安全上のご注意

マルチライティングラジオ

たすかり隊

TR-SD1

取扱説明書（保証書付）

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただ
き、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止
するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みく
ださい。
■ 絵表示について

警告

この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負う可能性があることを示します。

注意

この注意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害ま
たは物的損害を負う可能性があることを示します。

行為を禁止する絵表示
禁止

水ぬれ
禁止

ぬれ手
禁止

分解・改造
禁止

行為を指示する絵表示
指示を守る

この機器の取扱いについて

● 本機の出力電圧は5Vです。他の電圧の機器を充電しないでください。
● 未使用の場合でも自己放電をします。最低3ヶ月に一度は充電してください。
● 本機の内部の電力を最後まで使い切った場合や、短絡保護機能が働いた場合は、
太陽光のみでは充電を開始しない場合があります。その場合、一度USB ACアダ
プター（市販）で充電してください。
● 充電する機器のバッテリーが完全に消耗している場合は使用しないでください。
● リチウムポリマー バッテリーには寿命があります。本機の使用時間が短くなった時
は、新しい製品をご購入ください。
● 充電の際に多少発熱しますが、異常な状態ではありません。ただし発熱が65℃を
越えた場合は使用を中止してください。
● 対象機器によってはフル充電ができない場合があります。
● 充電時間は弊社測定環境による計測値であり、保証するものではありません。
● 太陽光による充電時間は照射条件や電池残量などにより異なります。
● 充電中は対象機器を使用しないでください。充電中に使用すると、本機及び対象
機器の故障の原因となる可能性があります。
● 本製品の使用によるデータ消失および機器破損について一切の責任を負わないも
のとします。

分解・改造をしない

保

むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。

傷つけたり、破損したり、加工したりしない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となります。

暖房器具のまわり、直射日光の強いところ、炎天下の車
内など、高温になる場所で使用しない

異物が入った時は

●
●
●
●
●

3灯LEDライト
12灯LED調光機能付き、スタンドライト

ホコリや水滴から守る、防滴ケース付き
突然の停電でも見つけやすい、
蓄光素材採用
ワイドFM／AMラジオ
【注1】
充電機能（太陽光･手回し･USB）
● もしもの時も安心、
● 各種スマートフォンに充電可能【注1】
緊急事態を周囲にお知らせ
● 緊急サイレン＆ライト、
【注1】
：別途、アダプター
（市販）やコネクター
（市販）が必要な場合がございます。

●ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。
●この説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故
障した場合は、保証 規 定にしたがって無 料にて故
障の修理をさせていただきます。保証 期間はお買
い 求めになった日より1年です。次のような 場 合
には、保証期間内でも有償修理となります。
a. 本製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反
するお取り扱いによって生じた故障・損傷 の場合。
b. お買い上げ後の輸送や振動、落下、衝撃などお取扱いが不適
当なため生じた故障・損傷の場合。
c. 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害、
異常電圧や指定外の電源使用などにより生じた故障・損傷の
場合。
d. 接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障・
損傷の場合。
e. 不適当な改造、調整、部品交換などをされたことにより生じた
故障・損傷の場合。
f. 本保証書のご提示がない場合。
g. 本保証書の所定事項に未記入、あるいは字句を書き換えられて
いる場合。
h. 本保証書に販売店印のない場合。
i. バッテリーなどの消耗品は、保証の対象外となります。

販売店様へ
本保証書は、所定事項を記入して効力を発
揮するものです。必ず、お買上日・貴販売店
名・ご 住 所・電 話 番 号をご 記 入、ご 捺 印 の
上、お客様にお渡しください。
した損害について当社は一切の責任を負
いませんのでご了承ください。

本製品の故障・損傷、またはその使用中に生じた直
接または間接の損害につきましては、弊社は一切の
責任を負いかねますのでご了承ください。
この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限
するものではありません。
弊社では出張修理は対応しておりません。
保証期間経過後の修理、アフターサービスなどに
ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店または
サービス実施店へお問合せください。

廃棄処 分する時は、充電 池を分別
してください。処分方法は各自治体
または弊社へご相談ください。

置き場所について

湿気やほこりの多い場所に置かない

電源コードの被覆が溶けて、火災・感電などの事故の原因と
なります。

ペットや乳幼児の手の届く所で使用しない

お子様が使用する場合は、必ず保護者の責任においてお取り扱いください。

● 充電をする前に、必ず携帯電話およびスマートフォンその他端末のメモリーのデー
タを保存してください。予期せぬことでデータが抹消されても、弊社では責任を負
いかねます。

使用について

USB プラグ

充電用ケーブル
たすかり隊

本体

TR-SD1

取扱説明書（保証書付）

Do

wn

1年間保証

お客様

ご住所
お名前

販売店

住所
店名

お買い求めの販売店でご購入の年月日と販売店名を記入してもらってください。

loa

dm
anu
al
電話番号

ネック
防滴ケース ストラップ

スタンド

保証規定

万一、本機を落としたり、破損した場合は販売店に
ご相談ください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

micro USB
プラグ

6. 取扱説明書（保証書付）

書

お客様へ

落としたり、破損したときは

使用上のご注意

この度は弊社製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

証

本 製品の故 障、不具合などによって発 生

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない

5. 充電用ケーブル（USB→micro USB) 60cm

特長

この度は弊社製品をお買上げいただきまして、誠に
ありがとうございます。本保証書は右記の条件に従
い、下記製品に対する保証サービスをご提供申し上
げるものです。記 入事 項に記載のない保証書は無
効となりますので、記入の有無をご確認の上、記入
漏れの事項がありましたら、直ちにお買い上げの販
売店にお申し付けください。本保証書は、再発行い
たしませんので、紛失しないように大切に保管して
ください。

販売証明書貼り付け欄

特長

万一、異物や水が本機内部に入った場合は、販売店に
ご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電など
の事故の原因となります。
特にお子様やペットのいるご家庭ではご注意ください。

4. ネックストラップ

免責事項

感電の原因となることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

2. スタンド
3. 防滴ケース(完全防水ではありません）

■ 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。
■ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中
断・記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
■ 本製品の使用により生じた損害(個人的財産、個人的損失その他記憶内容の変化や消
失)に関しては、当社は一切責任を負いません。

ぬれた手で電池をさわらない

熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。

1. 本体

お手入れについて

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。本機の近く
に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。また、水
滴のかかる場所に置かないでください。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電池を抜き、相談窓口
またはお買い上げ店にご相談ください。

本機を布団などでおおった状態で使わない

本機をご使用いただく前に、すべての付属品が入っていることを
ご確認ください。

● 汚れがついた時は、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取って
ください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固
くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
● アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したりすること
があります。
● 化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きにしたがってください。
● 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させ
ると、変質したりすることがあります。

内部に水や異物を入れない

コードが破損し火災・感電などの事故の原因となります。

箱を開けたら、まず確認

（

）

お買い上げ年月日

年

電話番号

）

（

月

各部のなまえ
①ソーラーパネル

⑩ラジオ音量ボタン

②スタンドライト

⑪ラジオチューニングボタン
③緊急サイレン&フラッシュライト ⑫ラジオ切り替えボタン
④手回し発電ハンドル
⑬スタンド
⑤スタンドライト電源ボタン

⑭スピーカー

⑥ラジオ電源ランプ

⑮USB端子

⑦電池レベル表示ランプ

⑯防滴ケース

⑧LEDライト電源ボタン

⑰ネックストラップ

⑨LEDライト

③
② ⑥
⑦
⑧

日

⑨

④
⑩
①
⑪
⑫
⑮

印

機種名

TR-SD1

● スマートフォンやその他機器へ充電する際は、機器付属の純正ケーブルをご使用く
ださい。純正ケーブルでないと、充電できない場合があります。
● ソーラーパネルによる充電時は、太陽光がパネルに十分に当たるように設置してく
ださい。

⑯
⑬

1612-00095 1193

取 扱説 明書

⑰

⑭
⑤

③

内蔵電池を充電する

充電量を確かめる

ラジオを聴く

本製品使用にあたり、まず内蔵電池の充電をおこないます。

1. 電池レベル表示ランプの起動

FMラジオとAMラジオを聴くことができます。

1.USB 電源による充電
USB ACアダプター（市販）と接続し、充電を行ないます
（完全放電状態から約5時間でフル充電）。付属の充電
用ケーブル（USB→microUSB）を本機USB入力端子
とUSB ACアダプター（市販）に接続します。【注1】
充電中は電池レベル表示ランプが点灯し、現在の充電
状態をお知らせします。
本機

USB ACアダプター
（市販）

緑色部分は光を蓄えて暗い環境で淡く発光します。
【使用時間の目安】
蛍光灯の下、約20cmで1〜2時間蓄光した場合：
約4〜5時間発光

Radio: ラジオ電源ランプ
VOL＋：ラジオ音量ボタン 大
VOL−：ラジオ音量ボタン 小
＞＞：ラジオ選局ボタン 進む
＜＜：ラジオ選局ボタン 戻る
FM/AM/OFF：ラジオ切り替えボタン

充電量を確認するにはLEDライト
電源ボタンまたはラジオのボタン
をONにします。

2. 充電量の残量表示と目安
電池レベル表示ランプは4段階で
100%
表 示します。充電 量の目安は1つ
点灯で25%、2つ点灯で50%、 75%
3 つ 点 灯 で 7 5 % 、4 つ 点 灯 で 50%
100%です。また、各レベルの残
25%
量がなくなる際に表示ランプが点
滅します。

光を蓄える

１.FM または AM を選択する
ラジオ切り替えボタンを押し、FM
→AM→OFF→FM→…の順に切
り替えます。ラジオ電源ランプが
点灯します。

蓄光部分 :

FM
FM/AM/OFF

AM

OFF
FM/AM/OFF

FM/AM/OFF

2. 選局する

機器に充電する
0

5時間

約

フル充電

使用時間の目安（フル充電からの動作時間）
LEDライト
約30時間
スタンドライト 約6時間
ラジオ
約12時間
サイレン
約8時間

スマートフォンに充電できます。

USB端子に、スマートフォン付属の
充電ケーブルを接続すれば充電が開
始します。【注1】

調光機能付スタンドライトをつかう

2. ソーラーパネルによる充電

本体をスタンドにセットし、ライト
部分をお 好み の角 度に調 整しま
す。

窓際など、日差しが入る場所にソ
ーラーパネルを設置します（完全
放電状態から強い光で約18時間
でフル充電）。

２. スタンドライトを点灯する
スタンドライト電源ボタンを押す
と、12灯LEDが最も明るい状態
で点灯します。

※日差しの強さや照射角度により充
電時間は異なります。
0

18時間

【使用時間の目安】
フル充電時：約6時間

約

フル充電

３. 明るさを調整をする
スタンドライト電源ボタンの長押しで、明るさの調整がで
きます。長押しを続けると最も暗い状態で点灯します。

3. 手回し発電ハンドルによる充電

４. スタンドライトを消灯する

手回し発電ハンドルを起し、1秒間
に2回転の速度で回します（完全
放 電 状 態 から 約 5 時 間 でフル 充
電：2回転/1秒間）。ハンドルはど
ちらに回しても充電できます。

使用時間の目安（3分間、手回しした場合）
LEDライト
約15分
スタンドライト 約5分
約5分〜10分
ラジオ
サイレン
約3分

FM76.0-108.0MHｚ(ワイドFM※対応）
AM522-1656KHｚ

非常時に屋外などで使用する際に、塵やホコリ、水滴などから
本体を守ることができます。水の侵入を抑え、小雨程度の環境
でお使いいただけます。

ご注意
・長時間にわたる雨天での使用はできません。
・水中での使用はできません。
・防滴ケースは、完全な防水構造ではありません。
・防滴ケースに入れたままにすると変質する場合があるため、
長期間使用しない場合は取り出してください。

※ワイドFM（FM補完放送）とは

１. 専用スタンドにセットする

※手回し充電は、緊急時など電池が
無い場合の方法として有効です。

ラジオ選局ボタンで受信可能な放送局に合わせます。ラジオ
選局ボタンを押すと、FMラジオは0.1MHz、AMラジオは
9KHzずつ変わります。ラジオ選局ボタンを長押しすると受
信放送局をオートスキャン(自動検索）
します。オートスキャン
中はラジオ電源ランプが点滅します。

防滴ケースをつかう

スタンドライト電源ボタンを押すと、スタンドライトが消
灯します。

0

5時間

約

フル充電

LED ライトをつかう
LED ライト電源ボタンを押す
突然の停電でも本体をスタンドか
ら外し、LEDライトとして使用で
きます。3灯LED採用。
【使用時間の目安】
フル充電時：約30時間

AM放送局の放送エリアにおいて、
災害や電波障害に強いFMの周
波数を使い、
AMラジオの番組を放送することです。

使用例

3. 音量を調節する
ラジオ音量ボタンで音量を調節します。ラジオ音量ボタン
を長押ししている間は連続して音量が変化します。音声は
モノラル出力となります。
【使用時間の目安】
フル充電時：約12時間

よりはっきりした音で聞くには
内蔵アンテナのため、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
できる向きを探してください。
建物の中では電波が弱められますので、
なるべく窓際でお聞きください。

緊急サイレンを鳴らす
LED ライト電源ボタンを長押しする
LEDライト電源ボタンを長く（約1秒）押すと、緊急サイレ
ン（80db）が鳴り、フラッシュライトが点滅します。
緊急サイレンとフラッシュライトを停止するにはLEDライ
ト電源ボタンを押します。
【使用時間の目安】
フル充電時：約8時間

付属ネックストラップを
使用し首からさげた場合

ベルトに通した場合

仕様
品名

マルチライティングラジオ「たすかり隊」

型名

TR-SD1

ソーラーパネル

5V

内蔵電池

3.7V 1500mAh リチウムポリマー電池

バッテリー寿命

約500回（使用状況により変動）

ラジオ周波数

90mA

128×31mm (放射照度:100mW/cm)

FM76.0-108.0MHz（ワイドFM対応）
AM522-1656KHz

スピーカー出力

8Ω0.5W

LED 仕様

2000-2500mcd

光源寿命

約10000時間

出力電圧・電流

DC5.0V

500mA（スマートフォンへ充電）

入力電圧・電流

DC5.0V

1000mA（USBで充電）

本体重量

約285g

製品サイズ

長さ275×幅55×厚さ42mm

その他機能

LEDライト、スタンドライト（調光機能付）、
手回し充電、緊急サイレン＆フラッシュライト、
電池レベル表示ランプ、蓄光部品
防滴ケース（完全防水ではありません）

※ 製品のデザイン、
仕 様は改 良等により、
予 告なしに変 更する場合があります。

【注1】
：別途、アダプター（市販）
やコネクター（市販）が必要な場合がございます。
イラストはイメージです。

