設置について

・次のような場所での使用、設置はしない
・雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所
・雨、きりなどが直接入り込むような場所
禁止
・ホコリの多い場所
・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や窓を閉めきった自動車内（特に夏場）
・調理場など油煙や湯気のあたる場所
・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
・極端に高温、低温、温度変化の激しい場所
本機の破損・火災・感電の原因となります。

東芝 FM/AM 充電ラジオ

取扱説明書

電池について

形名

TY-JKR5

001

日本国内専用
Use only in Japan

001

●このたびは東芝 FM/AM 充電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。
●お読みになった後は、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書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。

安全上のご注意

・ 指定以外の乾電池を使用しない
・ 新しい電池と使用した電池または種類の違う電池を混ぜて使用しない
電池の性能の違いにより、発熱・液もれ・破裂などにより、火災・やけど・
禁止
けがの原因となることがあります。

必ずお守りください

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の安全に関す
る重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文を
お読みになり、記載事項をお守りください。

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。
禁止

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。
指示

・ 電池を取り扱うときは、次のことを守る
・極性表示⊕と⊖の向きを正しく入れる
・充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
指示
・表示されている「使用推奨期限」を過ぎた電池を使用しない
・使い切ったときや、長期間使用しないときは、本体から電池を取り出す
・水にぬらしたり、ぬれた手で触れない
・直射日光の当たる場所や火の近くなどの熱源の近くに置かない
発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。
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
についた場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

防水・防塵につてのご注意

・次のことを守る
・電池ふた・端子パッキン・ハンドルは確実に閉めて使う
・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
指示
た布などでよくふき取る
・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
・次のことはしない
・お湯や水の中に入れない
・多量の水をかけない
禁止
・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、
電池ふた・端子パッキン・
ハンドルを開閉したりしない
・雨水など大量に水がかかるところで使用しない
・湿気の多い風呂場などには長時間放置しない

本製品は JIS IP54 等級相当に設計してあります。
第一特性数字（防塵等級）
「5」の定義：じんあいの進入を完全に防止することはでき
ないが、電気機器の所定の動作及び安全性を
阻害する量のじんあいの進入がないもの

第二特性数字（防水等級）
「4」の定義：あらゆる方向からの水の飛まつによっても
有害な影響を及ぼさないもの
・誤った取り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。

●

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、当社は一切責任を負いません。

●

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。

・ 歩行中に使用する場合は、外部の音が十分聞き取れるまで音量を下げる
交通事故の原因となります。
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保証書「無料修理規定」

因

処置方法

手回しで充電し ●電池切替スイッチが「乾電池」 ●電池切替スイッチを「充電池」
たのに動かない
に設定されている
に切り替える
乾電池を入れた ●電池切替スイッチが「充電池」 ●電池切替スイッチを「乾電池」
のに動かない
に設定されている
に切り替える
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
●充電量が低下している／電池 ●ハンドルを回して充電する／
が消耗している
新しい乾電池と交換する

雑音が多く聞き ●電源雑音の影響を受けている ●本機を雑音源から離す
づらい
●モーター、蛍光灯などの電気 ●テレビを消す
器具、テレビによる雑音の影 ● AM の場合は、本機の向きを調
響を受けている
整する。FMの場合は、ロッドア
ンテナの長さや向きを調整する

お知らせ
• 長時間使用していると、本体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。

仕様
受信周波数
（*） AM：531〜1,620kHz

FM：76〜108MHz

電池持続時間
（*） 内蔵コンデンサー充電池使用時
イヤホン使用時
AM 受信：約 50 分、FM 受信：約 40 分
内蔵スピーカー使用時
AM 受信：約 35 分、FM 受信：約 30 分
東芝アルカリ乾電池
（単 4 形× 2 本）
使用時
イヤホン使用時
AM 受信：約 70 時間、FM 受信：約 60 時間
内蔵スピーカー使用時
AM 受信：約 45 時間、FM 受信：約 40 時間

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。
東芝エルイートレーディングサポートセンター

スピーカー
（*） 3.6 φ cm
（8 Ω）
×1

0120-28-0488

受付時間：365日 9:00～20:00

入出力端子 イヤホン出力：3.5 φステレオミニジャック

携帯電話・IP電話など
050-3786-0488（通話料：有料）
FAX
03-3258-0470（通信料：有料）

実用最大出力
（*） 80mW

・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。

最大外形寸法
（*） 110（幅）×65（高さ）×35（奥行）mm（ボタン・つまみなどの突起物を含まず）
質量
（*） 約 188g
（乾電池含まず）
付属品 充電プラグアダプター× 1、マイクロ USB ケーブル× 1、ハン
ドストラップ× 1、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。
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.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

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
・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。
受付時間：365日 9:00～20:00
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グルー
携帯電話・IP電話など
プ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合
050-3786-0488（通話料：有料）
があります。
FAX 03-3258-0470（通信料：有料）

0120-28-0488

保証書（一体）
●保証書は、この取扱説明書に記載されています。
●保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。
●FM/AM 充電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。
持込修理品

■保証期間中は
お買い上げの販売店にご連絡ください。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。
部品代：修理に使用した部品代。
長年ご使用の機器の点検をぜひ！
このような ● 煙が出る
症状はあり ● 変なにおいがする
愛情点検 ませんか。 ● その他の異常や故障がある

東芝 FM/AM 充電ラジオ保証書
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〒101－0021 東京都千代田区外神田1－1－8
（東芝万世橋ビル）

補修用性能部品の保有期間

修理を依頼されるときは

免責事項について

・ 花瓶など液体の入ったものを本機の上に置かない
・ 本機を踏んだり、上に重いものを置いたりしない
・ 点灯中の「ライト」は直視しないでください。目を傷める恐れがあります
禁 止 ・ イヤホンの音量を上げすぎない
・ 長時間、音が歪んだ状態で使わない
けが・故障・火災などの原因となります。

原

状

携帯充電端子 USB 端子

●

指示

症

電源
（*） DC3.6V
（内蔵コンデンサー充電池）
／DC3V
（単 4 形乾電池 2 本）

ご使用について

・本機をふりまわさない
・ 分解・修理・改造はしない
・ 異物を入れない
禁 止 火災・感電・事故の原因となります。
・ 野外で使用していて、雷が鳴り出したら、アンテナをたたんで安全な場所
に避難する
感電の原因となります。
・自転車やバイク、自動車などの運転中は、イヤホンで使用しない
周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原因となります。

故障かな？と思ったとき

ご使用
中 止

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。

※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。

東芝エルイートレーディングサポートセンター
0120-28-0488 受付時間：365日 9:00～20:00

〒101－0021

東京都千代田区外神田1－1－8（東芝万世橋ビル）
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各部のなまえ

便利な機能を使う

ラジオを聞く
電源の準備

前面
ライトスイッチ

FM/AM切替スイッチ

3 4

1

LED ライトを使う

1 LED ライトスイッチを「入」にする

手回しで充電する

• ライトが点灯します。ライトを消す場合は
「切」
にします。

ハンドルを回すと本機に内蔵されたコンデンサー充電池に充電され、その電源で本機
を動作させることができます。

1 ハンドルを引き出す

FMロッドアンテナ

• ハンドストラップを手首にかけると、落下による事故やけがを防げます。

ハンド
ストラップ
取り付け穴
取り付けか
たは「ハンド
スト ラップ
を取り付け
る」をご覧く
ださい。

同調インジ
ケーター
バッテリー
インジケーター
スピーカー

選局つまみ

表示部

2,5
（乾電池ま
1 電源切替スイッチで、使用する電源
たは充電池）
を選ぶ

2

2 電源・音量つまみを回し、電源を入れる

どちらか一方向にハンドルを回して充電する

本機充電用のケーブルを接続して、スマートフォンや携帯電話を充電できます。
スマートフォン
OFF

• 始めはゆっくり回し、徐々に早く回してください。1 秒間に 2.5 回〜3 回の速
さ（1 分間に 150 回〜180 回）で、約 2 分間回し続けると満充電となります。

3

電源・音量
つまみ

FM/AM 切替スイッチで、聞きたいバンド（FM
または AM）
を選ぶ

防水用端子カバーを開ける

マイクロ
USBケーブル

4 選局つまみを回し、聞きたい放送局の周波数を選ぶ

背面

• 放送を受信すると、同調インジケーターが点灯します。

電池切替スイッチ

奥までしっかり差し込む

お願い
• 充電中は、「電源・音量つまみ」と「ライトスイッチ」
は
「切」
にしてください
• ハンドルを早く回しすぎないでください。ハンドルを早く回し
（1 分間に 180
回以上）すぎると故障の原因となります。

• 発電量はハンドルを回す速さで変わります。ハンドルを回す速さが遅いと発電
量が少なく満充電にならないこともあります。

LEDライト

ラジオ

約 30 分

受信時間は受信音量によって異なります。

LED ライト

約 30 分

点灯時間

• スマートフォン、携帯電話の持続時間は「スマートフォンと携帯電話の持続時間の目安」
をご覧ください。

ハンドル

防水用端子
カバー
イヤホン端子
携帯電話充電端子

• 満充電のときバッテリーインジケーターは赤く点灯します。電池容量が少なくなっ
てくると徐々に暗くなり、完全になくなると消灯します。消灯したときは、ハンド
ルを回して充電してください。

乾電池（別売）を使う

1 電池ふたを下にスライドして開け、乾電池の⊕、⊖を確かめ
て正しく入れてください。

■受信状態を良くするには
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。

本機の特長
• 緊急時や災害時、携帯用ラジオとして役立ちます
• ハンドルを回して発電し、内蔵のコンデンサー充電池に充電して使います
• 単 4 形乾電池
（別売り）を入れて使えます
• ラジオ AM/FM の 2 バンド受信できます
（乾電池では携帯電話への充電はできません）
•「防水・防塵
（JIS IP54 等級相当）対応」で屋外でも安心して使えます
• 暗いところでも
「LED ライト」で明るく照明
•「イヤホン」
が使えます

お手入れのしかた
やわらかい布でよごれを軽く拭き取ってください。
• よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞って拭き取り、
乾いた布で仕上げてください。
• ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、本体に殺虫剤など、揮発
性のものをかけないでください。

2

取り出しリボン

■電池を取り外すときは
取り出しリボンを引っ張って、電池を取り外してください。

au

充電プラグアダプター

2 本機とスマートフォンまたは携帯電話を図のように接続する
3 ハンドルを引き出し、どちらか一方向にハンドルを回して充
電する
■スマートフォンと携帯電話の持続時間の目安
連続待ち受け時間

AM 放送
最も良く聞こえる方向に本体を向けてく
ださい。

連続通話時間

携帯電話

1 分 間（1 5 0 回 〜
約 25 分
180 回）
の充電

約2分

スマートフォン

5 分間
（1 分間に 150
約 25 分
回〜180 回）
の充電

約2分

• 持続時間はあくまで目安です。携帯電話の機種や電池の状態によって異なります。
• 一部の携帯電話・スマートフォンでは適合しない場合があります。

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。

従来の手回しラジオで使用しているニッケル水素充電池を使わず、パソコンなどのバ
ックアップ電源として実績があり、10 年間機能を保持すると言われるコンデンサー
充電池
（電気二重層コンデンサー）を採用することで長期間保存が可能となり、いざと
言うときに活躍します。
（内蔵コンデンサー電池は交換できません）

OFF

OFF に
1 本機の電源とスマートフォンまたは携帯電話の電源を
する

■電源を切るには
電源・音量つまみをカチッと音がするまで回す

■充電池持続時間の目安（1 分間に 150 回〜180 回の速さで回したとき）

• 持続時間はあくまで目安です。

電池ふた

OFF

5 電源・音量つまみを回し、音量を調節する
DoCoMo
SoftBank

お知らせ

151225c2_TY-JKR5.indd

携帯電話を充電する

■イヤホン
（別売）
で聞くときは
防水用端子カバーを開けて、ミニプラグ付のステレオヘッドホン
（別売）
をイヤホン端
子に取り付ける。
イヤホンを取り付けると、スピーカーから音は出なくなります。

ハンドストラップを取り付ける
付属のハンドストラップを取り付けることにより、持ち運びが便利になります。また、
充電時はハンドストラップを手首にかけると、落下による事故やけがを防げます。
■ 取り付けかた
付属のハンドストラップを図のように取り付ける。

ヘッドホン
（市販）

お願い
• ラジオの音が小さくなったり、ひずんだりしたら新しい電池に交換してください。
• 乾電池を交換するときは、2 本とも新しいものと交換してください。
• 新しい電池を入れるとバッテリーインジケーターは赤く点灯します。電池容量
が少なくなってくると徐々に暗くなり、残りわずかになると消灯します。バッ
テリーインジケーターが消灯しても、しばらくの間ラジオを聞くことができま
すが、お早めに新しい電池と交換してください。
■乾電池（東芝アルカリ乾電池単 4 × 2 本使用時）持続時間の目安
ラジオ

約 40 時間

受信時間は受信音量によって異なります。

LED ライト

約 40 時間

点灯時間

• 乾電池では携帯電話への充電はできません。

ヘッドホン端子へ

ステレオヘッドホンで聞いてもステレオになりません。

お知らせ
• イヤホンを使うと、防水性を保てなくなります。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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