
主な特長
高感度地デジワンセグＴＶ搭載
約5.5時間連続TV視聴*
高画質2.8インチ液晶搭載
FMステレオ/AMラジオ搭載

* ステレオイヤーレシーバー使用、明るさが2に設定されている場合

各部のなまえ
各部名称

安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使い
かたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次の
ことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項ををよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっていないか、
故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い
上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、

煙が出たら

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をして
います。表示の内容をよく理解してから本文をお読
みください。

この表示の注意事項を守らない
と、火災・感電・破裂などにより
死亡や大けがなどの人身事故が生
じます。

この表示の注意事項を守らない
と、火災・感電などにより死亡や
大けがなど人身事故の原因となり
ます。

この表示の注意事項を守らないと、感
電やその他の事故によりけがをしたり
周辺の家財に損害を与えたりすること
があります。

m

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるた
め、必ず下記の注意事項をお守りください。

指定以外のACパワーアダプターや充電スタンドを使わない
充電するときおよび家庭用電源で使用するときは、必ず指定のACパワーアダプター
と充電スタンドを使用してください。
破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない
感電の原因となります。充電式電池の交換、内部の点検および
修理はお客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサー
ビス窓口にご依頼ください。

火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない

1 電源を切る
2 ACパワーアダプターで充電中の場合は、コンセン
トから抜く

3 お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソ
ニーサービス窓口に修理を依頼する

行為を禁止する記号

注意を促す記号

行為を指示する記号

下記の注意事項を守らないと火災・感電により

大けがの原因となります。

運転中は使用しない
• 自動車、オートバイなどの運転をしながらステレオイヤーレ
シーバーを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見る
ことは絶対におやめください。交通事故の原因となります。

• また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の
交通や路面状況に充分にご注意ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異
物が入ったときは、ACパワーアダプターをコンセントから抜
き、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービ
ス窓口にご相談ください。

海外で使用しない
交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電
圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら、ACパワーアダプターにふれない
感電の原因となります。

ぬれた手でACパワーアダプターや充電スタンドを
さわらない
感電の原因となることがあります。

本体やACパワーアダプター、充電スタンドを布
団などでおおった状態で使わない　　　
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあ
ります。

充電スタンドの上に金属を置かない
充電スタンドの端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を
与えたりすることがあります。

通電中のACパワーアダプターや充電スタンド、製品に長時間ふれ
ない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

液晶画面に強い力や衝撃を加えない
液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れてけがの原因となることがあ
ります。

本体に強い衝撃を与えない
故障の原因となることがあります。

液晶画面を長時間続けて見ない
液晶画面を長時間見続けると、目が疲れたり、視力が低下するおそれがあります。
液晶画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用を
やめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは、医師
の診察を受けてください。

大音量で長時間続けて聞きすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に
悪い影響を与えることがあります。とくにステレオイヤーレシー
バーで聞くときにご注意ください。呼びかけられて返事ができる
ぐらいの音量で聞きましょう。

はじめからボリュームを上げすぎない
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょ
う。とくに、ステレオイヤーレシーバーで聞くときにはご注意ください。

長期間使わないときは、ACパワーアダプターを抜く
長期間の外出・旅行のときは安全のためACパワーアダプターをコンセントから抜い
てください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。

お手入れの際、ACパワーアダプターを抜く
ACパワーアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることが
あります。

電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、
下記の注意事項を必ずお守りください。

充電式電池が液漏れしたとき
充電式電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談
ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのき
れいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流
し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

充電式電池について

• 指定された充電器以外で充電しない。
• 火の中に入れない。分解、加熱しない。
• 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
• コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
• 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
• 液漏れした電池は使わない。

充電スタンドについて

充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充電端子が金属に
つながると、ショートし、発熱することがあります。

日本国内での充電式電池の廃棄について
リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金
属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については有限責任中間法人
JBRCホームページ
http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html
を参照してください。

準備する
充電する

1 付属のACパワーアダプターを、充電スタンドに接続する。

2 付属のACパワーアダプターを、電源コンセントに接続する。

3 本機の電源を切り、充電スタンドにのせる。
本機のインジケーターが赤色に点灯し、充電が始まります。
充電は約3時間*で完了し、インジケーターは自動的に消灯します。
* 電池残量がない状態から、満充電するのにかかる時間

z ヒント
充電中にワンセグやラジオを受信しているとインジケーターは緑色に点灯し、画面の電池残量表示部には  が表示さ
れます。

ご注意
•充電の際には、必ず付属のＡＣパワーアダプターをお使いください。
•充電は周囲の温度が0～40 ℃の環境で行ってください。
•充電にかかる時間は周囲の温度によって異なります。
•充電開始時には本体のインジケーターが点灯することを確認してください。
•充電中にワンセグやラジオを受信していると充電に時間がかかったり、満充電できない場合がありま
す。

•満充電しても本機の使用時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の寿命と考えられます。充電式電
池の交換については、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相
談ください。

かんたん設定（初期設定）をする
お買い上げ後に初めて電源を入れると、かんたん設定モードに入ります。画面の表示に従って地域を設定
すると、地域に応じた放送局がプリセットリストに登録されます。

1 ホイップアンテナを引き出す。

2 電源ボタンを押して電源を入れる。
かんたん設定の画面が表示されます。

3 ジョグレバーを押す。
エリア設定の画面が表示されます。

4 ジョグレバーを上下に動かして、お使いになる地域を探す。
お使いになる地域にカーソルを合わせます。

z ヒント
選択できる地域について詳しくは「選択できる地域」の表をご覧ください。

5 ジョグレバーを押して地域を決定する。
選択した地域の放送局がプリセットリストに登録され、かんたん設定が終了します。
画面に「受信中」と表示され、ワンセグ放送の受信を開始します。
このとき受信する放送局は、かんたん設定で設定されたプリセットリストの中で、プリセット番号が
1番小さい放送局です。

z ヒント
• かんたん設定を行うと、ワンセグの設定と同時にラジオの設定もされます。
• かんたん設定の内容は、プリセットリスト1に登録されます。プリセットリストについて詳しくは「ワンセグ受信時の設
定」または「ラジオ受信時の設定」の「プリセットリストを切り換える」をご覧ください。

ご注意
• かんたん設定が終了しないとワンセグやラジオの受信ができません。
• RESET（リセット）ボタンが押された場合は工場出荷時の状態に戻ります。電源を入れて、かんたん設定の手順に従って
再度設定をしてください。

選択できる地域
かんたん設定で選択できる地域は、以下の53地域です。
エリア 地域

北海道 札幌 函館 旭川 帯広 釧路 北見 室蘭

東北1 青森 岩手 秋田

東北2 宮城 山形 福島

関東1 埼玉 千葉 東京 神奈川

関東2 茨城 栃木 群馬

中部 山梨 長野 静岡

東海 愛知 岐阜 三重

北陸 新潟 富山 石川 福井

近畿1 大阪 京都 兵庫

近畿2 滋賀 奈良 和歌山

中国 鳥取 島根 岡山 広島 山口

四国 徳島 香川 愛媛 高知

九州1 福岡 佐賀 長崎 大分

九州2 熊本 宮崎 鹿児島    沖縄

ラジオを聞く
本機ではラジオ受信中に最後の操作から約2秒たつと、画面が自動的に消灯して充電式電池の消耗を防ぎま
す。

1 電源ボタンを押して電源を入れる。
前回電源を切ったときの放送局が受信されます。

前回ワンセグを見ていた場合はステップ2から、ラジオを聞いていたときはステップ3から操作します。

z ヒント
FM/AM放送をうまく受信できない場合は、「受信状態を良くする」をご覧ください。

2 ＴＶ/ラジオボタンを押してラジオに切り換える。
ワンセグからラジオに切り換わると、最後に聞いていたラジオの放送局を受信します。

3 画面/バンドボタンを押してＡＭまたはＦＭを選択する。

z ヒント
バンドを切り換えるには、画面表示されている状態で画面/バンドボタンを押します。

4 ジョグレバーで放送局を選局する。
選んだ放送局の受信を始めます。

z ヒント
• ラジオ放送を受信中にジョグレバーを2秒以上押し続けると、受信中の放送局をプリセットリストに登録することがで
きます。詳しくは「ラジオ受信時の設定」の「受信中の放送局を登録する」をご覧ください。

• ラジオの操作中に画面表示されているときは、音声は聞こえません。
• 画面表示中に最後の操作から約2秒たつと画面が消え、音声が聞こえます。

選局方法
画面に表示されたプリセットリストから放送局を直接選局する「リスト選局」、プリセットリストに登
録された放送局をジョグレバーで1局ずつ送って選局する「プリセット選局」、放送局の周波数をジョ
グレバーで1ステップずつ送って選局する「マニュアル選局」の3つの方法があります。

－リスト選局－
プリセットリストから、お好みの放送局を選局します。

1 ジョグレバーを押す。
プリセットリストが表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かす。
聞きたい放送局にカーソルを合わせます。

3 ジョグレバーを押して決定する。
決定した放送局の受信を開始します。

z ヒント
• プリセットリスト1には、かんたん設定で設定した地域の放送局が登録されています。
• プリセットリストに登録されている放送局は、お好みに合わせて変更することができます。詳しくは「ラジオ受信
時の設定」をご覧ください。

－プリセット選局－
ジョグレバーを上下に動かして、プリセットリストに登録されている放送局を１局ずつ送って選局
することができます。
ジョグレバーを上に動かすとプリセット番号の小さい放送局を、下へ動かすとプリセット番号の大
きい放送局を選局します。

z ヒント
• プリセット選局で選局する場合は、選局方法をプリセットに設定する必要があります。詳しくは「ラジオ受信時の
設定」の「選局方法を切り換える」をご覧ください。

• プリセットリストに登録されている放送局は、お好みに合わせて変更することができます。詳しくは「ラジオ受信
時の設定」をご覧ください。

ご注意
放送局が登録されていないプリセット番号は選局できません。

－マニュアル選局－
ジョグレバーを上下に動かして1ステップずつ周波数を送ることができます（FMでは0.1 MHz、
AMでは9 kHz）。
ジョグレバーを上へ動かすと大きい周波数側に、下へ動かすと小さい周波数側に送られます。

z ヒント
マニュアル選局で選局する場合は、選局方法をマニュアルに設定する必要があります。詳しくは「ラジオ受信時の設
定」の「選局方法を切り換える」をご覧ください。

ご注意
• 工場出荷時では、プリセット選局が設定されています。選局方法の変更について詳しくは「ラジオ受信時の設定」の
「選局方法を切り換える」をご覧ください。

• 現在選択されているプリセットリストに放送局が1つも登録されていないと、画面に「プリセットリストに登録があり
ません」と表示されます。

5 音量ボタンで音量を調節する。
音量を調節しているときは、画面表示はされません。

受信状態を良くする
室内や電車の中などでは電波が弱く、うまく受信することができない場合があります。このようなとき
は、受信したい放送に合わせてアンテナを調整してみてください。
本機のそばに携帯電話などの電波を発信する器機があると、雑音が入る場合があります。携帯電話などの
電源を切るか、本機から離してみてください。

ワンセグ放送の場合
ホイップアンテナを伸ばし、受信状態が最も良くなるように長さや角度を
調節します。
ホイップアンテナの角度を調節するときは、付け根の部分を持ってくださ
い。先端部分を持ちながら過剰な力を加えるとアンテナを破損することが
あります。
電波塔の近くなどでは、ホイップアンテナを縮めると受信状態が良くなる
場合があります。

FM放送の場合
FM放送を聞くときは、お使いのステレオイヤーレシーバーのコードがアン
テナとして働きます。ステレオイヤーレシーバーのコードをできるだけ長
く伸ばしてお使いください。
スピーカーで聞くときも、ステレオイヤーレシーバーのコードをできるだ
け長く伸ばしてお使いください。
ステレオイヤーレシーバーが接続されていない場合は、画面に「イヤーレ
シーバーをつないでください　コードがアンテナとして働きます」と表示
されます。

AM放送の場合
アンテナを内蔵していますので、受信状態が最も良くなるようにラジオの
向きを調整してください。

テレビ（ワンセグ）受信時の画面表示

ラジオ受信時の画面表示
ラジオ受信時の画面表示は、最後の操作から約2秒後に消灯します。

再充電のめやす
充電式電池が消耗してくると電池残量表示が変り、残量がなくなると電源が切れます。
電池残量表示をめやすに再充電をしてください。

充電式電池の持続時間
内蔵リチウムイオン（Li-ion）充電式電池 JEITA*1

ワンセグ*2 FM AM
ステレオイヤーレシーバー使用時 約5.5時間 約25時間 約30時間
スピーカー使用時 約5時間 約15時間 約16時間

*1JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。実際の充電式電池持続時間は周囲の温度や使用状況により、短く
なる場合があります。

*2明るさが2に設定されている場合

－プリセット選局－
ジョグレバーを上下に動かして、プリセットリストに登録されている放送局を
1局ずつ送って選局することができます。
ジョグレバーを上に動かすとプリセット番号の小さい放送局を、下へ動かすと
プリセット番号の大きい放送局を選局します。

z ヒント
• プリセット選局で選局する場合は、選局方法をプリセットに設定する必要があります。詳しくは「ワンセグ受信時
の設定」の「選局方法を切り換える」をご覧ください。

• プリセットリストに登録されている放送局は、お好みに合わせて変更することができます。詳しくは「ワンセグ受
信時の設定」をご覧ください。

• 放送局が登録されていないプリセット番号は選べません。

－マニュアル選局－
ジョグレバーを上下に動かして13 ch～62 chのチャンネルを1 chずつ送って選局します。
ジョグレバーを上へ動かすと大きいch番号を、下へ動かすと小さいch番号を選局します。

z ヒント
マニュアル選局で選局する場合は、選局方法をマニュアルに設定する必要があります。詳しくは「ワンセグ受信時の
設定」の「選局方法を切り換える」をご覧ください。

ご注意
• 現在選択されているプリセットリストに放送局が1つも登録されていないと、画面に「プリセットリストに登録があり
ません」と表示されます。

• 放送局を選局してから、受信可能な状態になるまでに約5秒かかります。
• 工場出荷時では、プリセット選局が設定されています。選局の変更について詳しくは「ワンセグ受信時の設定」の「選
局方法を切り換える」をご覧ください。

• 放送局のないチャンネルを選択すると、画面に「受信できません」と表示されます。
• かんたん設定で登録した地域とは違う地域にいるときに、リスト選局やプリセット選局で選局すると、チャンネルが
同じでもプリセットリストに登録されている放送局とは違う放送局を受信する場合があります。このとき「登録と違う
放送局が受信されました。継続しますか？」と表示されますので「はい」または「いいえ」を選択してください。
「はい」を選択すると、登録とは違う放送局の受信を開始します。
「いいえ」を選択すると、「ワンセグのプリセット設定をやり直してください」と表示されます。プリセット設定の変更
について詳しくは「ワンセグ受信時の設定」をご覧ください。

5 音量ボタンで音量を調節する。

画面を切り換える
画面/バンドボタンを押して、好みの画面表示に切り換えます。

字幕設定が「切」のとき

字幕設定が「字幕1」または「字幕2」のとき

フル画面では、ワイド映像の左右をカットして画面全体に表示します。

EPG（番組ガイド）表示
現在ご覧になっている放送局が予定している番組や番組内容を確認できます。

1 画面/バンドボタンを押してEPG画面に切り換える。
ご覧の放送局の番組表が表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かし、内容を確認したい番組にカーソルを合わせて、ジョグレバ
ーを押す。
番組内容を確認することができます。

もう1度ジョグレバーを押すと、番組表へ戻ります。

3 画面/バンドボタンを押して、標準画面に戻る。

自動選局する（マニュアル選局のみ）
お使いの地域で受信可能な放送局を13 ch～62 chの中から自動で選局します。

1 ジョグレバーを上または下に2秒以上押し続ける。
画面に「スキャン中」と表示され、自動的に放送局を探し始めます。
受信可能な放送局が見つかると、画面に「受信中」と表示されて受信を開始します。

z ヒント
• ジョグレバーを上に押し続けるとchの大きい側へ、下に押し続けるとchの小さい側へスキャンを始めます。
• 受信可能な放送局が見つからない場合は、自動選局をする前に受信していた放送局に戻ります。

ご注意
自動選局をする場合は、スキップするチャンネル数に応じて放送を受信するまでの時間が長くなります。

標準画面 フル画面 EPG画面

標準画面 フル画面 EPG画面

付属のスタンドを使う
付属のスタンドは付属のステレオイヤーレシーバーを巻きつけて収納することもできます。

左面

下面

スタンドとして使う ステレオイヤーレシーバーを収納する

ワンセグを見る
本機では携帯端末向け地上デジタル放送であるワンセグを視聴することができます。

z ヒント
• ワンセグは東京・大阪・名古屋の3大都市圏をはじめとした地域で2006年4月1日から開始されました。
• ワンセグおよびサービスエリアの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

2007年3月31日まで
社団法人 地上デジタル放送推進協会（D-PA）　http://www.d-pa.org/
2007年4月1日から　
社団法人 デジタル放送推進協会（Dpa）　http://www.dpa.or.jp/

社団法人 地上デジタル放送推進協会（D-PA）は、2007年4月1日に社団法人 BSデジタル放送推進協会（BPA）と統合
し、社団法人 デジタル放送推進協会（Dpa）となります。

ご注意
• 緊急警報放送による自動起動には対応していません。
• ワンセグのサービスエリア以外では、ワンセグを楽しむことはできません。
また、放送エリア内であっても、地形や構造物などの周囲環境、本体を置く場所や向き、電波の伝播状況などによっては
受信できません。

1 ホイップアンテナを引き出す。

2 電源ボタンを押して電源を入れる。
前回電源を切ったときの放送局が受信されます。

前回ラジオを聞いていた場合はステップ3から、ワンセグを見ていたときはステップ4から操作します。

z ヒント
ホイップアンテナの角度を調節してワンセグの受信状態を調節できます。詳しくは「受信状態を良くする」をご覧くださ
い。

3 ＴＶ/ラジオボタンを押してワンセグに切り換える。
ラジオからワンセグに切り換わると、最後に見ていたワンセグの放送局を受信します。

4 ジョグレバーで放送局を選局する。
選んだ放送局の受信を始めます。
受信中は画面に「受信中」と表示されます。受信地域の電波が弱く、放送を受信できない場合は「受信
できません」と表示されます。

z ヒント
ワンセグ放送を受信中にジョグレバーを2秒以上押し続けると、受信中の放送局をプリセットリストに登録することがで
きます。詳しくは「ワンセグ受信時の設定」の「受信中の放送局を登録する」をご覧ください。

選局方法
画面に表示されたプリセットリストから放送局を直接選局する「リスト選局」、プリセットリストに登
録された放送局をジョグレバーで1局ずつ送って選局する「プリセット選局」、チャンネルをジョグレ
バーで1 chずつ送って選局する「マニュアル選局」の3つの方法があります。

－リスト選局－
プリセットリストから、お好みの放送局を選局します。

1 ジョグレバーを押す。
プリセットリストが表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かす。
見たい放送局にカーソルを合わせます。

3 ジョグレバーを押して決定する。
受信を開始します。

z ヒント
• プリセットリスト1には、かんたん設定で設定した地域の放送局が登録されています。
• プリセットリストに登録されている放送局は、お好みに合わせて変更することができます。詳しくは「ワンセグ受
信時の設定」をご覧ください。

プリセット番号

1 インジケーター
緑：電源ON
赤：充電中

2 液晶画面
3 音量ボタン

+側に凸点（突起）がついて
います。操作の目印として
お使いください。

4 電源ボタン
5 TV/ラジオボタン

6 画面/バンドボタン
画面の表示を切り換えます。

7 ジョグレバー（選局/決定）
放送局の選局や画面上の
カーソルの移動、決定の操
作をします。

8 設定（5/i）ボタン
9 スピーカー
q; ホイップアンテナ

ワンセグ放送を受信します。

qa ホールドスイッチ
qs ストラップホール

ストラップを取り付けるこ
とができます。

qd i（ステレオイヤーレシー
バー）端子

qf 充電端子
qg スタンド取り付け部
qh RESET（リセット）ボタン

RESET（リセット）ボタン
を押すと工場出荷時の状態
に戻ります。

4 受信チャンネル
現在選択されているプリセッ
ト番号か13 ch～62 ch の
チャンネルを表示します。

5 放送局名
放送局名を表示します。

6 番組名
番組名が表示されます。

7 ホールド
ホールドが設定されている
と表示されます。

1 音量
お聞きになっているスピー
カー（5）またはステレオイ
ヤーレシーバー（i）の音量
を表示します。

2 字幕
字幕1または字幕2が設定さ
れていると表示されます。

3 受信レベル
現在受信している放送の信
号の強弱を表示します。

8 オートオフ
オートオフが設定されてい
ると表示されます。

9 電池残量
電池の残量や充電状態を表
示します。

q; 時計
時刻を表示します。

qa プリセットリスト
現在選択されているプリ
セットリストを示します。

z ヒント
放送局名や番組名など一部の表示は、放送の受信を開始してから約5秒後に消えますが、表示内容や本機の設定によっては、
表示し続ける場合もあります。

1 音量
お聞きになっているスピー
カー（5）またはステレオイ
ヤーレシーバー（i）の音量
を表示します。

2 放送局名
放送局名を表示します。

3 バンド/プリセット番号
現在選択されているバンドと
プリセット番号を表示しま
す。

4 ホールド
ホールドが設定されている
と表示されます。

5 オートオフ
オートオフが設定されてい
ると表示されます。

6 電池残量
電池の残量や充電状態を表
示します。

7 周波数
現在受信している周波数が
表示されます。

8 時計
時刻を表示します。

9 プリセットリスト
現在選択されているプリ
セットリストを表示しま
す。

本機

充電スタンド（付属）

充電端子

DC IN 5 V端子へ

ACパワー
アダプター
（付属）

1

2

3
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電源コンセントへ
（背面）



共通の設定
時計を設定する

自動で時刻を合わせる
現在の時刻を自動で調整するように設定します。

1「基本設定」から「時計設定」を選び、「自動調整」にカーソルを合わせてジョグレバーを押
す。
「入」： ワンセグ放送受信時に、放送に含まれている時刻情報をもとに時計を自動調整します。
「切」： 自動調整をしません。

2 ジョグレバーを上下に動かして「入」を選択し、ジョグレバーを押す。
設定の内容が決定され、自動調整の設定が終了します。

ご注意
自動調整の設定を「入」にしていてもワンセグ放送を受信しなければ、時計は調整されません。

手動で時刻を合わせる
手動で現在の時刻を設定します。

ご注意
時計設定の自動調節が「入」に設定されていると、時刻設定をすることができません。

　

1「基本設定」から「時計設定」を選び、「時刻設定」にカーソルを合わせてジョグレバーを押
す。
時間の「時」の桁を合わせる状態になります。

2 ジョグレバーを上下に動かして「時」の桁を合わせ、ジョグレバーを押す。
「時」の桁が決定され「分」の桁を合わせる状態になります。

3 ジョグレバーを上下に動かして「分」の桁を合わせ、ジョグレバーを押す。
「分」の桁が決定され、時刻設定が終了します。

z ヒント
•「分」の桁を決定した時点で、0秒からスタートします。
• 時刻設定の操作途中で設定モードを終了した場合は、設定前の時刻に戻ります。

一定時間に電源を切る －オートパワーオフ機能－
設定した時間が経過すると自動的に電源を切るように設定します。

1「基本設定」を選び、「オートオフ」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
「切」：オートオフの機能が動作しません。
「30」・「60」・「90」・「120」：　

設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

2 ジョグレバーを上下に動かしてお好みの時間を選択し、ジョグレバーを押す。
設定の内容が決定され、オートオフの設定が終了します。

ご注意
• いったんオートパワーオフ機能を設定すると、自動的に電源が切れたり手動で電源を切ったりしてもオートパワーオフ機
能の設定は変りません。

• オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れたのちに電源を入れ直しても、再び同じ設定でオートパワーオフ機能が働きま
す。設定した時間を変更したりオートパワーオフ機能を解除したりする場合は、オートオフの設定をやり直してください。

• 例えばオートオフを「60」に設定していて、自動的に電源が切れる20分前に電源を切った場合、次に電源を入れたときに
電源が切れるまでの時間は、前回の残りの20分からではなく、オートオフで設定した60分から始まります。

液晶画面の明るさを調節する
液晶画面をお好みの明るさとなるように設定します。

1「画面設定」を選び、「明るさ」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
「1」から「5」の5段階に調節できます。
数字が大きいほど明るくなります。　

2 ジョグレバーを上下に動かしてお好みの明るさを選択し、ジョグレバーを押す。
設定の内容が決定され、明るさの設定が終了します。

z ヒント
ワンセグとラジオのそれぞれに異なる明るさを設定することができます。TV/ラジオボタンで受信放送を切り換えてから明る
さを設定してください。

ワンセグ受信時の設定
字幕を表示する
ワンセグ放送に含まれる字幕情報を画面に表示します。

1「画面設定」を選び、「字幕」にカーソルを合わせてジョグレバーを押します。

2 ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。
設定の内容が決定され、画面設定の選択画面に戻ります。

z ヒント
ワンセグ放送では、番組によって2種類の字幕情報が含まれている場合があります。

ご注意
• ワンセグ放送に字幕情報が含まれていない場合は、「字幕1」または「字幕2」に設定していても、字幕は表示されません。
• ワンセグ放送に含まれる字幕情報が1種類の場合は、「字幕1」「字幕2」のどちらに設定していても、同じ字幕が表示されます。

音声信号を選ぶ
ワンセグ放送に含まれる音声信号を選びます。

1「基本設定」を選び、「音声信号」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
2 ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。
設定の内容が決定され、基本設定の選択画面に戻ります。

z ヒント
ワンセグ放送では、番組によって2種類の音声が含まれている場合があります。

ご注意
ワンセグ放送に含まれる音声が1種類の場合は、「第1音声」「第2音声」のどちらに設定していても、同じ音声が出力されます。

主音声/副音声を切り換える
1「基本設定」を選び、「二重音声」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
「主」： 主音声を聞きます。
「副」： 解説などの副音声を聞きます。
「主／副」：主音声と副音声を同時に聞きます。

2 ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。
設定の内容が決定され、基本設定の選択画面に戻ります。

ご注意
ワンセグ放送の二重音声が主音声のみの場合は、「副」や「主／副」に設定していても、主音声が出力されます。

選局方法を切り換える
ジョグレバーを上下に動かしたときの選局方法を設定します。

1「基本設定」を選び、「選局」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
「プリセット」： 画面にプリセットリストを表示せずに、プリセット番号に登録されている放送局

を1つずつ選局します。
「マニュアル」： 13 ch～62 chのチャンネルを1つずつ選局します。

2 ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。
設定の内容が決定され、基本設定の選択画面に戻ります。

プリセットリストを切り換える
本機では、お使いになる地域の放送局をプリセットリストとして保存できます。
プリセットリストは3つ保存できますので、お住まいの地域のほかに、出張や旅行などで訪れる地域の設定
をしておくと、プリセットリストを切り換えるだけで、チャンネルを登録しなおすことなく訪れた地域の
ワンセグ放送を見ることができます。

1「プリセット設定」を選び、「プリセットリスト切替」にカーソルを合わせてジョグレバー
を押す。
「1」・「2」・「3」の3つから選びます。
「1」： かんたん設定で選択した地域の放送局が保存されています。
「2」・「3」： 工場出荷時では放送局の情報はありません。

2 ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。
選択したプリセットリストに切り換わり、プリセット設定の選択画面に戻ります。

地域を指定して登録する
放送を受信する地域を指定してプリセットリストに放送局を登録します。

ご注意
登録内容は、プリセットリスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

1「プリセット設定」を選び、「地域指定登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
地域名が表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かして地域名を選択し、ジョグレバーを押す。
設定するプリセットリストと地域名が表示されます。

3「はい」または「いいえ」を選択する。
「はい」： 選択した地域が確定し、放送局リストが登録され、プリセット設定の選択画面に戻りま

す。
「いいえ」：地域選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

受信中の放送局を登録する
現在受信中の放送局をプリセットリストに登録します。

z ヒント
ワンセグ放送を受信中にジョグレバーを2秒以上押すとマニュアル登録の画面が表示され、ステップ2から操作を始めること
ができます。

ご注意
登録内容は、プリセットリスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

1「プリセット設定」を選び、「マニュアル登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押
す。

1～12のプリセット番号とそれぞれの登録内容（放送局名または空欄）が表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かして登録したい番号を選択し、ジョグレバーを押す。
選択した番号にすでに放送局が登録されている場合は「上書き登録しますか?」と表示され、登録され
ていない場合は「登録しますか?」と表示されます。

3「はい」または「いいえ」を選択する。
「はい」： 受信中の放送局が指定した番号に登録され、プリセット設定の選択画面に戻ります。
「いいえ」：番号選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

放送局を検索して登録する
自動的に受信可能な放送局を検索し、プリセットリストに登録します。

ご注意
• 登録内容は、プリセットリスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。
• 検索中に1局でも受信できた場合、オートスキャン登録を実行する前に登録されていた内容はすべて消去され、検索した結
果が登録されます。

1「プリセット設定」を選び、「オートスキャン登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを
押す。
プリセットリスト1が選択されている場合は「プリセットリスト1にオートスキャンを実行しますか？」
と表示されます。

2「はい」または「いいえ」を選択する。
「はい」： 受信可能な放送局を検索し始めます。

ステップ3へ進んでください。
「いいえ」：プリセット設定の選択画面に戻ります。

3 画面に「スキャン中」と表示され数分後に結果を画面に表示します。
受信可能な放送局があった場合：
画面に検索結果を表示しプリセットリストに登録します。
→ 放送局を選びジョグレバーを押すと、受信を開始します。
→ 「戻る」を選びジョグレバーを押すと、プリセット設定の選択画面に戻ります。

受信可能な放送局がなかった場合：　
画面に「受信できませんでした」と表示されます。
「戻る」を選びジョグレバーを押すと、プリセット設定の選択画面に戻ります。

故障かなと思ったら
電源が入らない
•充電式電池が充電されていない。
, 充電をしてください。

•電源ボタンを押しても電源が入らない。
, 電源が切れている状態でもホールドすることができます。ホールドを解除してください。

ワンセグの映像が映らない
•電波が弱い。
, 電波が弱いと、コマ落ちしたり急に暗くなったりすることがあります。ホイップアンテナの長さや角
度を調節してください。

•屋内で使用している。
, 鉄筋造りのビルなどでは電波が受信しにくくなります。窓際や屋上など電波を受信しやすいところで
お使いください。

•金属製の机や台の上に設置している。
, 電波を受信しにくくなりますので、設置場所を移動してください。

•電波塔が近くにある。
, 電波塔から発信される電波の影響を受ける場合があります。ホイップアンテナを縮めてください。

•画面を消す設定をしている。
, 本機のいずれかのボタンを押して、設定を解除してください。

音が聞こえない
•充電式電池が消耗している。
, 充電をしてください。

•音声出力がステレオイヤーレシーバーに切り換わっている。
, 設定（5/i）ボタンを2秒以上押し続けて、スピーカーに切り換えてください。

•音量が最小になっている。
, 音量ボタン＋/－で音量を調節してください。

雑音が多く、音が悪い
•充電式電池が消耗している。
, 充電をしてください。

•電波が弱い。
, ＦＭ放送を受信するときは、付属のステレオイヤーレシーバーをi（ステレオイヤーレシーバー）端
子に接続し、調節してください。

, ＡＭ放送を受信するときは、本体の向きを調節してください。

•充電をしている。
, 本機を充電スタンドからはずして放送を受信してください。

•近くで携帯電話など、電波を発信する機器を使用している。
, 携帯電話などを本機から離してください。

充電が始まらない
•本体または充電スタンドの端子が汚れている。
, 端子をきれいにクリーニングする。

•本機が正しい向きで充電スタンドに置かれていない。
, 正しい向きで充電スタンドに置いてください。

充電式電池の持続時間が短い
• 0 ℃以下の環境で使用している。
, 電池の特性によるもので故障では有りません。

•しばらく使用してなかった。
, 何回か充電と放電を繰り返してください。

本機を廃棄する
本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。
環境保全のために、本機を廃棄する際は、充電式電池を取りはずし適切に廃棄してください。

充電式電池の取りはずしかた

ご注意
• 充電式電池のケースは無理にはずさずに、ケースがついたままの状態で廃棄してください。
• 充電式電池の外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしないでください。

使用上のご注意

液晶画面について
•本機のメニュー画面やラジオ画面などの静止画を液晶画面に表示したまま長時間放置しないでくださ
い。液晶画面に残像現象（画像の焼きつき）を起こす場合があります。

•液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、赤と青、緑の点が消えな
いことがあります。故障ではありません。

•液晶画面の表面を濡れたもので拭かないでください。内部に水が入ると故障の原因となります。
•液晶画面に物をのせたり、落としたりしないでください。また、手やひじをついて体重をかけないでく
ださい。

•本機を戸外など寒冷な場所から室内へ持ち込むと、液晶画面に結露が生じることがあります。結露が生
じたら、水滴をよく拭き取ってからご使用ください。水滴を拭き取るときは、ティッシュペーパーをお
使いになることをおすすめします。液晶面が冷えているときは、水滴を拭き取っても、また結露が生じ
てしまいます。液晶面が室温に暖まるまでお待ちください。

ホイップアンテナの取り扱いについて
•ホイップアンテナの損傷を防ぐため、以下の点にご注意ください。
－本機をカバンやキャリングケースなどの中に入れる場合は、ホイップアンテナを本機内に収納してく
ださい。

－ホイップアンテナに無理に力を加えたり、故意に取りはずしたりしないでください。
•ワンセグ視聴後はホイップアンテナをもとに戻してください。

ACパワーアダプターについて
•付属のACパワーアダプター（極性統一形プラグ・JEITA規格）をご使用ください。付属以外の製品を使
用すると、故障の原因になることがあります。

極性統一形プラグ

• ACパワーアダプターをご使用時は、以下の点にご注意ください。
－本機を本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に置かないでください。
－火災や感電の危険を避けるために、水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。ま
た、本機の上に花瓶など水の入ったものを置かないでください。

•電源コンセントから抜くときは、必ずACパワーアダプターの本体部を持って抜いてください。
•本機を使用しないときは、すべての電源をはずしておいてください。

充電について
•充電時間は充電式電池の使用状態により異なります。
•充電式電池を充分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、新しい充電式電池と取
り換える必要があります。お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口に
ご相談ください。(本機に内蔵されている充電式電池は、お客様ご自身で交換することはできません。）

•初めて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電しても通常の使用時間より短いことがあり
ます。何回か放充電を繰り返すと通常の状態に戻ります。

温度上昇について
本機を充電中または、長時間お使いになると、本体の温度が上昇することがありますが、故障ではありま
せん。

ステレオイヤーレシーバーについて
• 付属のステレオイヤーレシーバーをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師
またはお客様ご相談センターにご相談ください。

• 付属のステレオイヤーレシーバーは、音量を上げすぎると音が外にもれます。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、ステレオイヤーレシーバーで聞くときはいつも
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。

取り扱いについて
•落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
•次のような場所には置かないでください。
－温度が非常に高いところ（40 ℃以上）や低いところ（0 ℃以下）。
－直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
－風呂場など湿気の多いところ。
－窓を閉めきった自動車内（特に夏季）。
－ほこりの多いところ。

•本機の内部に液体や異物を入れないでください。
•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は表面をいためますので使わ
ないでください。

•キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。ス
ピーカーの磁石の影響でカードの磁気が変化して使えなくなることがあります。

•耳をあまり刺激しないように、適度の音量でお楽しみください。

お手入れについて
本機のお手入れについて
柔らかい布でからぶきします。汚れがひどいときは、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で拭いた後、
からぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面をいためますので、使わないでください。

充電端子のお手入れについて
定期的にラジオ本体と充電スタンドの各接続端子を綿棒や柔らかい布などで、きれいにしてください。

時刻設定 時 分 設定終了

各種の設定
本機にはワンセグ/ラジオ共通の設定項目と、ワンセグ/ラジオそれぞれの機能に合わせた設定項目がありま
す。お好みやお使いになるスタイルに合わせて設定してください。

設定メニューについて
設定（5/i）ボタンを押すと、本機の各種設定メニューが画面に表示されます。

1 ワンセグまたはラジオを受信中に設定（5/i）ボタンを押す。
設定メニューが表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かして設定したい項目にカーソルを合わせ、ジョグレバーを押
す。
この操作を繰り返して設定したい項目を選び、お好みに合わせて設定を変更します。

z ヒント
「戻る」にカーソルを合わせてジョクレバーを押すと、一つ前の設定項目を選ぶ状態に戻ります。

3 設定の変更が終わったら設定（5/i）ボタンを押す。
受信画面に戻ります。

ご注意
ジョグレバーを押して変更内容を決定する前に設定（5/i）ボタンを押すと、内容が変更されずに受信画面に戻ります。

ワンセグ受信時の設定項目
設定項目 項目内容 設定内容

画面設定 明るさ 1⇔2⇔3⇔4⇔5
字幕 切⇔字幕1⇔字幕2

基本設定 音声信号 第１音声⇔第2音声
二重音声 主⇔副⇔主／副

選局 プリセット⇔マニュアル

オートオフ 切⇔30⇔60⇔90⇔120
時計設定 自動調整 入⇔切

時刻設定 時刻を設定する

プリセット設定 プリセットリスト切替 1⇔2⇔3
地域指定登録 地域（都道府県）を指定する

マニュアル登録 現在受信している放送局を登録する

オートスキャン登録 自動的に放送局を登録する

プリセット編集 プリセット番号変更 プリセット番号を変更する

削除 登録されている放送局を削除する

中継局設定 中継局を検索し、設定する

ラジオ受信時の設定項目
設定項目 項目内容 設定内容

画面設定 明るさ 1⇔2⇔3⇔4⇔5
基本設定 FM音声 ステレオ⇔モノ

選局 プリセット⇔マニュアル

オートオフ 切⇔30⇔60⇔90⇔120
時計設定 自動調整 入⇔切

時刻設定 時刻を設定する

プリセット設定 プリセットリスト切替 1⇔2⇔3
地域指定登録 地域（都道府県）を指定する

マニュアル登録 現在受信している放送局を登録する

中継局設定 中継局リストから選択し、設定する

プリセット削除 登録されている放送局を削除する

保証書とアフターサービス
保証書
• 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1年間です。

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
お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

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6年間保
有しています。この部品保有期間を修理可能の期間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、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニー
サービス窓口にご相談ください。

1 左面のネジ2本とカバーをはずす。

3 充電式電池を固定しているネジ２本を
はずす。

2 本体カバーを抜く。

4 コネクタを引き抜き、充電式電池を
取りはずす。

ラジオ受信時の設定
ステレオとモノラルを切り換える（FMのみ）
受信中のＦＭ音声をステレオで聞くか、モノラルで聞くかを設定します。

1「基本設定」を選び、「FM音声」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
「ステレオ」：ＦＭ音声をステレオで聞くことができます。
「モノ」： ＦＭ音声をモノラルで聞くことができます。

受信状態がよくない場合は「モノ」を選びます。

2 ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。
設定の内容が決定され、基本設定の選択画面に戻ります。

ご注意
本機のスピーカーから聞こえる音はモノラルです。ステレオ音声を楽しむには、付属のステレオイヤーレシーバーをお使いく
ださい。

選局方法を切り換える
ジョグレバーを上下に動かしたときの選局方法を設定します。

1「基本設定」を選び、「選局」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
「プリセット」：画面にプリセットリストを表示せずに、プリセットリストに登録されている放送局を

１つずつ選局します。
「マニュアル」： FM受信時は0.1 MHzステップで周波数を送ります。

AM受信時は9 kHzステップで周波数を送ります。

2 ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。
設定の内容が決定され、基本設定の選択画面に戻ります。

プリセットリストを切り換える
本機では、お使いになる地域の放送局をプリセットリストとして保存できます。
プリセットリストは3つ保存できますので、お住まいの地域のほかに、出張や旅行などで訪れる地域の設定
をしておくと、プリセットリストを切り換えるだけで、放送局をプリセットしなおすことなく訪れた地域
のラジオ放送を楽しむことができます。

1「プリセット設定」を選び、「プリセットリスト切替」にカーソルを合わせてジョグレバー
を押す。
「1」・「2」・「3」の3つから選びます。
「1」： かんたん設定で選択した地域の放送局が保存されています。
「2」・「3」： 工場出荷時では放送局の情報はありません。

2 ジョグレバーを上下に動かしてお好みの設定を選択し、ジョグレバーを押す。
選択したプリセットリストに切り換わり、プリセット設定の選択画面に戻ります。

地域を指定して登録する
放送を受信する地域を指定してプリセットリストに放送局を登録します。

ご注意
登録内容は、プリセットリスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

1「プリセット設定」を選び、「地域指定登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
地域名が表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かして放送を受信したい地域名を選択し、ジョグレバーを押す。
設定するプリセットリストと地域名が表示されます。

3「はい」または「いいえ」を選択する。
「はい」： 選択した地域が確定して放送局リストが登録され、プリセット設定の選択画面に戻ります。

「いいえ」：地域選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

受信中の放送局を登録する
現在受信中の放送局をプリセットリストに登録します。

z ヒント
ラジオ放送を受信中にジョグレバーを2秒以上押すとマニュアル登録の画面が表示され、ステップ2から操作を始めることが
できます。

ご注意
• 登録内容は、プリセットリスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。
• この操作は、操作を始める前に受信していたバンドが対象となります。

1「プリセット設定」を選び、「マニュアル登録」にカーソルを合わせてジョグレバーを押
す。

1～12のプリセット番号とそれぞれの登録内容（放送局名または空欄）が表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かして登録したい番号を選択し、ジョグレバーを押す。
選択した番号に登録がある場合は「上書き登録しますか？」と表示され、登録がない場合は「登録しま
すか？」と表示されます。

3「はい」または「いいえ」を選択する。
「はい」： 受信中の放送局が指定した番号に登録され、プリセット設定の選択画面に戻ります。

「いいえ」：番号選択画面に戻ります。もう1度ステップ2の操作を行ってください。

中継局を設定する
現在受信中の放送局の中継局を、リストから選択します。

ご注意
• 登録内容は、プリセットリスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。
• この操作は、操作を始める前に受信していた放送局が対象となります。

1「プリセット設定」を選び、「中継局設定」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
現在受信している放送局の中継局リストが画面に表示されます。中継局リストがない場合は「中継局は
ありません」と表示されます。

2 中継局リストの中から中継局を選択し、ジョグレバーを押す。
中継局が設定され、画面に設定内容が表示されます。

3 ジョグレバーを押す。
プリセット設定の選択画面に戻ります。

放送局を削除する
プリセットリストに登録されている放送局を削除します。

ご注意
この操作は、操作を始める前にプリセットリスト切替で選択されたプリセットリストが対象となり、操作を始める前に受信
していたバンドが対象となります。

1「プリセット設定」を選び、「プリセット削除」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
画面にプリセット番号と登録されている放送局名が表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かして内容を削除するプリセット番号を選択し、ジョグレバーを
押す。
削除するプリセット番号が決定され、画面に「削除しますか？」と表示されます。

3「はい」または「いいえ」を選択する。
「はい」： 登録内容が削除され、プリセット設定の選択画面に戻ります。

「いいえ」：プリセット番号の選択画面に戻ります。もう1度削除したいプリセット番号を選択してくだ
さい。

便利な機能を使う

付属のステレオイヤーレシーバーで聞く
1 付属のステレオイヤーレシーバーをi（ステレオイヤーレシーバー）端子に接続する。

2 設定（5/i）ボタンを2秒以上押し続ける。
音声の出力がスピーカーからステレオイヤーレシーバーに切り換わります。
もう1度設定（5/i）ボタンを2秒以上押し続けると、音声の出力がステレオイヤーレシーバーから
スピーカーに切り換わります。

誤操作を防ぐ －ホールド機能－
ホールドスイッチを矢印の方向にずらすと、画面
に「-」が点灯し、すべてのボタン操作ができな
くなります。不用意に電源が入ったり、受信局が
切り換わるなどの誤操作を防ぐことができます。

ホールド機能を解除する
ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かすと
画面の「-」が消え、ホールド機能が解除されま
す。

画面を消す
ワンセグを受信中に画面を消して、音声のみを出力することで電池の消耗を抑えます。

1 画面/バンドボタンを2秒以上押し続ける。
画面の映像が消えて音声のみが出力されます。
画面を消した後に何かのボタンを押すと、再び映像が映ります。

「字幕1」「字幕2」に設定した場合 「切」に設定した場合

プリセットリストを編集する
プリセットリストに登録されている放送局のプリセット番号を変更したり、放送局を削除したりすること
ができます。

ご注意
変更内容は、プリセットリスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。

プリセット番号を変更する
プリセットリストに登録されている放送局を、別のプリセット番号にコピーします。

1「プリセット設定」から「プリセット編集」を選び、「プリセット番号変更」にカーソルを合
わせてジョグレバーを押す。
画面にプリセット番号と登録されている放送局名が表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かしてコピー元となるプリセット番号を選択し、ジョグレバーを
押す。
コピー元のプリセット番号が決定され、コピー先のプリセット番号を選ぶ画面に変ります。

3 ジョグレバーを上下に動かしてコピー先となるプリセット番号を選択し、ジョグレバーを
押す。
コピー先のプリセット番号が決定されます。

コピー先に登録がある場合は画面に「上書き登録しますか？」と表示され、登録がない場合は画面に
「登録しますか？」と表示されます。

4「はい」または「いいえ」を選択する。
「はい」： 変更内容が登録され、プリセット編集の選択画面に戻ります。

「いいえ」：コピー先を選択する画面に戻ります。もう1度ステップ3の操作を行ってください。

放送局を削除する
プリセットリストに登録されている放送局を削除します。

1「プリセット設定」から「プリセット編集」を選び、「削除」にカーソルを合わせてジョグレ
バーを押す。
画面にプリセット番号と登録されている放送局名が表示されます。

2 ジョグレバーを上下に動かして内容を削除するプリセット番号を選択し、ジョグレバーを
押す。
登録内容を削除するプリセット番号が決定され、画面に「削除しますか？」と表示されます。

3「はい」または「いいえ」を選択する。
「はい」： 登録内容が削除され、プリセット編集の選択画面に戻ります。

「いいえ」：内容を削除するプリセット番号の選択画面に戻ります。もう1度、削除したいプリセット番
号を選択してください。

z ヒント
まちがってプリセットリストの内容を上書きまたは削除してしまった場合は、マニュアル選局で放送局を選局し、マニュア
ル登録することができます。

中継局を設定する
現在受信中の放送局の中継局を検索し、プリセットリストに登録します。

z ヒント
中継局とは、視聴されている地域で同じ内容を放送している局です。

ご注意
• 登録内容は、プリセットリスト切替で現在選択されているプリセットリストに登録されます。
• 中継局はプリセットリストに登録された放送局に対して設定できます。
• マニュアル選局でプリセットリストに登録されていない放送局を受信している場合は、中継局の設定はできません。始め
にプリセットリストに放送局を登録してから、中継局の設定をしてください。

1「プリセット設定」を選び、「中継局設定」にカーソルを合わせてジョグレバーを押す。
「中継局設定を実行しますか？」と表示されます。

2「はい」または「いいえ」を選択する。
「はい」： 現在受信している放送局の中継局を検索し始めます。

ステップ3へ進んでください。
「いいえ」：プリセット設定の選択画面に戻ります。

3 画面に「スキャン中」と表示され数分後に結果を画面に表示します。
受信可能な中継局があった場合：　
画面に「設定終了しました」と表示され、プリセットリストの登録内容が中継局に置き換わり、中継
局の受信を開始します。
ジョグレバーを押すと、プリセット設定の選択画面に戻ります。

受信可能な中継局がなかった場合：　
画面に「中継局は見つかりませんでした」と表示されます。
ジョグレバーを押すと、プリセット設定の選択画面に戻ります。プリセットリストの登録内容は変
更されません。

主な仕様
本体
モニター 低温ポリシリコンTFTカラー液晶パネル2.83インチ QVGA

240 (V) × 320 (H) dot
ワンセグチューナー ワンセグ受信機能
受信 チャンネル／周波数

ＴＶ： 13 ～ 62 ch
ＦＭ： 76 ～ 90 MHz （0.1 MHzステップ）
ＡＭ： 531 ～ 1,710 KHz （9 KHzステップ）

スピーカー 直径14 mm 丸型8 Ω
出力端子 i端子（ステレオミニジャックφ3.5 mm）1個
実用最大出力 約250 mW（JEITA）
電源 充電式電池（内蔵：LSI1375HNP、DC 3.7 V、1,300 mAh、Li-ion）1個
最大外形寸法 約98.3×61×15.1 mm　（幅／高さ／奥行）（JEITA）
質量 約110 g

充電スタンド
電源 DC 5 V
最大外形 約104.8×36.2×36.2 mm　（幅／高さ／奥行）（JEITA）
質量 約33 g

ＡＣパワーアダプター
電源 AC 100 V、50／60 Hz、DC 5 V、700 mA
最大外形 約55×59×22 mm　（幅／高さ／奥行）（JEITA）
質量 約71 g

付属品
• ACパワーアダプター（1）
• 充電スタンド（1）
• スタンド（1）
• ステレオイヤーレシーバー（1）
• ハンドストラップ（1）

• キャリングケース（1）
• 取扱説明書（1）
• 周波数一覧表（1）
• 保証書（1）
• ソニーご相談窓口のご案内（1）


