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2 シャトルスイッチを動か

乾電池を入れる

して
「TIME DIFF」
を選
び、
ENT/BANDボタンを
押す。

（図A-a）

FM Stereo/AM PLL
Synthesized Radio

1 電池入れのふたを開け、単

時刻表示「時」と「TIME DIFF」
（ローカル時刻との時差）が点滅しま
す。

4形乾電池2本を3と#の
向きを正しく入れる。
初めて乾電池を入れたときは、
「LOCAL AM12:00」または
「LOCAL 0:00」が点滅します。時計
を合わせると点滅は止まります。

取扱説明書
사용설명서

2 ふたを閉める。

使用说明书

乾電池の持続時間
（単位：約 時間）

(JEITA*)

FM

ICF-C1200
Sony Corporation © 2001

3 シャトルスイッチを動か

AM

して
「時」
を合わせ、
ENT/
BANDボタンを押す。

ステレオイヤー スピーカー ステレオイヤー スピーカー
レシーバー 使用時 レシーバー 使用時
使用時
使用時

Printed in Japan

この説明書は再生紙を使用しています。
VOC(揮発性有機化合物)1%以下植物油インキ使用

ソニー単4形 47
(LR03)
アルカリ乾電池

29

ソニー単4形 21
(R03)
マンガン乾電池

12
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ご注意
WORLD時刻では、時間「時」のみ設定
ができます。

29
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* JEITA（電子情報技術産業協会）規格
による測定値です。実際の電池寿命
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。

WORLD時刻／LOCAL時刻を切
り換えるには
●

●

ご使用中、電池の残量を表示窓でお
知らせします。

表示窓* 표시창*

残量表示

显示窗*

残量が少なくなってきまし
た。
電池が消耗しています。
この状態で、時計合わせ、ア
ラーム設定はできますが、ラジオは聞け
ません。アラームが設定されている時に
ラジオを選んでいても、ブザーが鳴りま
す。乾電池の残量がなくなると「ピー」と
鳴り、電源が切れます。乾電池を新しい
ものと交換してください。電池交換後
は、
RADIO ON／SLEEPボタンを押し
てマークを消してください。

スヌーズ

SNOOZE
ロッドアンテナ
로드 안테나
棒形天线

ワールド／ローカル

WORLD/LOCAL
ホールド

HOLD
メニュー

MENU シャトルスイッチ
셔틀 스위치
转盘开关

ライト

LIGHT

エンター／バンド

ENT/BAND
ボリューム

VOL
アラームモード

ALARM MODE

i

オフ

OFF
ラジオオン

ブザー

RADIO ON/

BUZZER

スリープ

ご注意
交換するときは、10分以内に入れ換え
てください。10分以上経過すると、現
在時刻やプリセット選局で記憶させた
放送局が消えてしまいます。そのとき
はもう一度設定し直してください。

電池入れのふたがはずれた
ときは（図A-b）

ラジオ

RADIO

電池が消耗しています。
時刻合わせ、アラーム設定
はできません。アラームも動作しませ
ん。
乾電池を新しいものと交換してくだ
さい。
乾電池を交換した後でも表示は点灯し
ます。
RADIO ON／SLEEPボタンを押
してマークを消してください。

オフ

OFF

電池入れのふたは、
開けるときに
過大な力を加えると、
はずれるよ
うになっています。
はずれた場合
は、
下図の番号に従って取り付け
てください。
1 ふたの右のツメを穴に差し込
み、
2 左のツメをふたが収まる部分
の左側に引っ掛ける。
3 そのまま左のツメを穴に向け
て滑らせる。

SLEEP
* 国によって一部表示が異なります。
* 나라에 따라서 일부 표시가 다릅니다.
* 某些标记依国家而异。

A
a 単４形乾電池×2

b

R03(AAA 사이즈)× ２
R03（AAA 尺寸）× 2

シャトルスイッチの使
い方とはたらき
使い方：上下に動かす/動かしたまま
にする（図B-a）

指を離すと元の位置に戻ります。
はたらき：「MENU」の選択と設定変
更、周波数変更、時刻合わせ

必ず#極側から先に入れる。
먼저 건전지의 # 쪽을 넣으십시오
先装入电池的#端。

ENT(enter)/BAND
（決定/バンド）ボタン
の使い方とはたらき
使い方：押す。放送局を登録すると
きは、
「ピピッ」と音がするまで押し
続ける。（図B-b）

B
a

はたらき：設定変更の決定とバンド
の切り換え

b
上下に動かす／
動かしたままに
する
돌리기/계속 돌
리기
转动/保持转动

押す／
押しつづ
ける
누르기/
계속 누
르기
按／按住

C
c

a

HOLDスイッチの使い
方とはたらき

ステレオイヤーレシーバー
스테레오 헤드폰
立体声耳机

日本語
•
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。
•

主な特長
• 見やすい大型液晶−現時刻とめざま
し時間をダブルで表示。
• FM/AMに各10局プリセット可能。
• ラジオ、ブザー（3音）からめざまし
音を選択可能。
• めざまし音はステレオイヤーレシー
バー、スピーカーの切り換え機能
付。
• 携帯に安心のカバー付き。カバーが
スタンドに。
• 世界時計に切り換え可能。
• めざまし繰り返し延長機能
（最長60分）搭載。

AM放送の周波数ステップ（間隔）に
ついて
このラジオは、工場出荷時、AMの周波
数間隔が9 kHzに設定されています。
お使いになるときは、その国の周波数
ステップに合わせてください（
「海外で
AM放送を聞く」参照）
。

使用上のご注意
取り扱いについて
• 次のような場所に置かないでくださ
い。

•

•

•

−温度が非常に高い所（40℃以上）
や低い所（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所。
−窓を閉め切った自動車内（特に夏
季）。ほこりの多い所。
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。
本体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
ンなど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
カー内部の磁石の影響でカードの磁
気が変化し、使えなくなることがあ
りますのでご注意ください。
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。
常によい音でお聞きいただくために
ステレオイヤーレシーバーのプラグ
をときどき柔らかい布でからぶき
し、清潔に保ってください。
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お客
様ご相談センターに相談してくださ
い。
防滴機構になっていませんので雨や
雪、水しぶきのかかるところでは充
分にご注意ください。

ステレオイヤーレシーバー
（両耳用）で聞くときのご注意
• 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漏
れます。音量を上げすぎて、まわり
の人の迷惑にならにように気をつけ
ましょう。雑音の多い所では音量を
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。
• 万一故障した場合は、内部を開けず
にお買い上げ店、テクニカルイン
フォメーションセンターまたはソ
ニーサービス窓口にご相談くださ
い。

海外でAM放送を聞く
受信する周波数ステップ
（間隔）
を、
お使いになる国に合わせて切
り換える必要があります。
工場出荷時、
このラジオは9 kHz
に設定されています。
地域

周波数ステップ

北米・
南米の国々

10 kHz

その他の国々 9 kHz

ープリセット選局
FM、AM各10局まで登録すること
（プリセット）
ができます。
プリ
セットをしておくと、
プリセット
番号
（1〜10）
を選ぶだけで受信で
きます。
工場出荷時は、
すべてのプリセッ
ト番号に登録がされています。
放
送局を登録しなおしてお使いくだ
さい。

放送局を登録／変更する

1「マニュアル選局」の手順
1から7を行い、登録した
い放送局を受信する。

2 ENT/BANDボタンを
「ピッ」と音がするまで押
しつづける。
「1」
が点滅し、同時に「PRESET」
が
表示されます。
操作をせずにいると、約1分後に点滅
が止まり、手順2を行う前の状態に戻
ります。

3 シャトルスイッチを動か
して登録したいプリセッ
ト番号
（1〜10）
を選び、
ENT/BANDボタンを「ピ
ピッ」
と音がするまで押
す。
登録されていた放送局は消え、受信
している放送局が登録されます。
例） FMのプリセット番号
「1」に
90.0MHzを登録したときの表
示。番号の点滅が止まります。

2 MENUボタンを押し

3 シャトルスイッチを動か
して
「9 kHz」
または
「10 kHz」
を選び、
ENT/BANDボタンを
押す。

さらに登録をしたい場合は手順1か
ら3を繰り返します。

登録した局を聞く

1 RADIO ON／SLEEPボ
タンを押す。
表示窓に「-」が表示されている場
合は、ホールド機能を解除してくだ
さい。

2 MENUボタンを押す。
ご注意
周波数ステップを切り換えると、プリ
セット番号に記憶しておいた放送局が
消えます。時計表示は切り換えても変
わりません。

周波数を選んで聞く
ーマニュアル選局

1 RADIO ON／SLEEPボ
タンを押す。
最後に聞いていた周波数が表示され
ます。
表示窓に「-」が表示されている場
合は、
HOLDスイッチを動かして
ホールド機能を解除してください。

3 シャトルスイッチを動か
して
「TUNE MODE」
を
選び、
ENT/BANDボタン
を押す。

4 シャトルスイッチを動か
して
「PRESET」
を表示さ
せ、ENT/BANDボタンを
押す。

5 ENT/BANDボタンを押

マニュアル選局時は「PRESET」
は
表示されません。

7 VOLつまみを回して、音
量を調節する。
受信している放送局の周波数
を確認するには
シャトルスイッチを上または下に
動かします。
しばらくすると時刻
表示に変わります。

만족감을 제공할 것을 약속합니다.
본 라디오를 사용하기 전에 이 사용설명
서를 주의깊게 읽은 다음 참고를 위해 소
중히 보관하십시오.

주요 특징
• 이중 표시(현재 시각/알람 시간)와
잘 보이는 대형 LCD
• FM/AM의 20개 방송국이 사전설정
가능
• 라디오와 3개의 버저음 중에서 알람
선택이 가능
• 알람은 헤드폰/스피커 전환가능
• 커버가 있어서 휴대하기에 안전하고
스탠드로도 이용 가능
• 월드 타임 기능 탑재
• 10분에서 60분까지 알람시간 연장이
가능

AM 채널 간격에 관한 주의

• 본 제품은 반드시 R03(AAA 사이즈)
건전지 2개와 3.0 V DC로서 작동하
십시오.
• 작동 볼트수 등의 표시판은 케이스
뒷면에 있습니다.
• 고온, 직사광선, 습기, 모래, 먼지 또
는 진동이 많은 장소에서 사용하지
마십시오. 햇볕쬐이는 곳에 주차시킨
차량 속에 방치하지 마십시오.
• 라디오 안에 물기나 용액이 새어들어
갔을 때는 사용을 중지하고 건전지를
꺼낸 다음 전문업자의 점검을 받으십
시오.
• 차량이나 건물 속에서는 라디오가 잘
들리지 않거나 잡음이 날 수가 있습
니다. 창가에서 듣도록 하십시오.
• 스피커에는 강한 자석이 사용되고 있
습니다. 자석이 코딩된 개인신용카드
와 스프링이 장치된 시계는 자석으로
인해 손상을 입을 수 있으므로 라디
오 가까이에 두지 마십시오.
• 케이스를 닦을 때는 부드러운 천에
중성세제를 묻혀서 사용하십시오.

교통 안전에 대하여
자전거, 오토바이, 자동차를 운전 중에
는 헤드폰을 사용하지 마십시오. 위험
할 뿐만 아니라 대부분의 지역에서 법률
위반으로 취급되고 있습니다. 또한 보
행중에 특히 횡단보도에서 고음으로 음
량을 높혀서 헤드폰을 듣는 것은 위험합
니다. 위험하다고 생각될 상황에서는
충분히 주의하거나 사용을 중지하십시
오.
헤드폰의 음량을 고음으로 높혀서 사용
하지 마십시오.
전문의들은 계속해서 고음으로 장시간
듣는 것은 좋지않다고 충고하고 있습니
다. 귀가 울릴 때는 소리를 줄이거나 사
용을 중지하십시오.

주위 사람들에 대한 배려
적절한 음량으로 사용하십시오. 주위의
소리를 잘 들을 수 있고 주위 사람들에
게도 폐를 끼치지 않습니다.

경고

(그림 A-a 참조)

1 건전지 케이스의 뚜껑을
열고 건전지 2개를 넣으
십시오.

初めて乾電池を入れたときは表示
窓に
「LOCAL AM12:00」
または
「LOCAL 0:00」
が点滅します。
(表示窓のイラストは12時間表示
です。)
• 12時間表示
（日本国内、
ワールドモデル）
（AM12:00＝真夜中）
• 24時間表示
（その他の国）
（0:00＝真夜中）
「E」
が点灯しても、
時計合わせは
できます。
12時間、24時間表示の切り換え
はできません。

소니R03
21
(AAA 사이즈)

12

6 シャトルスイッチを動か

量を調節する。

LOCAL時刻を合わせる

ご注意

1 MENUボタンを押す。

i端子にステレオイヤーレシーバーをつ
なぐと、スピーカーから音が出なくな
ります。

2 シャトルスイッチを動か
して
「CLOCK」
を選び、
ENT/BANDボタンを
押す。

ラジオを止めるには

時刻表示「時」が点滅します。

受信状態を良くする
には

OFFボタンを押します。

FM放送の場合
（図C-a）

3 シャトルスイッチを動か
して
「時」
を合わせ、
ENT/
BANDボタンを押す。
時刻表示「分」が点滅します。

ロッドアンテナの長さと方向を調
節する。
ステレオイヤーレシーバーで聞く
場合には、
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。
コードをできるだけ長く
伸ばしてお使いください。
この場
合、
ロッドアンテナは働きません。
（図C-b）

AM放送の場合
（図C-c）

4 シャトルスイッチを動か
して
「分」
を合わせ、
ENT/
BANDボタンを押す。
ENT/BANDボタンを押すと時計が
動き始め、
「：」が点滅します。
分を合わせたあと、時報（117番な
ど）と同時にENT/BANDボタンを
押すと、より正確な時刻が設定でき
ます。

WORLD時刻を合わせる

1 MENUボタンを押す。

AM

して、
バンドを選ぶ。

AMアンテナは内蔵されているの
で、
ラジオ本体の向きによって受
信状態が変わります。
最も良く受
信できる向きにしてお聞きくださ
い。
(スチール机など金属面の上で
お使いになると受信状態が悪くな
る場合があります。
)
ご注意
• アンテナの角
度を調節する
ときは、必ず
アンテナの根
元を持って行
ってくださ
い。伸ばしたアンテナの先を持って
動かすと、アンテナが折れることが
あります。
• アンテナを回転させる時、ラジオ本
体に当たる場合がありますので、ゆ
っくり動かしてください。

中文

60

새 건전지를 넣었을때 "LOCAL
AM12:00" 또는 "LOCAL 0:00"
이 표시창에 점멸됩니다.(그림은
12시간 시스템입니다)
• 북남미와 영국:12시간 시스템
AM12:00=자정
• 그외 나라:24시간 시스템
0:00=자정
"E" 표시의 경우에도 시계설정이
가능합니다.
12시간 또는 24시간 시스템 설정
은 바꿀 수 없습니다.

로컬 타임(현지 시각)을 설정
하려면

1 MENU 를 누르십시오.
2 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 "CLOCK"를 선택한
다음 ENT/BAND 를 누
르십시오.
시계의 "시간"이 점멸됩니다.

주파수대를 선택하십시
오.

34
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* 건전지 수명은 JEITA(Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association)의 기준에 준하고 있습
니다. 이는 라디오의 작동상태에 따라
서 짧아질 수 있습니다.

표시창에서 건전지의 잔량을 확인할
수 있습니다.
표시는 다음과 같습니다.
표시
소모된 상태
완전히 소모되었습니다.
라디오는 조작할 수 없어도
시계와 알람은 설정할 수 있습니다. 라
디오의 알람을 설정했을 때 버저 알람이
대신 울립니다. 건전지가 다 소모되면
라디오에서 신호음이 계속해서 울인 다
음 꺼집니다. 새 건전지로 바꾸십시오.
새 건전지를 넣은 다음 RADIO ON/
E" 표시를 지우십
SLEEP 을 눌러서 "E
시오.
완전히 소모되었습니다.
시계와 알람을 설정할 수
없습니다. 알람이 작동되지 않으면 새
건전지로 바꾸십시오. 새 건전지를 넣
은 다음 RADIO ON/SLEEP 을 눌러
E" 와 "
서 "E
"표시를 지우십시오.

주의
건전지는 10분 이내에 교체하십시오.
그렇지 않으면 시계 설정과 사전 설정한
내용이 메모리에서 지워집니다. 지워진
경우에는 기능을 다시 재설정하십시오.

건전지에 대한 주의
• 건전지는 올바른 방향으로 넣으십시
오.
• 이 건전지는 충전할 수 없습니다.
• 건전지가 새어나오는 것을 방지하기
위해 라디오를 장시간 사용하지 않을
경우에는 건전지를 꺼내 놓으십시오.

건전지 케이스의 뚜껑이 빠
졌을때
(그림 A-b 참조)
건전지 케이스의 뚜껑은 무리하게
열면 빠지도록 디자인되어 있습니
다. 끼울 때는 그림을 참조하십시
오.
1 뚜껑의 오른쪽 고리를 케이스
의 오른쪽 구멍에 끼우십시오.
2 케이스의 왼쪽 위에 왼쪽 고리
를 두십시오.
3 케이스의 왼쪽 구멍을 향하여
왼쪽 고리를 미십시오.

셔틀 스위치 사용하기
사용하는 방법: 상하로 돌리기/ 계
속 돌리기(그림 B-a 참조)

손가락을 떼면 셔틀 스위치가 제
자리로 되돌아옵니다.
기능: "MENU" 선택, 설정변경, 주
파수변경, 시계설정

感谢您选购 Sony 收音机！本机将向您提
供多小时的可靠服务和听觉享受。
请在操作本收音机之前仔细阅读说明书，
并将其妥善保存以备将来参考之用。

려서 원하는 주파수를 선
택하십시오.
주파수가 수신되면 방송을 들을 수
있습니다. 잠시 후에 주파수 표시는
시계 표시로 바뀝니다.
셔틀 스위치를 한번 돌리면 FM은
0.1 MHz 또는 0.05 MHz, AM은
9 kHz(또는 AM채널 간격 설정에
따라서는 10 kHz) 단위로 주파수가
바뀝니다. 셔틀 스위치를 상하로 계
속 돌리면 주파수가 빨리 바뀝니다.
주파수가 방송국의 주파수와 일치할
때 방송이 수신됩니다.

7 VOL 로서 소리를 조절하

3 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 시간을 맞춘 다음
ENT/BAND 를 누르십
시오.
시계의 "분"이 점멸됩니다.

4 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 분을 맞춘 다음
ENT/BAND 를 누르십
시오.
":"가 점멸하면서 시계가 작동하기
시작합니다.
현재의 시각을 초까지 정확하게 설
정하려면 분을 맞춘 다음 시보(전화
시보 등)와 동시에 ENT/BAND 를
누르십시오.

월드 타임을 설정하려면

1 MENU 를 누르십시오.
려서 "TIME DIFF"를 선
택한 다음 ENT/BAND
를 누르십시오.
시계의 "시간"과 "TIME DIFF"(로
컬 타임과 월드 타임의 시차)이 점
멸됩니다.

3 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 시간을 맞춘 다음
ENT/BAND 를 누르십
시오.
주의

주의
헤드폰 코드를 i 잭에 연결할 경우 스
피커에서는 소리가 나지 않습니다.

라디오를 끄려면

OFF 를 누르십시오.

좋은 수신상태를 얻기
위하여
FM( 그림 C-a 참조)
가장 좋은 수신상태를 얻기 위하
여 안테나를 늘이고 각도와 길이
를 조절하십시오.
스테레오 헤드폰 코드가 안테나
역할을 하므로 가급적 길게 늘려
서 사용하십시오. 라디오의 안테
나는 기능하지 않습니다.
(그림 C-b 참조)

AM안테나는 라디오에 내장되어
있습니다. 가장 좋은 수신상태가
될 때까지 라디오를 수평으로 돌
려 주십시오.(라디오를 스틸 책상
이나 금속 표면에서 작동하지 마
십시오. 수신이 방해될 수 있습니
다)
주의
• 안테나 방향을 조절할 때는 안테나의
아래쪽을 잡으
십시오. 끝을
잡고 안테나를
움직이게 되면
안테나가 손상
될 수 있습니
다.
• 안테나를 돌릴 때는 라디오에 부딪히
지 않게 주의하십시오.

AM 채널 간격 변경하
기
AM채널 간격은 지역에 따라 다릅
니다. 본 라디오의 채널 간격은 공
장 출하시 9 kHz 또는 10 kHz로
설정되어 있습니다. 라디오를 듣
기 위해 아래와 같이 설정을 변경
시키십시오.

사용하는 지역

채널 간격

북미와 남미

10 kHz

그외의 나라

9 kHz

1 OFF 를 눌러서 전원을
끄십시오.

2 확인음이 들릴 때까지
MENU 를 약 5초 동안
계속 누르면 "MENU"가
표시됩니다.

3 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 9 kHz 또는 10 kHz
를 선택한 다음 ENT/
BAND 를 누르십시오.
주의
AM채널 간격이 변경된 경우 시계는 유
지되지만 사전 설정된 방송국들은 지워
집니다.

라디오 조작하기
-수동 튜닝

1 RADIO ON/SLEEP 를
누르십시오.
최종적으로 맞추었던 주파수가 표시
됩니다.
"-" 가 표시되면 HOLD 를 밀어
서 HOLD기능을 해제시키십시오.

2 MENU 를 누르십시오.
3 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 "TUNE MODE"를
선택한 다음 ENT/
BAND 를 누르십시오.

4 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 "PRESET"를 지우
고 ENT/BAND 를 누르
십시오.

• 易看的大型液晶显示屏与双时间显示
（当前时间/闹钟时间）。
• FM/AM 的 20 个预设电台。
• 可从收音机或 3 种蜂鸣器声音中选择
闹钟信号的功能。
• 可从扬声器或立体声耳机中输出闹钟
声音。
• 带保护用盖子，并可用作支架。
• 带世界时钟调节功能。
• 打瞌睡时间可从 10 分钟延长达 60 分
钟。

要设定当地时间时

1 按 MENU 键。
2 将转盘开关转上或转下选
择“CLOCK”并按ENT/
BAND键。
时钟的“小时”闪烁。

使用前须知

3 将转盘开关转上或转下调

• 请仅用两节 R03（AAA 尺寸）电池在
直流 3.0 V 下操作本机。
• 指明工作电压等的铭牌位于机壳背
面。
• 避免暴露于极高或极低温度、直射阳
光、湿气、砂、灰尘中或受机械冲
击。切勿放在停在太阳下的汽车内。
• 若有任何固体物或液体进入本机内
部，请取出电池，并经有资格的人员
检查后方可使用。
• 在汽车或建筑物中，收音机可能难以
接收或有噪音。请靠近窗户收听。
• 因为扬声器使用强磁场，请将使用磁
码的信用卡或上发条的手表远离本
机，以免受磁场损坏。
• 要清洁机壳时，请用稍蘸中性洗涤液
的软布擦净。

请勿在驾驶、骑车或操纵其它车辆时使
用耳机，这可能会导致交通事故，而且
在有的地区是违法的。步行时，特别是
在过马路时，高音量地使用耳机也会有
潜在的危险。在可能有危险的情况下，
必须特别注意或暂停使用。

4 将转盘开关转上或转下调
整分钟并按 ENT/BAND
键。
“：”开始闪烁，时钟开始工作。
要将现在时间精确设定至秒时，请调
整分钟并按照时间信号（如电话时间
信号）按 ENT/BAND键。

1 按 MENU 键。
2 将转盘开关转上或转下选
择“TIME DIFF”并按
ENT/BAND键。
时钟的“小时”和“TIME DIFF”
（当地时间和世界时间之间的时差）
闪烁。

请保持适当的音量，使您能听到外界的
声音，并不影响周围的人。

如果有关于本机的任何疑问或问题，请
就近与 Sony 经销商联系。

电池。
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16

第一次装入电池时，“LOCAL
AM12:00”或“LOCAL 0:00”在显
示窗中闪烁。一旦设定了现在时间，
闪烁停止。

电池寿命（近似小时）
FM

(JEITA*)
AM

立体声 扬声器 立体声 扬声器
耳机
耳机

21

整小时并按 ENT/BAND
键。
在世界时间中只能设定“小时”。

（参见图 A-a）

12

* 按 JEITA（Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association）标准测定值。实际上的
电池寿命还随使用机器的状况而会有变
动。

可以在显示窗上检查电池剩余电力。
指示如下所示：
指示灯
微弱

要改变世界时间/当地时间时
• 每按一下 WORLD/LOCAL 键，显示
改变 5 秒。
• 按一下 WORLD/LOCAL 键，在显示
闪烁时，再按此键 2 秒钟以上改变显
示。如果在打开收音机时进行此步
骤，您将听到确认音。

改变 AM 频道间隔
AM 频道间隔依地区而异。
本机的频道间隔出厂时设定为
9 kHz 或 10 kHz。请按照以下说明
改变设定以能收听广播。
使用地区

频道间隔

北美和南美国家

10 kHz

其他国家

9 kHz

1 按 OFF 键关闭电源。
2 按住 MENU 键约 5 秒
钟，“MENU”显示直至
听到确认哔音。
3 将转盘开关转上或转下选
择“9 kHz”或
“10 kHz”并按
ENT/BAND键。
注

耗尽。可以设定时钟和闹
钟，但不能操作收音机。如果设定收音
机闹钟，本机将打开蜂鸣器闹钟来代
替。电池耗尽时，本机将发出一声长哔
音后关闭。请用新电池更换。装入电池
后按 RADIO ON/SLEEP 键删除
E”。
“E

改变 AM 频道间隔时，时钟的时间将保
持，但预设电台将被删除。

操作收音机
－手动调谐

1 按 RADIO ON/SLEEP
键。

耗尽。不能设定时钟或闹
钟。闹钟不起作用，请用新电池更换。
装入电池后按 RADIO ON/SLEEP 键删
E”和“
除“E
”。

注
更换电池所花的时间请勿超过 10 分钟，
否则，时钟设定和预设电台将会从存储
器中被删除。如果发生这种情况，请重
新设定这些功能。

关于电池
• 请正确对准电池极性。
• 干电池无法充电。
• 为避免因电池漏液而损坏，长时间不
使用本机时请取出电池。

显示您最后一次调入的频率。
如果显示窗上有“-”，推动
HOLD 开关关闭 HOLD 功能。

2 按 MENU 键。
3 将转盘开关转上或转下选
择“TUNE MODE”并
按 ENT/BAND键。
4 将转盘开关转上或转下删
除“PRESET”并按
ENT/BAND键。
手动调谐中不出现“PRESET”。

如果电池室盖脱开
（参见图 A-b）

"-"가 표시되면 HOLD 를 밀어서
HOLD기능을 해제시키십시오.

2 MENU 를 누르십시오.
3 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 "TUNE MODE"를
선택한 다음 ENT/
BAND 를 누르십시오.

4 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 "PRESET"가 나오
게 한 다음 ENT/BAND
를 누르십시오.

5 ENT/BAND 를 눌러서
주파수대를 선택하십시오.

6 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 원하는 사전설정 번
호(1-10)를 선택하십시오.
사전설정 번호로 설정된 주파수가
표시됩니다.

7 VOL 로서 소리를 조절하
십시오.
수신할 방송국의 주파수를
확인하기
셔틀 스위치를 상하로 돌립니다.
잠시 후에 주파수 표시는 시계 표
시로 바뀝니다.

3 将转盘开关转上或转下选
择您要预设的号码
（1－10）并按
ENT/BAND 键直至听到
确认哔音。
本机删除预设电台并预设现在接收的
电台。
例如： 在 FM 中将 90.0MHz 预设
为位置 1 时的显示窗。

3 将转盘开关转上或转下调
注

Sony 4 号
（R03）
锰干电池

누르십시오.

“1”闪烁并出现“PRESET”。
如果您不再进行下面的操作，约 1 分
钟后本机停止闪烁。显示恢复至步骤
2 之前的显示。

如果在使用本机时有闪电，请立即取下
耳机。

34

1 RADIO ON/SLEEP 를

骤 1 至 7 操作，并手动调
谐至您要预设的电台。
2 按住 ENT/BAND键直至
听到确认音。

警告

60

사전 설정된 방송국을 튜닝
하기

最多可以分别预设 10 个 FM 和
AM 电台。要收听预设的电台时，
只需选择相应的预设号码
（1－10）。
出厂时所有预设号码均被预设至某
些电台。要预设您喜欢的电台时，
请改变您要预设的电台。

要设定世界时间时

不要影响他人

29

계속해서 사전설정 방송국을 설정하
려면 순서1에서 3을 반복하십시오.

• 请拿住天线底部
调整其方向。移
动天线时拿住其
顶部可能会将天
线损坏。
• 请慢慢地转动天线，否则会碰撞本
机。

1 按“操作收音机”中的步

请勿高音量地使用耳机。
耳科专家告诫不要连续、高音量和长时
间使用耳机。如果发生耳鸣现象，请调
低音量或暂停使用。

Sony 4 号 47
（LR03）
碱性干电池

사전설정되었던 방송국은 지워지고
수신할 방송국이 사전설정됩니다.
예: 1의 위치에 FM 90.0MHz를 사
전 설정했을 때의 표시창

注

预设或改变电台

防止听力损害

사전 설정 또는 방송국 변경
하기

려서 사전 설정하고자 하
는 번호(1-10)를 선택한
다음 ENT/BAND 를 확
인음이 들릴 때까지 누르
십시오.

时钟的“分钟”闪烁。

道路安全

2 关上盖子。

3 셔틀 스위치를 상하로 돌

整小时并按 ENT/BAND
键。

关于耳机

10개의 FM과 AM방송국을 각각
사전 설정할 수 있습니다. 방송을
듣고자 할 때는 단순하게 그 방송
국에 대응하는 사전설정 번호
(1-10)만 누르십시오.
사전설정 번호는 모두 공장 출하
시 특정된 방송국으로 사전 설정
되어 있습니다. 듣고 싶은 방송국
을 사전 설정하고자 할 때는 수신
할 방송국으로 변경하십시오.

"1"이 점멸되면서 "PRESET"가 표
시됩니다.
더 이상 설정을 행하지 않을 때는
약 1분간 점멸이 계속된 다음 라디
오가 꺼집니다. 순서 2를 하기 전의
표시가 저장됩니다.

AM 天线内置于机内。水平转动本
机直至获得最佳接收效果。（请勿
在钢制桌子或金属表面上使用本
机，否则可能会引起接收干扰。）

－预设调谐

1 打开电池盒盖并装入两节

이 울릴때까지 계속해서
누르십시오.

AM（参见图 C-c）

预设您喜欢的电台

-사전 설정의 튜닝

서 7까지의 순서에 따라
서 사전 설정하고자 하는
방송국을 수동으로 맞추
십시오.

拉出伸缩天线并调整角度和长度以
获得最佳接收效果。
立体声耳机线可用作天线，所以使
用时可尽可能地将其延长。在此场
合伸缩天线不起作用
（参见图 C-b）。

AM 频道间隔因区域而异。请参见“改
变 AM 频道间隔”。

安装电池

1 "라디오 조작하기"의 1에

FM（参见图 C-a）

关于 AM 频道间隔

듣고 싶은 방송국을 사
전 설정하기

월드 타임/로컬 타임을 변경
하려면
• WORLD/LOCAL 을 누를 때마다
표시가 각각 5초간 변경됩니다.
• WORLD/LOCAL 을 한번 누르십시
오. 표시가 점멸되는 동안 또 한번 2
초 이상 눌러서 표시를 변경하십시오.
조작할 때마다 확인음이 들립니다.

特性

改善接收效果

第一次安装电池时，“LOCAL
AM12:00”或“LOCAL 0:00”在
显示窗上闪烁。
（图为 12 小时制。）
• 北美和南美和英国：12 小时制
AM12:00＝午夜
• 其他国家：24 小时制
0:00＝午夜
即使出现“E”时仍然可以设定时
钟。
无法在 12 小时制和 24 小时制之间
切换。

십시오.

AM( 그림 C-c 참조)

월드 타임의 경우 단지 "시간"만 설정할
수 있습니다.

29

开始之前
5 ENT/BAND 를 눌러서

2 ENT/BAND 를 확인음

(JEITA*)

29

7 VOLつまみを回して、音

시계 설정하기

2 뚜껑을 닫으십시오.

소니 알카리
47
LR03
(AAA 사이즈)

放送局を受信すると放送が聞こえま
す。周波数表示はしばらくすると時
刻表示に変わります。
シャトルスイッチを1回動かすごと
に周波数が変わります（FMでは0.1
MHz*、
AMでは9 kHzまたは10
kHzずつ）
。
シャトルスイッチを動かしたままに
すると、周波数が早送りされます。放
送局の周波数が合うと、放送が聞こ
えます。
* 日本国内、ワールドモデルのみ。そ
の他の国は0.05 MHzです。

"-"이 표시되어 있을 때 버튼을
눌러 작동하려 하면 "-"이 5초
동안 점멸됩니다.

새 건전지를 넣었을 때 표시창에
"LOCAL AM12:00" 또는
"LOCAL 0:00"가 점멸됩니다.
현재시각을 설정하면 점멸이 정지됩
니다.

스테레오 스피커 스테레오 스피커
헤드폰
헤드폰

して、
聞きたい放送局に合
わせる。

기능:라디오가 이유없이 켜지거나
주파수가 변경되는 것을 방지해 줍
니다.

2 셔틀 스위치를 상하로 돌

건전지 넣기

设定时钟

6 셔틀 스위치를 상하로 돌

청력 손상을 막기 위하여

FM

「-」
が点灯しているときに操作
ボタンを押すと
「-」
が約5秒点滅
する。

-HOLD 기능

헤드폰에 관한 주의

使い方：HOLDスイッチを矢印の方
向に動かし、表示窓に「-」を点灯
させる。

5 ENT/BANDボタンを押

HOLD 를 사용하기
사용방법:HOLD 를 화살표 방향으
로 밀면 표시창에 " -" 가 표시됩니
다.

건전지 지속 시간
(대략적인 시간)

はたらき：不用意に電源が入った
り、受信局が切り換わるなど誤操作
を防ぐ。

기능: 설정변경의 결정, 주파수대
변경

다. 본 제품은 장시간의 안정된 서비스와

본 제품에 대한 문의 사항이나 문제점이
있을 경우에는 가까운 소니 판매점에 문
의하십시오.

3 シャトルスイッチを動か

して
「PRESET」
表示を消
し、
ENT/BANDボタンを
押す。

소니 라디오를 구입해 주셔서 감사합니

6 シャトルスイッチを動か
登録した放送局の周波数が表示され
ます。

4 シャトルスイッチを動か

사용하기 전에

して、
バンドを選ぶ。
して、
聞きたい局を登録し
たプリセット番号を選ぶ。

수동 튜닝 때는 "PRESET"가 표시
되지 않습니다.

사용하는 방법: 누릅니다. 방송국을
사전 설정했을 때 확인음이 들릴 때
까지 계속 누르십시오.
(그림 B-b 참조)

본 제품을 사용 중에 번개가 치면 즉시
헤드폰을 벗으십시오.

2 MENUボタンを押す。
して
「TUNE MODE」
を
選び、
ENT/BANDボタン
を押す。

한국어

사용상의 주의사항

源を切る。
「MENU」
を表示させたま
ま
「ピッ」
と音がするまで
約5秒間押しつづける。

ENT( 결정)/BAND 사
용하기

AM채널 간격은 지역에 따라 다릅니다.
"AM채널 간격 변경하기"를 참조하십시
오.

1 OFFボタンを押して、電

ーホールド機能

時計を合わせる
b

WORLD／LOCALボタンを押すた
びに、5秒間表示が切り換わりま
す。
WORLD／LOCALボタンを押し、
表示が点滅しているときに2秒以上
押すと、表示は切り換わります。こ
の操作を行うと「ピピッ」と音がし
ます。

いつも聞く放送局を
記憶させて聞く

电池室盖设计为过度用力打开时会
脱开。要将其装回时，请参见插
图。
1 将盖子的右挂钩插入本机的右
侧孔。
2 将左挂钩挂在电池室的左上
部。
3 将左挂钩推入本机的左侧孔。

5 按 ENT/BAND键选择波
段。

6 将转盘开关转上或转下选
择所需的频率。
收到频率时，将会听到广播。频率显
示过一会儿将变为时钟显示。
每转动一下转盘开关 FM 频率改变
0.1 MHz 或 0.05 MHz，AM 改变
9 kHz（或由 AM 频道间隔设定所定
的 10 kHz）。如果将转盘开关持续
转上或转下，频率迅速改变。
当频率符合电台频率时，将接收该电
台。

使用转盘开关
使用方法：转上或转下/保持转动
（参见图 B-a）

松开手指时，转盘开关将返回到原
位。
功能：选择“MENU”并改变设定和
频率，设定时钟。

使用 ENT（执行）/
BAND键
使用方法：按下。预设电台时按住此
键直至听到确认音。
（参见图 B-b）
功能：决定设定的改变和改变波段。

使用 HOLD 键
－HOLD 功能
使用方法：按箭头方向滑动 HOLD
键使“-”出现在显示窗。
功能：防止无意中打开电源或突然改
变收音机频率。

如果出现“-”时按操作键，
“-”将会闪烁约 5 秒钟。

7 用 VOL 旋钮调整音量。
注
如果在 i 插孔上连接耳机线，扬声器不
发出声音。

要关闭收音机时

按 OFF 键。

重复步骤 1 至 3 以预设电台。

要调入预设电台时

1 按 RADIO ON/SLEEP
键。
如果“-”出现在显示窗上，推动
HOLD 键取消 HOLD 功能。

2 按 MENU 键。
3 将转盘开关转上或转下选
择“TUNE MODE”并
按 ENT/BAND键。
4 将转盘开关转上或转下显
示“PRESET”并按
ENT/BAND键。
5 按 ENT/BAND键选择波
段。
6 将转盘开关转上或转下选
择所需的预设号码
（1－10）。
显示频率设定为预设号码。

7 用 VOL 旋钮调整音量。
要确认所接收电台的频率时
将转盘开关转上或转下，频率显示
过一会儿将变为时钟显示。

表示窓* 표시창*

アラームを止めるには

显示窗*

OFFボタンを押します。
ホールド機能を働かせてい
るときは、どのボタンを押し
てもアラームは止まります。
アラームを解除するには

ALARM MODE スイッチ
をOFFにします。
スヌーズ

SNOOZE
ロッドアンテナ
로드 안테나
棒形天线

ワールド／ローカル

WORLD/LOCAL
ホールド

アラームを解除すると、VOL つまみで設
定されている音量になります。

メニュー

ライト

ラジオ、ブザー音がいったん止まり、
10分後、自動的に動作します。
• スヌーズ機能が設定されていると
」が点滅しま
きは、
「ALARM
す。
• スヌーズ時間が表示（約4秒）され
ている間にもう一度SNOOZEボ
タンを押すと、スヌーズ時間を変
更することができます。スヌーズ
時間を再度変更したい場合は、数
秒（約４秒）待って現時刻が表示さ
れてからSNOOZEボタンを押し
ます。

エンター／バンド

ENT/BAND
ボリューム

VOL
アラームモード

ALARM MODE

i

オフ

OFF
ラジオ

RADIO
ブザー

BUZZER

ラジオオン

RADIO ON/
スリープ

日本でも海外でも使用できるように作ら
れたモデルです。

海外での保証とアフターサービス
について
●

●

もう少し眠っていたいとき
（スヌーズ機能）

MENU シャトルスイッチ
셔틀 스위치
转盘开关

LIGHT

ワールドモデルとは

1 SNOOZEボタンを押す。

HOLD

オフ

保証期間は、お買い上げ日より、日本
国内では1年間、海外では90日間で
す。
海外での修理やアフターサービスにつ
いてご不明な点は、保証書に記載の海
外ソニーサービス特約店にお問い合わ
せください。

設定した時間が過ぎると自動的に電源
が切れます。

1 RADIO ON／SLEEPボ

D

タンを押す。
「On」が点灯します。

に、
もう一度RADIO ON
／SLEEPボタンを押す。
表示窓に、
「SLEEP」
と「120」
が点灯
します。

カバー
커버
盖子

3 RADIO ON／SLEEPボ

b

タンを繰り返し押して希
望の時間を表示させる。
押すごとに次のように切り換わりま
す。

On → 120 → 90 → 60 → 30 → 15

コイン
코인
硬币

「On」に戻ると「ピピッ」と音がしま
す。
設定した時間が終了すると自動的に
電源が切れます。

4 シャトルスイッチを動か
して
「分」
を合わせ、
ENT/
BANDボタンを押す。

2 シャトルスイッチを動か
して
「D.S.T.」
を選び、
ENT/BANDボタンを
押す。
時刻表示「時」が点滅します。

「分」が確定され、アラーム時刻が設
定されます。

5 ALARM MODEスイッチ
でRADIOまたは
BUZZERを選ぶ。
ご注意
「E」が点灯しても、アラーム設定はで
きます。このとき、ALARM MODEス
イッチをRADIOに設定してもブザーが
鳴ります。

便利な機能
FM放送をステレオで聞く
には
i端子にステレオイヤーレシー
バーをつなぐと、
FM放送がステレ
オで楽しめます。
（図C-b）

カバーをスタンドにするには
（図D-a）

1 カバー前側のボタンをは
ずす。

ブザー音の種類を選択
するには

2 カバーを開いて、ラジオ本
体の底面にあるボタンに
留めスタンドにする。

ブザーは3種類
「b-1」
「b-2」
、
「b、
3」
から選べます。
ブザーの種類を
選ぶ前に音を確認することができ
ます。

1 MENUボタンを押す。
3 シャトルスイッチを動か
を表示
して表示窓に「 」
させ、
ENT/BANDボタン
を押す。
時刻がサマータイムに切り換わりま
す。

2 シャトルスイッチを動か
して
「BUZZER」
を選び、
ENT/BANDボタンを押
す。

3 シャトルスイッチを動か
して使いたいブザー音を
選び、
ENT/BANDボタン
を押す。

サマータイムを解除するには

1 MENUボタンを押す。

表示窓に表示されたときに、そのブ
ザー音が鳴りますので確認すること
ができます。
「b-3」は時間の経過と共に音の間隔
が3段階に変化します。

カバーをはずし、ラジオ本体裏面の
凹部にコインを差し込んでスタンド
にすることもできます。
（図D-b）

暗いところで時計を見るには
LIGHTボタンを押します。
表示窓
が約10秒間照明されます。
照明中
にもう一度LIGHTボタンを押す
と、
照明は消えます。

故障とお考えになる
前に
修理にお出しになる前に、もう一度
チェックしてみてください。

予約した時刻になってもラジ
オ、
ブザーが働かない。
●
●
●

2 シャトルスイッチを動か

●

時刻表示「時」が点滅します。

を消
して表示窓の「 」
し、
ENT/BANDボタンを
押す。
時刻がもとの表示に戻ります。
*サマータイム
（夏時間）とは、日照時
間を有効に使うため、夏の一定時刻
を標準より1時間進める制度です。
欧
米などで広く使われています。

ご注意
サマータイムはLOCAL時刻、WORLD
時刻それぞれについて設定することが
できます。設定する時は「LOCAL」ま
たは「WORLD」に切り換えてから操作
してください。（「WORLD時刻/
LOCAL時刻を切り換えるには」をご覧
ください。）

好みのラジオの放送局で起き
る
（WAKE UP STATION）
プリセットした局を選んで、予約した時
刻にラジオを鳴らすことができます。
FM、AM合わせて20局選ぶことができ
ます。
アラームでラジオを鳴らす場合、合わせ
た音量よりも少し大きな音が出ます。

1 MENUボタンを押す。
2 シャトルスイッチを動か
して
「WAKE UP STA」
を選び、ENT/BANDボタ
ンを押す。
「ー」が表示されている場合は、最後
に聞いていた放送局が表示されま
す。

アラームを設定する

1 MENUボタンを押す。
2 シャトルスイッチを動か
して
「ALARM」
を選び、
ENT/BANDボタンを押
す。
アラームの時刻表示「時」が点滅しま
す。

1 MENU 를 누르십시오.
2 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 "D.S.T."를 선택한
다음 ENT/BAND 를 누
르십시오.
시계의 "시간"이 점멸됩니다.

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な期
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、お買い
上げ店、テクニカルインフォメーショ
ンセンター、またはサ−ビス窓口にご
相談ください。

t최종적으로 맞춘 방송국 y AM1 y AM2
tFM10 y ••• FM1 y AM10 y ••• TR

4 듣고싶은 방송국이 표시

3 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 표시창에 " "이 나
타나면 ENT/BAND 를
누르십시오.
표시창에 서머 타임이 나타납니다.

周波数範囲

周波数ステップ

1 MENU 를 누르십시오.

FM

76〜108 MHz

0.1 MHz
（日本国内、ワールドモデル）
0.05 MHz（その他の国）

2 셔틀 스위치를 상하로 돌

●

MENUの「SP ALARM」を「On」に
する。

VOLつまみを最小にしても音
が出る。
●

アラームでラジオが鳴っている。

保証書とアフターサー
ビス
保証書
●

●

この製品には保証書が添付されていま
すので、お買い上げの際お受け取りく
ださい。
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。

87.5〜108 MHz
AM

531〜1,710 kHz
530〜1,710 kHz

9 kHz
10 kHz

려서 "D.S.T."를 선택한
다음 ENT/BAND 를 누
르십시오.
시계의 "시간"이 점멸됩니다.

スピーカー：直径2.8 cm丸型、7.2 Ω
出力端子：i（ステレオイヤーレシー
バー）端子
（φ3.5 mmステレオミニジャッ
ク）1個
実用最大出力：85 mW (JEITA*）
電源：DC 3 V、単4形乾電池2個
最大外形寸法：約106.7×63×17.2
mm（突起部含む）
約107.7×64.2×24.3 mm
（カバー付き）
（幅/高さ/奥行）
（JEITA）
質量：約87 g（本体のみ）
約153 g（乾電池、ステレオイ
ヤーレシーバー、カバー含む）
*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）
カバー（1）
ソニー単4形（R03）乾電池（2）*
取扱説明書（1）
保証書（1）*
ソニーご相談窓口のご案内（1）**
* 日本国内、ソニーワールドモデルのみ
付属
** 日本国内のみ付属
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。

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い合わせくださ
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

3 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 표시창의 " "를 지
우고 ENT/BAND 를 누
르십시오.
현행의 시각이 표시됩니다.

주파수 범위

채널 간격

设定夏令时间

87.5~108 MHz

0.1 MHz

1 按 MENU 键。

라디오는 설정된 시각에 사전설정된
방송국을 수신합니다.

AM

530~1 710 kHz
531~1 710 kHz

10 kHz
9 kHz

스테레오 헤드폰 사용중
스피커에서 알람이 나지않게
하려면

기타 국가 모델
주파수대

주파수 범위

채널 간격

FM

87.5~108 MHz

0.05 MHz

1 MENU 를 누르십시오.

AM

531~1 602 kHz
530~1 610 kHz

9 kHz
10 kHz

2 셔틀 스위치를 상하로 돌

월드 모델
주파수대

주파수 범위

채널 간격

FM

76~108 MHz

0.1 MHz

AM

531~1 710 kHz
530~1 710 kHz

9 kHz
10 kHz

3 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 "OFF"를 선택한 다
음 ENT/BAND 를 누르
십시오.

서머 타임은 로컬 타임과 월드 타임으로
제각기 설정할 수 있습니다.서머 타임
을 설정할 경우 시계에 "LOCAL" 또는
"WORLD"가 표시되도록 하십시오. "월
드 타임/로컬 타임을 변경하려면"을 참
조하십시오.

알람 설정하기
"E"이 표시되더라도 알람은 설정
할 수 있습니다.
스피커에서 알람이 나지않게 설정
을 변경시키고자 할 경우에는 "스
테레오 헤드폰 사용중 스피커에서
알람이 나지않게 하려면"을 참조
하십시오.

1 MENU 를 누르십시오.
2 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 "ALARM"을 선택한
다음 ENT/BAND 를 누
르십시오.
알람의 "시간"이 점멸됩니다.

して放送局を表示させる。
t最後に聞いていた放送局 y AM1 y AM2
R
tFM10 y･･･ FM1 y AM10 y･･･T

たらENT/BANDを押す。
設定された時刻になると選んだ局を
受信します。

ステレオイヤーレシーバー使
用時にスピーカーからアラー
ム音が出ないようにするには

1 MENUボタンを押す。
して
「SP ALARM」
を選
び、
ENT/BANDボタンを
押す。

3 シャトルスイッチを動か

3 シャトルスイッチを動か

して
「時」
を合わせ、
ENT/
BANDボタンを押す。

して
「OFF」
を選び、ENT/
BANDボタンを押す。

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。

알람이 끝난 후에는 VOL 로 맞춘 볼륨
으로 조절됩니다.

수분간 더 자고 싶을때

오.
라디오 또는 버저가 꺼졌다가 10분
후에 자동적으로 다시 소리가 납니
다.
• 이 기능이 켜져있는 동안
"ALARM
"이 점멸합니다.
• 시간이 표시(4초간)되는 동안
SNOOZE 를 누르면 설정시간이
다시 변경됩니다. 설정시간을 바
꿀 때는 SNOOZE 를 다시 누르
기 전에 현재 시간이 표시(4초간)
될 때까지 기다린 후 변경하십시
오.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

슬리핑 타이머를 설정하려면
사전설정된 시간 후에 라디오가 자동으
로 꺼지는 슬리핑 타이머를 사용하면 안
심하고 수면을 즐길 수 있습니다.

时钟的“小时”闪烁。

"시간"이 결정되고 "분"이 점멸됩니
다.

闹钟解除后，音量将变成用 VOL
旋钮所设定的音量。

3 将转盘开关转上或转下在
显示窗上显示“
ENT/BAND键。

”并按

"분"이 결정되고 알람의 시각이 설
정됩니다.

5 ALARM MODE 를
RADIO 또는 BUZZER
로 설정하십시오.
주의
"E"표시에서 알람을 설정할 수 있지만
ALARM MODE 가 RADIO 로 설정되
어 있어도 버저만 울립니다.

버저를 선택하려면
버저는 "b-1", "b-2", "b-3"의 3
종류 중에서 선택할 수 있습니다.
선택하기 전에 각 버저 소리를 확
인할 수 있습니다.

1 MENU 를 누르십시오.
2 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 "BUZZER"을 선택
한 다음 ENT/BAND 를
누르십시오.

3 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 사용하고 싶은 버저
를 선택한 다음 ENT/
BAND 를 누르십시오.
표시창에서 번호와 소리를 통해 선
택한 버저를 확인할 수 있습니다.
b-3"을 설정했을 때 버저 소리는 시
간 경과에 따라 3단계로 변화합니다.

• 打瞌睡功能开启时
”闪烁。
“ALARM
• 在显示打瞌睡时间（4 秒）
时，再按一下 SNOOZE 键改
变设定时间。要再次改变打瞌
睡的时间时，在按 SNOOZE
键之前请等待数秒钟（大约 4
秒钟），直至显示出正确的时
间。

要恢复现在时间时

1 按 MENU 键。

1 MENU 를 누르십시오.

2 셔틀 스위치를 상하로 돌
려서 "WAKE UP STA"
를 선택한 다음 ENT/
BAND 를 누르십시오.
"－"가 표시되어 있을 때는 최종적
으로 맞춘 방송국이 표시됩니다.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

2 将转盘开关转上或转下选
择“D.S.T”并按 ENT/
BAND键。
时钟的“小时”闪烁。

要设定睡眠定时器时
您可以利用内置的睡眠定时器在经过预
设的时间间隔后自动关闭收音机，使您
在欣赏收音机时入睡。

3 将转盘开关转上或转下在
显示窗上显示“
ENT/BAND键。

디자인과 사양은 예고없이 변경될 수 있
습니다.

”并按

1 按 RADIO ON/SLEEP
键。

现在时间出现在显示窗上。

“On”出现在显示窗上。

2 在显示“On”时再按一下

注

RADIO ON/SLEEP 键。

可以将当地和世界时间设定为夏令时
间。要设定夏令时间时，先设定时钟以
显示“LOCAL”或“WORLD”。参见
“要改变世界时间/当地时间时”。

“SLEEP”和“120”出现在显示窗
上。

设定闹钟
即使出现“E”，仍可以设定闹
钟。
本机的出厂设定为闹钟声音从扬声
器发出。要改变设定，请参见“使
用立体声耳机时防止闹钟声音从扬
声器发出”。

3 反复按 RADIO ON/
SLEEP 键选择所需的时
间。
每按一下 RADIO ON/SLEEP 键，
时间改变如下：

1 按 MENU 键。
2 将转盘开关转上或转下选

On → 120 → 90 → 60 → 30 → 15

择“ALARM”并按
ENT/BAND 键。

时间回到“On”时可以听到确认哔
音。
收音机的播放将持续您所设定的时
间，然后自动关闭。

표시창에 "On"이 나타납니다.

其他便利功能

2 "On"이 표시되어 있는 동
3 将转盘开关转上或转下调
整小时并按 ENT/BAND
键。

要收听立体声 FM 广播时
将立体声耳机线连接至 i 插孔。
（参见图 C-b）

“小时”确定，“分钟”闪烁。

将盖子当作支架使用
（参见图 D-a）

1 松开前盖上的按键。
2 打开盖子并装在本机底部
3 원하는 시간이 나타날 때

On → 120 → 90 → 60 → 30 → 15

的按键上使其朝上作为支
架。

4 将转盘开关转上或转下调

也可以取下盖子并将硬币插入本机背
面的凹槽处使其直立。
（参见图 D-b）

整分钟并按 ENT/BAND
键。
“分钟”确定，闹钟时间设定好了。

5 将 ALARM MODE 设定
为 RADIO 或 BUZZER。

在暗处设定时钟
按 LIGHT 键。显示窗点亮约 10 秒
钟。在显示窗点亮时再按一下
LIGHT 键，使其随即熄灭。

注
시간이 "On"으로 돌아오게 되면 확
인음이 들립니다.
설정된 시간 동안 라디오가 켜진 후
자동적으로 스위치가 꺼집니다.

그외의 편리한 기능들
FM 방송을 스테레오로 듣기
헤드폰 코드를 i 잭에 연결하십시
오.(그림 C-b)

커버를 스탠드로 사용하기
（그림 D-a 참조）

1 앞 커버의 버튼을 끌러
주십시오.

2 커버를 열어 스탠드로 세
우고 라디오 밑바닥에 버
튼을 끼우십시오.
또한 커버를 벋기고 라디오 뒷부분
의 오목한 곳에 코인을 끼워서 스탠
드로 할 수 있습니다.
(그림 D-b 참조)

即使出现“E”仍可以设定闹钟，但即
使 ALARM MODE 设定为 RADIO，也
只有蜂鸣器发出声音。

故障排除

要选择蜂鸣器时

如果进行以下检查后问题仍然存在，请就
近与 Sony 经销商联系。

可以从“b-1”、“b-2”、“b-3”
3 种蜂鸣器中选择。选择之前可以
确认各蜂鸣器的声音。

收音机或蜂鸣器不在设定时间
响起。

1 按 MENU 键。
2 将转盘开关转上或转下选
择“BUZZER”并按
ENT/BAND键。

3 将转盘开关转上或转下选
择您要使用的蜂鸣器并按
ENT/BAND键。
当蜂鸣器出现在显示窗上时会发出声
音，因此可以检查您所选的蜂鸣器类
型。
“b-3”设定时，与时间变化的同时
蜂鸣器的声音间隔以三段变化。

• 设定现在时间。
• 检查闹钟时间。
• 将 ALARM MODE 设定为 RADIO 或
BUZZER。

扬声器完全不发出声音。
• 从本机拔下立体声耳机。

蜂鸣音不从扬声器发出。
• 按 MENU 键将“SP ALARM”设定为
“On”。

即便 VOL 设定为最小，收音
机也会开启。
• 收音机闹钟开启。

어두운 곳에서 시계보기
LIGHT 를 누르십시오. 표시창이
약10초간 밝아집니다. 빨리 끌 경
우에는 표시창이 켜져있는 동안
또 다시 LIGHT 를 누르십시오.

고장 점검하기
다음 사항들을 확인한 후에도 문
제점이 있을 경우에는 가까운 소
니 판매점에 문의하십시오.

• 시계를 정확하게 맞추십시오.
• 알람의 시각을 확인하십시오.
• ALARM MODE 를 RADIO 또
는 BUZZER 로 설정하십시오.

사전설정된 방송국을 선택하여 설정된
시간에 들을 수 있습니다. 총 20개의
FM과 AM 방송국을 선택할 수 있습니
다.
라디오의 알람이 기능할 때 미리 설정된
볼륨보다 약간 큰 소리가 납니다.

收音机或蜂鸣器关闭，但 10 分钟后
自动重新响起。

누르십시오.

라디오 또는 버저가 설정된
시간에 나지 않는다.

듣고 싶은 방송을 들으며 잠
깨기
（WAKE UP STATION）

1 按 SNOOZE 键。

夏令时间出现在显示窗上。

1 RADIO ON/SLEEP 를

RADIO ON/SLEEP 를 누를 때마
다 시간은 다음과 같이 바뀝니다.

려서 분을 조절하고
ENT/BAND 를 누르십
시오.

要再多睡几分钟时

闹钟的“小时”闪烁。

까지 RADIO ON/
SLEEP 를 계속해서 누
르십시오.

4 셔틀 스위치를 상하로 돌

按 OFF 键。
启动 HOLD 功能时，按任何
键均可停止闹钟声音。
请将 ALARM MODE 开关
设定于 OFF 位置。

제공된 부속품
스테레오 헤드폰(1)
커버(1)
소니 R03(AAA 사이즈) 건전지(2)
(소니 월드모델 전용)

要关闭闹钟时

要解除闹钟时

려서 시간을 조절하고
ENT/BAND 를 누르십
시오.

それでも具合の悪いときは

保証期間中の修理は

ALARM MODE 스위치를
OFF 로 하십시오.

择“D.S.T”并按 ENT/
BAND键。

3 셔틀 스위치를 상하로 돌

この説明書をもう一度ご覧になってお調
べください。

お買い上げ店、テクニカルインフォメー
ションセンターまたはお近くのソニ−サ
−ビス窓口にご相談ください。

알람을 해제하려면

스피커:직경 약 2.8 cm 7.2 Ω
출력: i (헤드폰)잭(3.5 mm 스테레오
미니 잭)
전원 출력:85 mW(10%의 고조파 변형)
필요 전원:3.0 V DC, R03(AAA 사이
즈) 건전지 2개
외형치수:약 106.7 × 63 × 17.2 mm
(폭/높이/두께)
돌출된 부분 포함
약 107.7 × 64.2 × 24.3 mm
(폭/높이/두께)
커버 포함
중량:약 87 g 건전지, 스테레오 헤드폰,
커버 제외
약 153 g 건전지, 스테레오 헤드폰,
커버 포함

2 将转盘开关转上或转下选

표시창에 "SLEEP"와 "120"이 나타
납니다.

まずチェックを

サービスへ

4 好みの放送局が表示され

OFF 를 누르십시오.
HOLD 기능이 작동되고 있
을 때는 어느 버튼을 놀러서
도 알람을 끌 수 있습니다.

안 또 다시 RADIO
ON/SLEEP 를 누르십시
오.

調子が悪いときは

3 シャトルスイッチを動か

알람을 끄려면

1 SNOOZE 를 누르십시
주의

中文

주파수 범위:
북미, 남미 모델

FM

현행의 시각으로 되돌리려면

バンド

择“OFF”并按 ENT/
BAND键。

시간 표시:
북남미와 영국:12시간 시스템
그외 나라:24시간 시스템

주파수대

時計表示：12時間表示
（日本国内、ワールドモデル）
24時間表示（その他の国）

周波数範囲：

3 将转盘开关转上或转下选

사양

되면 ENT/BAND 버튼
을 누르십시오.

려서 "SP ALARM"을 선
택한 다음 ENT/BAND
를 누르십시오.

アフターサービス

2 シャトルスイッチを動か

「時」が確定され、
「分」の表示が点滅
します。

ステレオイヤーレシーバーをはずす。

スピーカーからブザー音が
出ない。

●

「E」
が点灯しても、
時計合わせは
できます。
工場出荷時、
ステレオイヤーレ
シーバーを差し込んでいるときで
もスピーカーからアラーム音が出
るようになっています。
設定を変えるには
「ステレオイ
ヤーレシーバー使用時にスピー
カーからアラーム音が出ないよう
にするには」
をご覧ください。

時計を正しい時刻に合わせる。
アラーム設定時刻を確認する。
アラームがOnになっていない。

スピーカーから音が出ない。

して
「D.S.T.」
を選び、
ENT/BANDボタンを押
す。

3 シャトルスイッチを動か

서머 타임 설정하기

部品の保有期間について

2「On」が点灯している間

a

1 MENUボタンを押す。

한국어

主な仕様
おやすみタイマー設定

* 国によって一部表示が異なります。
* 나라에 따라서 일부 표시가 다릅니다.
* 某些标记依国家而异。

サマータイム*を
設定する

려서 방송국을 표시하십
시오.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

OFF

SLEEP

日本語

3 셔틀 스위치를 상하로 돌

ソニーワールドモデルをお買
い上げのお客様へ

스피커에서 전혀 소리가 나
지 않는다.

规格
要在您喜欢的电台中醒来时
（WAKE UP STATION）
您可以选择一个预设的电台并在设定的
时间收听。可以选择总共 20 个 FM 和
AM 电台。
打开收音机闹钟时，其音量会比预先设
定的音量稍大。

2 将转盘开关转上或转下选

• 라디오 알람이 켜져 있습니다.

波段

频率范围

频道间隔

FM

87.5 - 108 MHz

0.1 MHz

AM

530 - 1 710 kHz
531 - 1 710 kHz

10 kHz
9 kHz

其他国家机型

择“WAKE UP STA”并
按 ENT/BAND 键。

波段

频率范围

FM

87.5 - 108 MHz

0.05 MHz

若显示“－”，则将显示您最后一次
调入的电台。

AM

531 - 1 602 kHz
530 - 1 610 kHz

9 kHz
10 kHz

频道间隔

波段

频率范围

频道间隔

FM

76 - 108 MHz

0.1 MHz

AM

531 - 1 710 kHz
530 - 1 710 kHz

9 kHz
10 kHz

世界机型

스피커에서 버저 소리가 나
지 않는다.

VOL 이 최저로 되어있어도
라디오는 켜져 있습니다.

频率范围：
北美和南美机型

1 按 MENU 键。

• 라디오의 스테레오 헤드폰을 빼십시오.

• MENU 를 눌러서 "SP ALARM"을
"On"으로 설정하십시오.

时间显示：
北美和南美和英国：12 小时制，
其他国家：24 小时制

3 将转盘开关转上或转下以
显示电台。
t您最后一次调入的电台 y AM1 y AM2
R
tFM10 y ••• FM1 y AM10 y ••• T

4 显示您喜欢的电台时，按
ENT/BAND 键。
本机在设定的时间接收预设的电台。

使用立体声耳机时防止闹钟声
音从扬声器发出

1 按 MENU 键。
2 将转盘开关转上或转下选
择“SP ALARM”并按
ENT/BAND键。

扬声器：直径约 2.8 cm，7.2 Ω
输出：i（耳机）插孔（φ3.5 mm，
立体声微型插孔）
功率输出：85 mW（于 10 ％ 谐波失真）
电源：3.0 V DC，两节 R03（AAA 尺
寸）电池
尺寸：约 106.7 × 63 × 17.2 mm（宽/高/
厚）包括突出部件和控制器
约 107.7 × 64.2 × 24.3 mm（宽/高/
厚）包括盖子
重量：约 87 g 不包括电池，耳机和盖子
约 153 g 包括电池，耳机和盖子

附件
立体声耳机（1）
盖子（1）
Sony R03（AAA 尺寸）电池（2）
（仅限于世界机型）
设计和规格若有变更，恕不另行通知。

