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RF-NA030A

FM-AM 2 バンドレシーバー保証書
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取扱説明書
Operating Instructions
FM-AM 2 バンドレシーバー
FM-AM 2-Band Receiver

品番　RF-NA030A

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社　ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1 番 15号
C Panasonic Corporation 2010

付属品
単4 形乾電池 (1 本 )
ステレオインサイドホン ( 品番 LOBAB0000172)※
※ 品番は2010年10月現在のものです。品番は変更されることがあります。
≥小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

仕様
受信周波数：

電池持続時間 :

≥電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
≥この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

便利な使いかた
ハンドストラップ取り付け孔
ハンドストラップ（市販）を取り付けると持ち運びに便利です。

電源の準備

 

■ 電池ふたがはずれたら
本体の溝に、ふたの凸部をはめ込む。

■ 電池の交換時期は
音がひずんだり、小さくなったときは電
池が消耗しています。
新しい乾電池と交換してください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセン
ス」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧くださ
い。
http://club.panasonic.jp/mall/sense/
携帯電話からもお買い求めいただけます。
http://p-mp.jp/cpm

FM AM
76.0 ～ 108.0 MHz 525 ～ 1629 kHz

使用電池 FM AM
パナソニックマンガン単4形乾電池R03 約 28 時間 約 43 時間
パナソニックアルカリ単4形乾電池LR03 約 50 時間 約 78 時間

実用最大出力 ： 2.5 mW i 2.5 mW（JEITA）
出力端子 ： インサイドホン　16 Ω　‡3.5 ㎜ ステレオミニプラグ
電源 ： DC 1.5 V（単 4 形乾電池 a1 本使用）
最大外形寸法 ： 39.7 ㎜（W）a 80.0 ㎜（H）a 15.9 ㎜（D）（JEITA）
本体寸法 ： 38.0 ㎜（W）a 78.0 ㎜（H）a 14.7 ㎜（D）
質量 ：約40 g（乾電池含む）

：約30 g（乾電池含まず）

電池を入れる

クリップ
ポケットなどに入れて使うとき、クリッ
プでとめておくと、本機を固定すること
ができます。（誤操作や落下を防ぎます。）





単4 形乾電池
1 本（付属）
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長い方を
右耳に

インサイドホンを接続する

プラグタイプ：‡ 3.5 mm ステレオミニプラグ

グッと
奥まで！

右
（R）

左
（L）

電源を入れる

AM、FM（ステレオ）
を選ぶ

Ë

音量を調節
するには

使用後は
電源を切る

本機の向きを調整する
内蔵のフェライトアンテナが
働きます。

インサイドホンコードを
長く伸ばして使う
インサイドホンコードが
アンテナとして働きます。

FMステレオ放送で雑音
が多いときは [FMモノ ]
にしてみてください。モ
ノラル音声になりますが、
雑音が減って聞きやすく
なります。

シャッターを
後ろにまわす

選局する

シャッターを
元の位置に戻す
つまみが誤って
動くのを防ぎます。

XBS ：迫力ある重低音
で聞く

ノーマル：通常の音質
で聞く

［ノイズクリアー］
にあわせる
高音域が減って雑
音が少なくなり、
聞き取りやすくな
ります。

FM放送

AM放送

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにあり
がとうございます。
≥取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
≥ご使用前に「安全上のご注意」(7～ 8ページ )を必ずお読みくださ
い。

≥保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説
明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

1. 電池ふたを開ける

2. 電池をマイナス側に
押して入れ、ふたを
閉める

電池はマンガン乾電池、
またはアルカリ乾電池を
お使いください。

≥建物や乗り物の中では電波が弱まり、聞こえ
にくくなることがあります。できるだけ窓際
でお聞きください。

≥携帯電話と本機を近付けると雑音の原因とな
りますので、離してお使いください。

≥ジャリッ！という音が聞こえたら、プラグの
汚れを拭ってください。

 

≥本機を他のラジオやテレビなどの電気機器の
近くで使用すると、互いに干渉しあって雑音
が入ることがあります。

≥本機を0 ℃前後から暖かい場所へ急に移した
とき、正常に動作しないことがあります。こ
れは、本機の動作部に露が発生したためで、
約60 分で正常に戻ります。

ご参考

■本機が汚れたら
乾いた柔らかい布でふいてください。
≥汚れがひどいときは、水にひたした布をよく
絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾い
た布でふいてください。

≥ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤
などの溶剤または化学ぞうきんは、外装ケー
スが変質したり、塗装がはげるおそれがあり
ますので使用しないでください。

道路交通情報サービスを実施している場所で、
AMの1620 kHz または 1629 kHz を選局
してください。

－このマークがある場合は－

Operating
Instructions
First, insert the battery and connect the 
earphones.
1. Turn on the power.
2. Select the band.
3. Open the shutter, turn the dial to select a 

station, and close the shutter.
4. Adjust the volume.
For better reception

お願い

お知らせ

お手入れ

道路交通情報を聞くには

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する
情報

このシンボルマークはEU域内で
のみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄り
の市町村窓口、または販売店で、
正しい廃棄方法をお問い合わせく
ださい。

AM: Turn the unit to find the direction 
with best reception.

FM: The earphone cord is also the FM 
antenna so extend it as far as 
possible.

To boost the bass: Set [音質 ] to [XBS].
To reduce noise: Set [音質 ] to [ノイズクリ

アー ].

until 
2010/11/8

3A81F44M40000
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保証とアフターサービス                             
修理・使いかた・お手入れなどは…
■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼ お買い上げの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは…
この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、電池を取り出して、
お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていた
だきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間 ： お買い上げ日から本体 1 年間

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させ
ていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

 

当社は、このFM-AM 2バンドレシーバーの補修用性能部品（製品の機
能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

● 修理に関するご相談は…

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

※ ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数
分で切れる場合があります。

販売店名
電　話 （　　　　　）　　　　　　ー
お買い上げ日 年　　　月　　　日

● 製品名 FM-AM 2 バンドレシーバー

● 品　番 RF-NA030A

● 故障の状況 できるだけ具体的に

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 6年

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは
ホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】
パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、
お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利
用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談
内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのため
に発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個
人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除
き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ
は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

安全上のご注意                                 
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこ
とを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分
して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生
するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は
図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告
■ 分解・改造しない

≥機器が故障したり、金属物が入ると、やけど
や火災の原因になります。

≥点検や修理は、販売店へご依頼ください。

■ 自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない
≥周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因に
なります。

≥歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の
交通に十分注意してください。

■ 電池は正しく取り扱う
≥+と-は正しく入れる
≥長期間使用しないときは、取り出しておく

■ 電池は誤った使い方をしない
≥指定以外の電池を使わない
≥乾電池は充電しない
≥加熱、分解したり、水、火の中に入れたりしない
≥ネックレスなどの金属物といっしょにしない
≥被覆のはがれた電池は使わない

≥取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因に
なります。

≥万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
≥液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
■ 単4形電池は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

≥万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

故障防止のために、以下のことは避けてください。
≥強い衝撃や落下
≥風呂場など湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用
≥雨にぬらす

分解禁止

注意
■ 異常に温度が高くなるところに置かない

≥機器表面や部品が劣化するほか、
火災の原因になることがあります。

≥夏の閉め切った自動車内や直射
日光のあたるところ、ストーブ
の近くでは特にご注意ください。

■ 音量を上げすぎない
≥耳を刺激するような大きな音量で長時間続け
て聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあ
ります。

■ ステレオインサイドホンなど肌に直接触れる部分に
異常を感じたら使用を中止する

≥そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因
になることがあります。
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