
FM文字放送対応
TV(1-12ch)/FMステレオラジオ
取扱説明書•保証書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いく
ださい。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

3-861-710-04 (1) 2 FMデータボタンを押す。
番組情報の受信を始めます。

�
　　ライブ受信中　　　　。�

ＦＭデータ  　　　　　８０．０MHz　AM１２：００�

番組情報が表示されます（NHK FMでは「NHKオシラセ」画面が表
示されます）。

　　　　硬派なマンデー�
        AFTERNOON BREEZE

ＴＯＫＹＯ　ＦＭ　ミエルラジオ　バングミジョウホウ�

ＦＭデータ  ライブ　　８０．０MHz　AM１２：００�

FMラジオ放送に戻るには
バンドボタンを押します。メニュー画面が出ているときはFMデータボタ
ンを押しても戻ります。

受信を止めるには
電源ボタンを押して、ラジオを消します。次に電源を入れると、ラジオ
放送の受信になります。

表示が見にくいときは
コントラストを調整します。（「コントラストを変える」参照）。

独立情報などを見るには

1 番組情報受信中、FMデータボタンを押す。
受信のしかたは、「情報を見る」をご覧ください。

１．番組情報�
２．ニュース、ビジネス＆スポーツ�

ＴＯＫＹＯ　ＦＭ　ミエルラジオ　ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵ�

ＦＭデータ  ライブ　　８０．０MHz　AM１２：００�

2 +または–ボタンを押して、見たい情報を選び、決定/ポーズボタンを
押す。

３．天気情報�
４．交通情報�

ＴＯＫＹＯ　ＦＭ　ミエルラジオ　ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵ�

ＦＭデータ  　１　　　                　AM１２：００�

全ページが受信されると、ページ数が反転表示になります。放送局
から送られる「総ページ数のデータ」が受信できていないと、ページ
が「－－」になります。

3 手順2を繰り返して、情報を表示させる。

＜東京＞（今日）�
　　　　はれ　［　］�

ＪＦＮ　　　　　　ミエルラジオ　テンキヨホウ�

ＦＭデータ  Ｐ．１　　８０．０MHz　AM１２：００�

• 約5秒たつと、自動的に次のページが表示されます。
ページ送りの速さは変えることができます（「自動ページ送りの速さを
変える」参照）。

• 受信していない情報があるときは、途中のページが抜けた状態で
表示されます。

• 最後のページになると自動的に最初のページへ戻ります。

他の局の情報を見るには
バンドボタンを押していったんFMラジオ放送に戻ってから放送局を選び
直し、FMデータボタンを押して、FM文字放送を受信します。

表示のしかたを変えるには
• ページ送りを一時停止したり、手動でページをめくることができます。
• 情報を一度に4行表示させたり、違う情報を2行ずつ表示させたりでき
ます。

乾電池の状態 残量表示

乾電池が充分にあるとき ı

乾電池が残りわずかで、新しい乾電池を準備する n
必要があるとき
交換は、必ず電源を切ってから、約20秒以内に行なってください。
また、交換中は、各ボタンを押さないでください。マイメモリー機能で
記憶させた放送局や保存したFM放送の内容が消えてしまいます。このと
きは、もう一度記憶させてください。重要なデータは控えをとっておく
ことをおすすめします。

パワーオートオフ機能について
ラジオの電源の消し忘れによる乾電池のむだな消耗を防ぐため、設定し
た時間 (60,90,120分) が経つと自動的に電源が切れるようになっていま
す。お買い上げ時は90分に設定されています。
設定時間の変更、機能の解除のしかたについては「パワーオートオフの設
定を変える」をご覧ください。

時計を合わせる
時刻情報サービスを行なっているFM文字放送を受信して時刻を合わせる
自動時刻合わせと、自分で時刻を合わせる手動時刻合わせの2通りの時計
の合わせかたがあります。

自動で時刻を合わせるには
1 電源ボタンを押して電源を入れる。

2 機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

１．基本設定�
２．マイメモリー設定�
３．選局モード設定�
４．ステレオ／モノラル設定�

3 +または–ボタンで「基本設定」を選び、決定/ポーズボタンを押す。

１．現在年月日時刻合わせ�
２．エリア選択�
３．サテライト周波数選択�
４．コントラスト調整�

4 +または–ボタンで「現在年月日時刻合わせ」を選び、決定/ポーズボ
タンを押す。
「自動時刻合わせに設定しますか？」と表示されます。

5 +または–ボタンで「はい」を選び、決定/ポーズボタンを押す。
設定メニューが消えます。

6 FM文字放送をしている放送局を受信する。
受信のしかたは「ラジオを聞く」を、受信する放送局は別紙の「放送
局一覧」をご覧ください。
時刻情報サービスを行なっている局を受信すると、どの番組を見て
いても時刻情報を受信し、自動で時刻が合います。

Mご注意
• FM文字放送を受信できない地域や、時刻情報サービスを行なっていな
い局（例：NHK FM、1997年12月現在）を受信している場合は、自動
時刻合わせはできません。

手動で時刻を合わせるには
1 電源ボタンを押して電源を入れる。

2 機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

3 +または–ボタンで「基本設定」を選び、決定/ポーズボタンを押す。
基本設定メニューが表示されます。

いつも聞く放送局を記憶させて聞く
―マイメモリー選局
いつも聞く放送局をTV、FM各7局まで記憶させることができます。

記憶させるには

1 記憶させる放送局を受信する。

2 機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

3 +または–ボタンで「マイメモリー設定」を選び、決定／ポーズボタ
ンを押す。

１．マイメモリー登録
２．マイメモリー削除

4 +または–ボタンで「マイメモリー登録」を選び、決定/ポーズボタン
を押す。
選んでいるプリセット番号に登録されている周波数が表示されます。

プリセットを選んでください�
   １　２　３　４　５　６　７�
　　　　FM８１．３MHz

5 +または–ボタンで記憶させたいプリセット番号（1～7）を選び、決
定／ポーズボタンを押す。
放送局が記憶されて、表示窓に設定画面が表示されます。

プリセット５に�
　　　　FM８０．０MHz�
　　　　　　を書き込みますか？�
  　　　はい  　　いいえ�

6 「はい」を選んで、決定／ポーズボタンを押す。
「選局モード設定」画面が表示されます。

　　［選局モード設定�］�
�
    エリア　　マイ     マニュアル�

7 +または–ボタンで「マイ」を選び、決定/ポーズボタンを押す。

記憶させた放送局を聞くには

1 機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

2 +または–ボタンを押して「選局モード設定」を選び、決定/ポーズボ
タンを押す。

3 +または–ボタンで「マイ」を選び、決定/ポーズボタンを押す。
放送局が登録されていないときは「登録されていません」と表示され
ます。

4 +または–ボタンを押して聞きたい放送局を選ぶ。
放送局が記憶されていないプリセット番号は表示されません。

•スーパーエリアコール選局するには、「選局モード設定」画面で「エリ
ア」を選びます。

記憶させた放送局を消すには

1 「マイメモリー設定」画面で「マイメモリー削除」を選び、決定／
ポーズボタンを押す。

プリセットを選んでください�
   １　２　３　４　５　６　７�
　　　　FM８１．３MHz
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主な特長
• JFNやJFL、NHKなどのFM系列局で実施されるFM文字放送を見るこ
とができます。

• FM文字放送の画面を、2行表示と4行表示に切り換えられます。
• FM文字放送の情報を自動的に受信して、保存することができます。
― 予約保存機能

•保存した情報を「サブメニュータイトル別」または「日付別」に呼び出
すことができます。―ページ保存機能

•全国の主要な放送局があらかじめ記憶されているので、簡単に選局で
きます。―スーパーエリアコール機能*

• TV、FMの放送局を記憶させることができます。―マイメモリー機能
•本体液晶画面で各種の設定をすることができます。
•暗いところでも液晶表示窓が見やすいELバックライトがついています。

* 全国を15地域（新幹線も含む）に分け、TV、FMの主要な放送局だけでな
く、サテライト局もあらかじめ記憶されています。

乾電池を入れる

はじめて電池を入れたときは、時計が合っていませんので、合わせてく
ださい。（「時計を合わせる」参照）。

乾電池の持続時間（JEITA＊）　　　　　　　　　　　　　(単位：約　時間)

TV FM FM文字

ソニー単4形 (LR03)アルカリ乾電池 12 14   6
乾電池は持続時間の長いアルカリ乾電池をご使用ください。
＊JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。実際の電池持続時
間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります。

乾電池の交換時期
電源が入っている間は表示窓に乾電池の残量が表示されますので、交換
時期の目安にしてください。電源ボタンを押しても電源が入らないとき
は乾電池が消耗していますので新しい乾電池と交換してください。

単４形１本
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電源

ライト
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番組情報のとき表示
されます。

選んだ情報の総ペー
ジ数

ページ

FM文字放送データを
受信中、点灯します。

FM文字放送データを
受信中、動きます。

表示窓に「マイメモリー
設定」画面が表示されま
す。

2 削除したいプリセット番号を選んで、決定／ポーズボタンを押す。

プリセット５の�
　　　　FM８１．３MHz�
　　　　　　　を削除しますか？�
  　　　はい  　　いいえ�

3 +または–ボタンで「はい」を選び、決定／ポーズボタンを押す。
マイメモリー選局で受信中のプリセットを削除したときはマニュア
ル選局になります。

zFM文字放送を見る

情報を見る
FM文字放送では次の3種類の情報を見ることができます。
番組情報：FMラジオ番組と連動した、今流れている曲のタイトルやアー

ティスト名、リクエストの宛先などの情報。
独立情報：ラジオ番組とは関係なく、いつでも見られるニュース、天

気、交通などの情報。
緊急情報*：放送局が「緊急情報番組」を放送したときのみ表示される情

報。

各情報を見るには、以下のボタンを操作します。[　] はボタン名です。

FM放送局を受信�

番組情報(ライブ）　     独立情報　        緊急情報*
ニュース、�
天気情報、交通情報�
ヒットチャートなど�

［メニュー］　　［メニュー］�

［決定］　     　［決定］　［メニュー］�

［FMデータ］�

　FM文字放送�

オンエア情報など�

       

〈メニュー〉 1 番組情報�
                        2 ニュース�
                        3 天気情報�
                        4 交通情報�

ラジオ放送�

［バンド］�        

（例）�

［バンド］�

［戻る］�

• FM文字放送を受信中にバンドボタンを押すと、どの番組を見ていても
FMラジオ放送に戻ります。

* 緊急情報は、FM文字放送受信中に緊急情報が流されたときに自動的に
表示されます。

FM文字放送受信時のご注意
うまく受信できないことがあります
FM文字放送は、受信方式の違いなどにより、音声が受信できても文字情報
は受信できないことがあります。建物の中や地下など、電波の弱いところ
では、受信できなかったり、すべてのデータを受信するのに時間がかかっ
たりします。
また、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の
で、最も受信状態の良くなる方向へ伸ばしてお使いください。

番組情報（ライブ）を見るには

1 FM文字放送をしている放送局を受信する。
受信する放送局は別紙の「放送局一覧」を、受信のしかたは「ラジオ
を聞く」をご覧ください。

 　関東１  PRESET  ４�
　　ＴＯＫＹＯ　ＦＭ�
   　　　　FM　８０．０MHz

AM１２：００�

登録されている最も小
さいプリセット番号が
表示されます。

サテライト局がある場合、

「 」が表示されます。

表示窓にサテライト局の
「周波数一覧」画面が表
示されます。

表示窓に「選局モード設
定」画面が表示されま
す。

Sony Corporation © 1998    Printed in Japan

この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機
化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。
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放送局が聞きづらいときは
―サテライト*周波数選択
スーパーエリアコール選局しても放送局が受信できないときや、移動中
に聞いている放送局の受信状態が悪くなった場合は、同じ放送局の受信
状態のより良いサテライト局を選んで聞くことができます。

*  サテライト局とは、お聞きになっている地域で同じ内容を放送してい
る局です。地域によっては、一部放送内容が異なる場合があります。

 　関東１  PRESET  ６�
　　ＮＨＫ　ＦＭ�
   　　　　FM　８２．５MHz

AM１２：００�

1 表示窓に「 」のあることを確認して、機能ボタンを押して機能メ
ニューを表示させる。

2 +または–ボタンで「基本設定」を選び、決定/ポーズボタンを押し、
基本設定メニューを表示させる。

3 +または–ボタンで「サテライト周波数選択」を選び、決定/ポーズボ
タンを押す。

  　　　［周波数一覧］
  82.5　80.7　81.9　83.5　83.7
  83.9　85.1

4 +または–ボタンで希望の周波数を選び、決定/ポーズボタンを押す。
プリセット番号に選んだ周波数が記憶されます。

•エリアを変更した場合は、サテライト局の設定は初期設定に戻ります。

電源を切るには
電源ボタンを押します。時刻表示も消えます。

受信状態を良くするには
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。コード

を伸ばしてお使いください。

電波が弱く、雑音が気になるときは
機能メニューから「ステレオ／モノラル設定」を選び、設定を「モノラル」に
してください。ステレオではなくなりますが、聞きやすくなります。

スーパーエリアコールにない放送局を
聞く―マニュアル選局

1 付属のステレオイヤーレシーバーをつなぐ。

2 電源ボタンを押して、電源を入れる。

3 機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

4 +または–ボタンで「選局モード設定」を選び、決定／ポーズボタン
を押す。

　　［選局モード設定�］�
�
    エリア　　マイ     マニュアル�

5 +または–ボタンで「マニュアル」を選び、決定/ポーズボタンを押
す。

6 バンドボタンを押してTVまたはFMを選ぶ。

7 +または–ボタンを繰り返し押して、聞きたい放送局を選ぶ。
+ボタンを押すと数字が進み、–ボタンで戻ります。ボタンを押し続
けると早く進みます。

4 +または–ボタンで「現在年月日時刻合わせ」を選び、決定/ポーズボ
タンを押す。
「自動時刻合わせに設定しますか？」と表示されます。

5 +または–ボタンで「いいえ」を選び、決定/ポーズボタンを押す。

　　［現在年月日合わせ］�
�
１９９８年　1月　１日（木）�

6 +または–ボタンで年を合わせて、決定/ポーズボタンを押す。

7 手順6を繰り返して月、日、時、分を合わせる。
曜日は自動で設定されます。
分まで合わせて決定/ポーズボタンを押すと、時計が動き始めます。

Mご注意
• AMは午前、PMは午後です。

AM12:00 ＝ 真夜中　PM12:00 ＝ 正午
•時計表示は電源が切れている間は表示されません。表示させるにはラ
イト／時計ボタンを押します。約５秒間、点灯します。

zラジオを聞く

地域を設定して選局する
―スーパーエリアコール選局
全国の主な放送局とそのサテライト局、および東海道、山陽新幹線の放
送の周波数があらかじめ記憶されていますので、ラジオをお使いの地域
でもっとも受信状態の良い放送局を簡単に選局できます。
地域区分については、別紙の放送局一覧をご覧ください。

1 付属のステレオイヤーレシーバーをつなぐ。

2 電源ボタンを押して、電源を入れる。

3 機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

4 +または–ボタンで「基本設定」を選び、決定/ポーズボタンを押し、
基本設定メニューを表示させる。

5 +または–ボタンで「エリア選択」を選び、決定/ポーズボタンを押す。

 　　［エリア選択］�
  関東１　　�
 　　�
 千葉　　埼玉　　東京�
 神奈川　　�

6 +または–ボタンで地域名 (または新幹線) を選び、決定/ポーズボタ
ンを押す。

　　［選局モード設定�］�
�
    エリア　　マイ     マニュアル�

7 +または–ボタンで「エリア」を選び、決定/ポーズボタンを押す。
FM局のプリセット１を表示します。

8 バンドボタンを押してTVまたはFMを選ぶ。
　
9 +または–ボタンを押して、聞きたい放送局を選ぶ。

記憶されている放送局は別紙の「放送局一覧」をご覧ください。

10 音量つまみで音量を調節する。

時刻合わせの設定画面が
表示されます。

表示窓に「エリア選択」
画面が表示されます。

選局モード画面が表示
されます。

2

表示窓に「基本設定メ
ニュー」画面が表示され
ます。

FM文字放送ラジオ

SRF-DR11

保証書：T10-1001A-1が入ります



ページ送りを一時停止するには
決定/ポーズボタンを押します。

＜東京＞（明日）�
　　晴のち曇り［　　　］�

ＪＦＮ　　　　　　ミエルラジオ　テンキヨホウ�

ＦＭデータ  Ｐ．１　　８０．０MHz　AM１２：００�

解除するには、もう一度決定/ポーズボタンを押します。

手動でページ送りをするには
+ (送り) または– (戻し) ボタンを押します。
この場合、ページ送りは一時停止します。
自動ページ送りに戻すには、決定/ポーズボタンを押します。

4行表示にするには
1 機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

2 +または–ボタンで「2行／4行表示」を選び、決定/ポーズボタンを
押す。

１．２行／４行切り替え
２．４行表示内容設定
�

3 +または–ボタンで「2行／4行切り替え」を選び、決定/ポーズボタ
ンを押す。

　　［２行／４行切り替え］

 　２行表示　　　４行表示�

4 +または–ボタンで「4行表示」を選び、決定/ポーズボタンを押す。

＜東京＞（今日）�
　　　　はれ　［　］�
＜東京＞（明日）�
　　晴のち曇り［　　　］�

違う情報を同時に見るには
同じ局の番組情報と、お好みの独立情報を同時に表示できます。

1　4行表示にする。

2 機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

3 +または–ボタンで「2行／4行表示」を選び、決定/ポーズボタンを
押す。

4　+または–ボタンで「4行表示内容設定」を選び、決定/ポーズボタン
を押す。

　　［４行表示内容設定］�
１．同じ番組の情報�
２．番組情報  ＋  選択番組�

5　+または–ボタンで「番組情報＋選択番組」を選び、決定/ポーズボタ
ンを押す。

　　　　 硬派なマンデー�
         AFTERNOON BREEZE
＜東京＞（明日）�
　　晴のち曇り［　　　］�

下の2行表示で見たい情報を選んでください。

Mご注意
• 上2行の番組情報を変えることはできません。
• 「FMデータ」表示やページ数、時計などは表示されません。

2　+または–ボタンで見やすい位置にコントラストを調整し、決定／
ポーズボタンを押す。

パワーオートオフの設定を変える
パワーオートオフの時間を設定（60分・90分・120分）または解除する
ことができます。

1　基本設定メニューから「パワーオートオフ機能設定」を選び、設定画
面を表示させる。

2　+または–ボタンで希望の時間、または解除を選んで決定／ポーズボ
タンを押す。

ビープ音を消す
ビープ音（操作したときに鳴る確認音）を鳴らないようにすることができ
ます。

1　基本設定メニューから「ビープ音設定」を選び、設定画面を表示させ
る。

2　+または–ボタンで「オフ」を選び、決定／ポーズボタンを押す。
再び確認音を鳴らすには「オン」を選ぶ。

自動ページ送りの速さを変える
独立情報の自動ページ送りの速さを3段階に設定することができます。

1　基本設定メニューから「自動ページ送り速度設定」画面を表示させ
る。

2　+または–ボタンで「遅い」、「普通」または「速い」を選び、決定/ポー
ズボタンを押す。
自動でページ送りする時間:　遅い:約7秒　普通:約5秒　速い:約3秒

zその他

誤操作を防ぐ―ホールド機能
本体裏面のホールドスイッチを”の方向にずらします。表示窓に「H」
が点灯し、すべてのボタン操作を受けつけなくなります。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。

表示窓の照明をつける
ライト／時計ボタンを押します。音声放送受信中は約５秒間、文字放送
受信中は最後のキー操作から約20秒間経過するまで、照明が点灯しま
す。もう一度ライト／時計ボタンを押すと照明は消えます。

電源が切れているときに
ライト／時計ボタンを押すと、表示窓が照明され、時刻が数秒間表示さ
れます。
ホールド機能が働いているときは、表示窓に「H」が数秒間点灯しま
す。

使用上のご注意
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。
ー温度が非常に高い所 (40℃以上) や低い所 (0℃以下)。
ー直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
ー風呂場など湿気の多い所。
ー窓を閉めきった自動車内 (特に夏季)。ほこりの多い所。

•ラジオ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。

•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テクニカルインフォメーションセン
ター、お客様ご相談センターに相談してください。

イヤーレシーバー（両耳用）で聞くときのご注意
イヤーレシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。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、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。

FM文字放送について
•本機は日本国内用です。海外では放送方式が異なりますので、文字放
送を受信することができません。

•本機はVICS (交通情報サービス) には対応していません。
• FM文字放送の内容について、当社では責任を負いかねますので、ご了
承ください。

•情報の内容について、個人として楽しむなどのほかは、権利者に無断
で使用できません。

•番組内容はFM局により異なります。

故障とお考えになる前に
修理にお出しになる前に、次のことをお調べください。

雑音が多く、音が悪い。　
m乾電池が消耗している。
m電波が弱い。
建物や乗り物の中では電波が弱いので、なるべく窓際でお聞きくだ
さい。

聞きたい放送局が受信できない。
m正しいプリセット番号を選択していない。
m間違ったエリアを選択した。
基本設定メニューからエリア選択を選び、現在ラジオを使っている
エリアを選んでください。エリアによって記憶されている放送局は
異なります。

表示窓の文字が薄く見にくい。
mコントラストを調節してください。
m極端に暑い所や寒い所、湿気が多い所で使っている。

マイメモリー選局できない。　
m選局モード設定を「マイ」にしてください。
mもう一度、マイメモリー選局を設定してください。

FM文字放送が受信できない。
m受信状態が悪い。
受信状態の悪いところでは文字放送が受信できません。

mFM文字放送対応でない放送を受信している。
ボタンを押しても動作しない。　
mホールド機能が働いている。
m本機裏面のリセットボタンを、先の細いもので押してください。
ただし、記憶させた放送局や保存したFM文字放送の内容はすべて消
え、お買い上げ時の設定になります。

ラジオの電源が突然切れた。
m乾電池が消耗している。
mパワーオートオフ機能が働いた。
パワーオートオフ機能の設定を確認してください。

万一故障した場合は、内部をあけずに、テクニカルインフォメーション
センター、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談くださ
い。

主な仕様
受信周波数: TV: 1 ch～12 ch   FM: 76～108 MHz
FM文字方式:

DARC方式　レベル１
表示素子：FSTN型LCD16864ドット（縦68X横248）
表示文字：漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号

8　+または–ボタンで「はい」を選び、決定/ポーズボタンを押す。
表示窓に「予約」マークが点灯します。

予約した時刻になると、自動的に電源が入り、予約した局を受信し
情報を保存します。他の放送を受信中には、予約した局の受信に切
り換わります。予約保存中は「予約」マークが点滅します。
選択した番組の情報をすべて保存した時点で終了し、電源が切れま
す。
－番組情報の場合、50ページ保存したとき。
－独立番組の場合、予約時刻の時点での全情報を保存したとき。

Mご注意
• 受信状態が悪いと、番組の情報が取れず、30分以上経過すると予約保
存は終了します。受信できるようにステレオイヤーレシーバーのコー
ドを伸ばしてください。

• 予約保存のメモリーはFM文字放送を見るためのメモリーと兼用してい
ます。そのため、予約保存された情報を残したままFM文字放送を見て
いると、メモリーが不足し、一部のページを見られなくなることがあ
ります。予約保存した情報は、見終わったら必要なもののみページ保
存し、あとは消去してください。

• 予約メニューの中で操作しているときは、予約保存は行なわれませ
ん。

予約の確認をするには
「番組を選んで予約するには」の手順３の予約メニューから、「予約の確
認」を選びます。

予約を取り消すには
予約メニューから「予約入り/切り」を選び、「いいえ」を選びます。

予約保存中に保存を中止するには
電源ボタンを押して電源を切るか、バンドボタンかFMデータボタンを押
して、「予約保存を終了しますか？」の画面で「はい」を選びます。

次の日も同じ時刻に保存が始まります
保存したくないときは、予約を取り消すか、予約メニューから「予約繰り
返し設定」を選び、「オフ」を選びます。

予約保存した情報を見るには
予約メニューから「予約保存ページ呼出し」を選びます。

見終わったら、機能ボタンを押してから次の操作をしてください。

Mご注意
自動ページ送りおよび2行/4行表示切り換えはできません。

予約保存した情報をページ保存するには
「予約保存ページ呼出し」をしたあと、ページ保存します（「情報をページ
単位で保存する」参照）。

予約保存した情報を消去するには
予約メニューから「予約保存全ページ消去」を選び、「はい」を選びま
す。

設定を変える
基本設定メニューでさまざまな設定を変えることができます。機能ボタ
ンを押して機能メニューを表示させ、「基本設定」を選んで決定／ポーズ
ボタンを押し、基本設定メニューを表示させてください。

コントラストを変える
表示窓のコントラストを調整することができます。

1　基本設定メニューから「コントラスト調整」を選び、設定画面を表示
させる。

出力端子: 2端子 (∅3.5 mm ステレオミニジャック) 16 Ω 1個
実用最大出力: 3 mW＋3 mW（JEITA＊）
電源: DC 1.5 V、単4形乾電池1本
パワーオートオフ機能: 約60分、90分、120分、解除の４段階
最大外形寸法: 約 88 x 50 x 16.5mm (幅/高さ/厚さ) (JEITA)
質量: 約 70 g（乾電池含む）

＊JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

付属品
ステレオイヤーレシーバー（1）、ソニー単4形アルカリ乾電池（1）、取扱説
明書・保証書 （1）、放送局一覧（1）、ソニーご相談窓口のご案内 （1）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
が、ご了承ください。

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
調子が悪いときは 　この説明書をもう一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 　テクニカルインフォメーションセンター、
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近く
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。

サービス依頼について
修理のためにラジオをお預けになると、修理内容により、マイメモリー
機能で記憶させた放送局や保存した文字放送の内容が消えてしまう場合
があります。重要なデータは控えをとっておくことをおすすめします。

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、テクニカルインフォメー
ションセンター、お買い上げ店、またはサービス窓口にご相談くださ
い。

上2行に番組情報、
下2行に選択番組が表
示されます。

2 +または–ボタンで項目を選び、決定/ポーズボタンを押す。

このページ：呼び出したページのみ消す。
このメニュー／この日付：呼び出しているサブメニューまたは日付

別に消す。
いいえ：消さない。

全ページを一度に消すには

1 機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

2 +または–ボタンで「ページ保存全消去」を選ぶ。

3 「はい」を選ぶ。

番組を予約して保存する―予約保存
予約した時刻になるとFM文字放送を自動的に受信して保存します。
保存した情報は、次に予約保存をすると消えます。必要があればページ
保存してください。

1　予約保存したいFM文字放送を受信する。

2　機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

3　＋または–ボタンで「予約保存」を選び、決定/ポーズボタンを押す。

１．予約入り／切り�
２．予約の設定�
３．予約の確認�
４．予約保存ページ呼出し�

4　＋または–ボタンで「予約の設定」を選び、決定/ポーズボタンを押
す。

  　　［予約時刻設定］�
�
　　　ＰＭ　７：３０�

5 ＋または－ボタンで予約したい時間を合わせ、決定/ポーズボタンを
押す。
同様に分も合わせて決定/ポーズボタンを押すと、予約番組設定画面
が表示されます。

０．予約番組選択を終わる�
１．番組情報�
２．ニュース、ビジネス＆スポーツ�
３．天気予報�

6　＋または–ボタンで予約したい番組のタイトルを選び、決定/ポーズ
ボタンを押す。

０．予約番組選択を終わる�
１．番組情報�
２．ニュース、ビジネス＆スポーツ�
３．天気予報�

全部で6つまで予約できます。予約を解除するには、もう一度タイト
ルを選んで決定/ポーズボタンを押し、「◎」を消します。

7　+または–ボタンで「予約番組選択を終わる」を選び、決定/ポーズボ
タンを押す。

  　　予約を行いますか？�
�
  　　　はい  　　いいえ�

一時停止時、点滅しま
す。

うまく受信できないときは
• 受信状態が良くないときは、「FMデータ」表示が消え、「 」の動き
が止まるか、出なくなります。この場合はイヤーレシーバーのコード
を伸ばして向きを変えたり、本体の位置を調節してください。

　

  　　８０．０MHz　AM１２：００�
�
　　ライブ受信中　　　　。�

• 受信状態が悪い場合や、その放送局がFM文字放送を行なっていない場
合は、約１分後に「受信できません」と表示されます。

　

�
  　　　受信できません�

  　　８０．０MHz　AM１２：００�

番組情報について
番組情報は、放送局側の音声とのタイミングで、その都度新しい情報に変
わりますが、本機は最新のものから最大10ページを常に保存しているの
で、 – (戻し) ボタンを押して、さかのぼって見ることができます。

独立情報について
• メニュー画面には、選択されている情報の総ページ数が表示されます。
全ページが受信されると、ページ数が反転表示になります。

１．首都圏の天気�
２．お天気情報局�

ＴＯＫＹＯ　ＦＭ　ミエルラジオ　ウェザー・チャンネル�

ＦＭデータ  　１８　　８０．０MHz　AM１２：００�

• 情報を表示しているときは、何ページ目かが表示されます。

　 ＜東京＞　雨の確率�
　今夜　０％　深夜　１０％�

ＪＦＮ　　　　　　ミエルラジオ　テンキヨホウ�

ＦＭデータ  Ｐ．３　　８０．０MHz　AM１２：００�

• 独立情報は、ある時間がたつと、自動的に新しい情報に変わり、「デー
タが更新されました」と表示されます。この表示が出る直前は情報が
混在することがあります。

• うまく受信できずに、情報の全ページが一度にはそろわないことがあ
ります。その時は、受信できたページだけが表示されます。

緊急情報について
FM文字放送を受信中、放送局から緊急情報が流れると、自動的に緊急情
報番組画面が表示されます。

緊急情報番組を受信しますか？�
�
  　　　はい  　　いいえ�

+または–ボタンで「はい」を選び、決定/ポーズボタンを押すと、緊急情
報番組が表示されます。
もとの情報に戻るには、FMデータボタンを押しメニュー画面に戻って、
選び直してください。

Mご注意
いったんメニュー画面に戻ると、次の緊急情報が送られてこない限り、
ふたたび緊急情報を表示させることはできません。必要があれば、保存
してからメニュー画面に戻ってください。

情報をページ単位で保存する
―ページ保存
大事な情報を保存しておいて、あとで見ることができます。ページ単位
で最大時100*ページまで、番組情報、独立情報、緊急情報のいずれも保
存できます。

* 情報の内容量によっては、100ページまで保存できないことがあります。

保存するには

1 保存したいFM文字放送を受信する。

2 保存画面が表示されるまで決定／ポーズボタンを押す。
2行表示の場合

  このページを保存しますか？�
　　1997年　　10月 1日（水）�
  　　　はい  　　いいえ�

4行表示の場合

  このページを保存しますか？�
　　1997年　　10月 1日（水）�
  上  　下  　上下両方  　いいえ�

上：上の2行を保存します。
下：下の2行を保存します。
上下両方：上下4行を、2ページとして保存します。

3 +または–ボタンで「はい」または「上」、「下」、「上下両方」を選び、
決定/ポーズボタンを押す。

Mご注意
• 古い情報から順にページメモリー番号がつけられます。自分で指定す
ることはできません。

• メモリーがいっぱいのときは、「メモリーがいっぱいです」と表示
されます。必要のない情報を消してから、保存してください。

• 4行表示、上下両方を保存すると、2行表示2ページで保存されます。
呼び出して見るときは2行表示になります。

保存した情報を呼び出すには

1 機能ボタンを押して機能メニューを表示させる。

2 +または–ボタンで「ページ保存呼出し／消去」を選び、決定/ポーズ
ボタンを押す。

 　　［呼出しメニュー］�
１．サブメニュータイトル別�
２．日付別�

3 +または–ボタンで「サブメニュータイトル別」か「日付別」を選び、
決定/ポーズボタンを押す。

［サブメニュータイトル一覧］�
１．ニュース、ビジネス＆スポーツ�
２．番組情報�

�
7�
62

　　　　［日付一覧］�
１．1998年 1月  1日（木）�
２．1998年 1月  2日（金）�
３．1998年 1月  3日（土）�

�
7�
20�
42

4 +または–ボタンで自分の見たい情報を選ぶ。

Mご注意
保存ページがないときは、「保存されていません」と表示されます。

もとの画面に戻るには
機能ボタンを押します。

保存した情報を消すには

1 消したい情報を呼び出す。

データが受信できると番
組情報が表示されます。

ページ

総ページ数

保存されている
ページ数

  　　　消去しますか？�
�
このページ  このメニュー  いいえ�

  　全ページ消去しますか？�
�
  　　　はい  　　いいえ�

�
�
7�
20

  　　［予約保存メニュー］�
  　　1998年 1月  1日（木）�
１．番組情報�
２．天気予報�

予約メニューが表示され
ます。

予約設定された番組に
「◎」が付きます。

保存できたページ数

ご案内
ソニーではお客様技術相談窓口として「テクニカルインフォメーションセンター」を
開設しています。お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるとき
のご相談は下記までお問合せください。

テクニカルインフォメーションセンター
電話:048-794-5194

受付時間:月～金　午前９時から午後６時まで（祝日、年末年始、弊社休日を除く）
ご相談になるときは次のことをお知らせください。

•型名

•ご相談内容:できるだけ詳しく

•お買い上げ年月日


