に落としたり、多量の雨や水滴が付いたりしたときは、すぐに乾いた布などでよく
ふき取る
• 	特に、電池ふた、端子ふた、電池および電池入れの端子部は十分に水をふき取って
ください。（浴室や水のかかるところ以外の場所で）
 ●水に濡れた後は、本体のすき間に水がたまっていることがあるので、軽く振って水を抜
いてふき取る
• 	水がたまったまま持ち運ぶと、水がたれて服や床、布団などを濡らす原因になります。

禁 止

次のことはしない
ショート・感電の原因になります。
 ●お湯の中には入れない　● 多量の水をかけない　● 強い水しぶきをかけない
 ●石けん、洗剤、入浴剤の入ったお湯や水には浸さない
 ●浴室など水がかかる場所や湿気の多い場所では、ACアダプターやヘッドホンを使った
り、電池ふた・端子ふたを開閉したりしない
• 	このような場所では乾電池で使ってください。また、電池の交換をしないでください。

防水性について
この商品の水の浸入に対する保護等級は、｢JIS	第ニ特性数字4等級(IP×4)相当｣ で、いかな
る方向からの飛沫によっても有害な影響を受けないレベルのものです。
・	誤った取扱いによる水の浸入で生じた故障については、保証期間内でも保証対象外となります。

免責事項について
 ● 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客
様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、
当杜は一切責任を負いません。
 ● この商品の不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償については、ご容赦くだ
さい。
 ● 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負い
ません。
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各部のなまえとはたらき

スピーカー

ヘッドホン端子

電源DC5V端子

電池ふた

取っ手

同調ダイヤルと同調指針

FMラジオ電源ランプ

AMラジオ電源ランプ

同調ランプ
放送を受信すると点灯します。
受信状態が悪くノイズが大きいときも点灯します。

液晶表示部

選局つまみ

音量つまみ

防水用端子カバー

電池ふたロックレバー
電池ふたを開くときはロックレバーを下に引き下げます。
電池ふたを閉めるときはふたを閉めたあと、ロックレバーが“カチッ”と音がするまで押します。
※確実にロックしないと水が浸入するおそれがあります。

背面

前面
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上面操作部

［キッチン・バスタイマー］ボタン
タイマー設定ができます。設定した時間になった
とき、ベルが10分間鳴ります。
途中でベルを止めることができます。

［ラジオ電源］ボタン
ラジオの電源を入れたり切ったりします。
めざましが鳴っているとき、またはめざま
しくりかえしのとき、めざましを止めるこ
とができます。
キッチン・バスタイマーが作動している
とき、タイマーを解除できます。

［めざましくりかえし／明るさ調節］ボタン
めざましが鳴っているとき、めざましを一時的に止める
ことができます。
液晶表示の明るさを調整できます。

［時刻／タイマー］ボタン
時計の時刻、めざまし時刻、キッチン・
バスタイマーの時間を設定します。

［めざまし］ボタン
めざましを鳴らすことができます。
めざまし音のラジオまたはベルを選択します。

［AM/FM］バンド選択
ボタン

［スリープ］ボタン 
ラジオの電源を切るまでの時間を
設定できます (お休みタイマー）。

［時刻合わせ］ボタン
時計の時刻合わせをします。

液晶表示 めざましラジオ
めざまし音にラジオを選択すると点灯しま
す。

めざましベル
めざまし音にベルを選択すると
点灯します。

スリープ
スリープを設定すると点灯します。

キッチン・バスタイマー
キッチン・バスタイマーを設定
すると点灯します。

AM/PM
時刻の午前または午後を表しま
す。

電池切れ
電池の容量が少なくなったことを表示します。

時計／設定値
時刻の表示とスリープ、めざまし、
キッチン・バスタイマーの設定
値を表示します。

付属品

取扱説明書(保証書付) ACアダプター
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電源／液晶バックライト
家庭用電源（AC100V）でご使用のとき

禁  止

ACアダプターは付属のもの以外を使用しない
火災・感電の原因となります。

1 付属のACアダプターをAC100Vのコ
ンセントに接続する

AC100Vコンセント
ACアダプター

DC5V端子 プラグ

2 ACアダプターのプラグをDC5V端子に
接続する
液晶表示部のバックライトは点灯します。
初めて電源を接続したとき：	 明るさ最大
明るさを設定しなおしたとき：	 設定されている明るさ

お知らせ
•	ACアダプターを長時間使用すると、若干熱を持ちますが故障ではありません。

お願い
•	ACアダプターを抜き差しするときは、 	を押し、ラジオ電源を切ってから行ってください。
•	ACアダプターからの電源または乾電池からの電源が切れてから3分以上たつと、現在の設定
がすべて消去されます。その場合、もう一度設定し直してください。

電源を入れたときの時計表示

初めて電源をつないだときや時刻設定が解除された場合は、
“AM12:00”が点滅します。

時刻設定した後は、“：”が1秒間隔で点滅します。
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液晶バックライトの調整

 を押す

	●ACアダプターを使用のとき
ボタンを押すごとに明るさが4段階に切り換わります。
	●乾電池を使用のとき
ボタンを押すごとに明るさが3段階に切り換わります。

乾電池（別売り）でご使用のとき
図のように電池ふたを開け、別売の単2形乾電池3本を入れ、ふたを閉めます。

②

②①

①

①

②

③

①
②

	●極性（ と ）を間違えないように図のように入れます。
	●乾電池で動いているとき、乾電池が入っているときに
ACアダプターの電源が接続されていると、家庭用電源
が優先して働きます。乾電池で楽しむときは、ACアダ
プターとプラグを外してください。
	●長期間（1カ月以上）使用しないときやAC電源で使用
するときは、乾電池を取り出しておいてください。
	●電池ふたを閉めるときは、電池ふたロックレバーを“カチッ”
と音がするまで押します。
※	確実にロックしないと水が浸入します。
	●液晶表示部を明るくしたり、音量を大きくすると乾電池
の消耗が早まります。
	●乾電池での動作中は、ボタン操作後10秒間液晶表示部
のバックライトが現在設定されている明るさで点灯し、
以後は消灯します。

乾電池の交換時期は…
乾電池が消耗してくると、表示部の

	が点灯します。乾電池を交換
してください。表示部の	 	が点
滅すると、全ての操作ができなくな
りますので、乾電池を交換してくだ
さい。

お願い
•	電池を交換するときは
3分以内に行ってください。
3分を超えると現在の設定が消去
されるので再設定してください。

200625c2_TY-BR30F.indd   9 2020/06/25   9:41:10



10

初めて乾電池を入れたときや、ACアダプターをつないだときは、液晶表示部に
“AM12:00”が点滅します。
	●各設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒経過すると設定がリセットされ
ますので、もう一度最初から設定操作を行ってください。

	●時計は12時間表示です。AMは午前、PMは午後を表わします。
	●“AM12：00”は真夜中の12時、“PM12：00”は正午の12時を示します。

1  を長押しする

”時”が点滅します。

2  を押し、現在の“時”を合わせる

3  を押す

現在の“時”が設定され、“分”が点滅します。

4  を押し、現在の“分”を合わせる

5  を押す

現在の“分”が設定され、時刻あわせが終了します。

お知らせ
•	 	を長押しすると時刻が続けて変わります。

•	乾電池が消耗したとき、停電やACアダプターを外すと、約3分で設定された時刻が解除され
ますので再設定してください。

時計を合わせる
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ラジオを聞く
よりよい受信をするために

FM放送
アンテナを伸ばし、最も良く聞こえる方向にア
ンテナを調整してください。

AM放送
最も良く聞こえる方向に本体を向けてください。

お願い
•	本機のラジオにテレビやパソコンからの雑音が入る場合は、本機をテレビやパソコンから離して
ご使用ください。

1  を押す

最後に受信した状態（AM、FMのいずれか）で、電源が入りランプが点灯します。

2  を押し、受信するバンドを選ぶ

押すごとにFM⇔AMが切り替わり、選択したバンドのランプが点灯します。

3 [選局]つまみを回して、希望の放送局を受信する
放送の電波を受信すると、同調ランプが点灯します。
受信状態が悪いとノイズでも点灯します。

4［音量］つまみを回して、音量を調節する

5 ラジオを切るときは  を押す

ラジオの受信が終了し、電源が切れます。
•	自動的にラジオの電源を切りたいときは、スリープを設定（12ページ）しておきます。

200625c2_TY-BR30F.indd   11 2020/06/25   9:41:16
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ラジオを聴きながら眠る
設定した時間がくるとラジオの電源が切れます。
120分、90分、60分、45分、30分、15分を設定できます。

スリープの設定
各設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒が経過すると設定がリセットさ
れます。そのときは、もう一度最初から設定操作を行ってください。

1 ラジオを受信中、  を長押しする

液晶表示部の“SLEEP”が点滅表示し、スリープ時間“120”分が
表示されます。

2“SLEEP”が点滅している間（約5秒以内）に  を押して、希望の時間を設

定する

	を押すごとに、“90”→“60”→“45”→“30”→“15”→“OFF”→“120”と切り換わり

ます。
設定する分表示の約3秒後に、スリープ時間が確定します。液晶表示部の“SLEEP”が点灯
表示に切り換わり、スリープ時間のカウントが開始されます。

スリープ時間がくると
スリープ時間がくると、ラジオ電源が切れます。

スリープ時間の表示

スリープ時間のカウント中に	 	を押すと、“SLEEP”が点滅し、カウント中のスリープ時間（電源

切までの時間）が5秒間表示されます。

スリープを解除するとき

	を長押しすると“SLEEP”が点滅するので、“OFF”が表示されるま

で	 	をくり返し押してください。スリープが解除されます。

•	 	を押してもスリープを解除できます。
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めざましを鳴らす
めざましをセットすると、指定した時刻にラジオを鳴らしたり、ベルを鳴らしたりすることができます。

お知らせ
•	ラジオを鳴らすときは、めざましをセットする際に受信する放送局を受信し、音量を調節しておい
てください。

めざまし時刻の設定
各設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒が経過すると設定がリセットさ
れます。そのときは、もう一度最初から設定操作を行ってください。

1  を2回押す

初めて電源をつないだときや時刻設定が解除されたときは、液晶表示部に“AM12：00”が
点滅します。
めざまし時刻が設定されている場合はその“時刻”が表示されます。

2  を押して“時”を設定し、  を押す

（例）AM7:00にめざましをセッ
トしている

3“分”が点滅するので、  を押して“分”を設定し、  を押す

4 液晶表示部の  が点滅し、音源にラジオが選択される

5 めざましの音をベルに設定するときは、もう一度  を押す

液晶表示部の	 	が点滅します。

•	 	を押すごとに、音源のラジオとベルは交互に切り換わります。

6  を押す

めざまし設定が確定し、液晶表示部にめざまし音源の	 	または	 	が点灯します。

（つづく）
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めざまし時刻になると
めざまし時刻になるとめざましが鳴る
ラジオを選んだとき、めざまし時刻になると、ラジオ電源が自動的に入り、ラジオが10分間鳴ります。
ベルを選んだとき、めざまし時刻になると、ベルが10分間鳴ります。
最初は小さな音から徐々に大きな音になります。

めざまし時刻の確認

	を押すとめざましの設定状況が約５秒間表示されます。

めざましの設定を解除する

 を長押しする

めざましの設定が解除され、液晶表示部の	 	または	 	が消えます。
（例）AM7:00にめざましベルを
セットしている

めざましの音を途中で止める

めざましが鳴っているとき、  を押す

めざましが止まります。

•	音源がラジオのとき、 	を押してもめざましを止めることができます。

•		めざまし音は、めざましが鳴ってから10分後に自動的に止まります。
•	設定しためざましは、翌日も同じ時刻にめざましが鳴ります。

めざましを鳴らす（つづき）
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めざましのくりかえしと止めかた
めざましが鳴っている10分間の間にめざましくりかえしを押して、めざましを止めることができます。

めざましをくりかえすには

めざましが鳴ったら  を押す

ラジオまたはベルが一時停止します。液晶表示部の	 	または	 	が点滅します。

５分後にふたたびラジオまたはベルが鳴ります。
•	めざましが鳴ってから１０分間、なにも操作しないと、自動的にラジオまたはベルが停止し、めざま
しくりかえしが解除されます。液晶表示部の	 	または	 	が点灯します。

めざましのくりかえしを解除するには

めざましくりかえし中（液晶表示部の  または  が点滅しているとき）に  を押す

めざましくりかえしが解除され、めざまし設定状態（	 	または	 	が点灯）に戻ります。

キッチン・バスタイマーを使う
設定した時間が過ぎるとベルが鳴ります。
1分から2時間まで、1分単位で設定することができます。

キッチン・バスタイマーの設定
設定した時間が経過するとベルが鳴ります。
各設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒が経過すると設定がリセットさ
れます。その場合は、もう一度最初から設定操作を行ってください。

1  を押す

液晶表示部に	 	が点滅表示します。

初めて	 	を押したときは、液晶表示部の“00：00”が点滅表示され

ます。

（つづく）
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2  を押し、ベルの作動時刻（分）を設定する

	を押し続けると、連続して数値が増滅します。
（例）キッチン・バスタイマーを
２分後に設定している

3 再度  を押す

設定した作動時刻（時間と分）が点灯に変わり、動作時刻の設定が確定し、キッチン・バスタ
イマーが動き始めます。
液晶表示部の“：”が点滅します。設定時刻になると、ベルが約10分間鳴り、停止します。
キッチン・バスタイマーの設定時間は記憶されています。

ベルの止めかた

 を押す

ベルが停止し、タイマー設定も解除されます。

キッチン・バスタイマーの解除

液晶表示部の  が消えるまで  を長押しする

キッチン・バスタイマーの設定が解除され、現在時刻の表示になります。
めざましタイマーが設定されている場合は、めざましタイマーの表示に切り換わります。

設定後に動作時刻を変えるには
一度キッチン・バスタイマーを解除してから、もう一度キッチン・バスタイマーを設定してください。

設定時間に再度設定するとき

 を二度押す

設定されていた時間でキッチン・バスタイマーが動き始めます。

キッチン・バスタイマーを使う（つづき）
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お手入れ
柔らかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に	
ひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

お願い
•	ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、キャビネットに殺虫剤など、揮発性の
ものをかけないでください。

ヘッドホンで聞く
ミニプラグ付のステレオヘッドホン（市販）を右側面のヘッドホン端子に接続する
ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は出なくなります。

ステレオ
ヘッドホン
（市販）

ヘッドホン
端子へ

お知らせ
•	イヤホンを使うと、防水性を保てなくなりますのでラジオ本体に水がかからないようにご注意く
ださい。防水用端子カバーをしっかり閉じていないと防水性が失われます。
•	市販（別売り）のイヤホンはメーカーによりプラグの形状が異なり、差し込みにくいものがあり
ますのでご注意ください。
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仕様
受信周波数（*） AM：540〜1,600kHz

FM：76〜108MHz

実用最大出力（*） 250mW

スピーカー （*） 口径77mm（8Ω）	×	1

電池持続時間（*） 〈東芝アルカリ乾電池　単2形乾電池	×	3本使用時〉
ラジオ受信時：	約60時間（受信時間は受信音量によって異なります。）

電源（*） AC100V		50-60Hz（ACアダプター：出力DC5V	220mA）
または、DC	4.5V（単2形乾電池	X	3本）

保護等級 JIS第二特性数字4等級（IPX4）相当（**）

最大外形寸法（*） 約192（幅）	×	130（高さ）	×	55（奥行）mm（	ハンドルを除くつまみなどの突起物を含む	）
質量（*） 約560	g（乾電池含まず）

付属品 ACアダプター、保証書付取扱説明書

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
（*）印は（社）電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値。
（**）JIS	第ニ特性数字4等級とは、いかなる方向からの飛沫によっても有害な影響を受けないレベルのものです。

故障かな ? と思ったとき
症　状 原　因 処置方法

ベルの音がでない 	●ACアダプターのプラグが外
れている
	●ACアダプターが外れている

	●正しく接続する（8ページ）

液晶表示が消える 	●乾電池で動作中、ボタン操作
後10秒経過した

	●［めざましくりかえし／明るさ
調整］ボタンを押す（9ページ）

ラジオの雑音が多く
聞きづらい

	●電源雑音の影響を受けている
	●モーター、蛍光灯などの電気
器具、テレビによる雑音の影
響を受けている

	●電源プラグの刃を差し換える
	●本機を雑音源から離す
	●テレビを消す
	●アンテナを調節する（11ページ）

ラジオの音がでない 	●音量レベルが下がっている 	●音量レベルを調節する（11ページ）

•	長時間使用していますと、キャビネットの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。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. 
No servicing is available outside of Japan.
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修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エルイートレーディングサポートセンター

0120-28-0488

FAX  
03-3258-0470（通信料：有料）

携帯電話・PHSなど 
0570-01-0488（通話料：有料）

受付時間：365日  9:00～20:00

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相
　談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いた
　します。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グルー
　プ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合
　があります。

愛情点検

長年ご使用の機器の点検をぜひ !

このような
症状はあり
ませんか。

○	ACアダプターが傷んでいる
○	煙が出る
○	変な臭いがする
○	その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、使用
を中止し、必ずお買い上げの
販売店に点検・修理をご相談
ください。

ご使用
中 止

保証書（一体）
	●保証書は、この取扱説明書の20ペー
ジに記載されています。
	●保証書は、必ず「お買い上げ日・販
売店名」などの記入をお確かめのう
え、販売店から受け取っていただき、
内容をよくお読みの後、大切に保管
してください。
	●保証期間はお買い上げの日から 1
年間です。

補修用性能部品の保有期間
	●東芝	防水形クロックラジオの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切
り後6年です。
	●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について
	●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社に
て引き取らせていただきます。
	●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあり
ます。

□ 保証期間中は 
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただき
ます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示く
ださい。

□ 保証期間が過ぎているときは 
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売
店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、
ご希望によって有料で修理させていただきます。

□ 修理料金のしくみ 
修理料金は技術料・部品代などで構成されています。
技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。

便利
メモ

お買い上げ日 　　　年　　　月　　　日

お買い上げ店名
電話（　　　　）

18ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。
	●本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

持込修理修理を依頼されるときは

保証とアフターサービス 必ずお読みください
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形 名　TY-BR30F

★
お

客

様

お
名
前

ご
住
所

住所 . 店名

電話

年 月 日から

★お買い上げ日本

体
★
ご
販
売
店

保
証
期
間

電
話

ふりがな

市外 市内 番号 呼

様

〒

1年

東芝防水形クロックラジオ保証書持込修理

〒101-0021　東京都千代田区外神田1－1－8（東芝万世橋ビル）

〒101-0021　東京都千代田区外神田1－1－8（東芝万世橋ビル）

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記
載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期
間中に故障した場合に、本書記載内容にそって
無料修理をさせていただくことをお約束するも
のです。
保証期間中に故障が発生したときは、本書と商
品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理
をご依頼ください。
修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部
品を使用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお
受け取りの際は必ず記入をご確認ください。
また本書は再発行しませんので紛失しないよう
に大切に保管してください。
1.	保証期間内でも次の場合には有料修理になり
ます。

（イ）	誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた
故障、損傷。

（ロ）	お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故
障、損傷。

（ハ）	火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、
塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

（ニ）本書のご提示がない場合。
（ホ）	本書にお買い上げ年月日、お客様名、販

売店名の記入のない場合、あるいは字句
が書き換えられた場合。

（ヘ）	一般家庭用以外（たとえば業務用など）
に使用された場合の故障、損傷。

2.	出張修理を行った場合には出張に要する実
費を申し受けます。

3.	修理のために取りはずした部品は、特段の
お申し出がない場合は当社で引き取らせてい
ただきます。

4.	本書は日本国内においてのみ有効です。
	 This	warranty	is	valid	only	in	Japan.
5.	ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店
にご相談ください。

6.	ご贈答品などで本保証書に記入してあるお
買い上げの販売店に修理がご依頼できない場
合には、東芝エルイートレーディングサポー
トセンターへご相談ください。

※	この保証書は、本書に明
示した期間、条件のもと
において無料修理をお約
束するものです。したがっ
てこの保証書によって保
証書を発行している者（保
証責任者）、およびそれ以
外の事業者に対するお客
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、
補修用性能部品の保有期
間について詳しくは取扱
説明書をご覧ください。

•		保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびそ
の後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
•		修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がご
ざいますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

修理メモ　修理年月日 修	理	内	容 担　当

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日
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