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EN Tip: Press
JA

again to switch the
unit to standby mode.

ヒント：もう一度

を押すと、機

器がスタンバイモードに切り替
わります。

EN Listen to the iPod/iPhone/iPad
Press SOURCE repeatedly to select the DOCK source.
• To pause/resume play, press OK/
.
• To skip to a track, press PRESET +/PRESET - ( / ).
• To search during play, press and hold SET TIME (
)/ PROG/
SCAN (
) or PRESET +/PRESET - (
/
), then release to
resume normal play.

JA iPod／iPhone／iPad の音楽を聴く

EN You can only use AC power as
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SOURCE を繰り返し押して、音源としてドックを選択します。

power supply. Batteries (not
supplied) are for backup purpose.
JA 電源として使用できるのは、AC
電源のみです。
電池（別売）はバックアップ電

• 再生を一時停止／再開するには OK／
を押します。
• トラックをスキップするには PRESET +／PRESET （
/
）
を押します。
VOL

• 再生中に検索するには SET TIME（

TUNE

源となります。

ショートユーザーマニュアル

PROG
SCAN

）
または PRESET +／PRESET （
-
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PRE
SET

PROG /
SCAN

PRE
SET

）／PROG／SCAN（
/

）を押したままにし

ます。指を放すと標準再生に戻ります。

EN Store FM radio stations automatically
In tuner mode, press and hold PROG/SCAN (
seconds to activate automatic program mode.

) for more than 3

JA FM ラジオ局を自動的に記憶する
チューナーモードで、PROG/SCAN (

) を 3 秒以上押し続けて自動

プログラムモードに切り替えます。

TUNE

VOL

AL 1

SNOOZE
BRIGHTNESS

AL 2

EN 1 In standby mode, press and hold SET TIME (
) for 3 seconds.
2 Press TUNE+/TUNE- (
/ ) to select the 12/24 hour format.

PROG
SCAN

EN Store FM radio stations manually
1 Tune to a radio station.
2 Press PROG/SCAN (
) to activate the program mode.
3 Press PRESET +/PRESET - (
/
) to select a number.
4 Press OK/
to confirm.
5 Repeat the above steps to program other stations.
JA FM ラジオ局を手動で記憶させる
1 ラジオ局にチューニングします。
2 PROG/SCAN (
) を押してプログラムモードに切り替えます。
3 PRESET +/PRESET - (
/
) を押して番号を選択します。
4 OK/
を押して確定します。
5 上記の手順を繰り返して、他のラジオ局を設定します。

3
4
5
6

Press OK/
to confirm.
Press TUNE+/TUNE- (
/
) to set the hour.
Press OK/
to confirm.
Repeat steps 4-5 to set the minute, day, month, and year.

JA 1 スタンバイモードで、SET TIME（

）を 3 秒間押し続けます。
2 TUNE+/TUNE-（ / ）を押して 12 時間形式または 24 時間形
式を選択します。
3 OK/
を押して確定します。
4 TUNE+/TUNE-（ / ）を押して時間を設定します。
5 OK/
を押して確定します。
6 手順 4～5 を繰り返して、分、
日、
月、年を設定します。

AUDIO IN
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警告
•
•
•
•
•

機器のケーシングは絶対に取り外さないでください。
機器のどの部分にも絶対に潤滑剤を塗らないでください。
機器は他の電子機器の上に絶対に置かないでください。
機器は直射日光、裸火、熱から離して置いてください。
機器を電源から切断するために、電源コード、
プラグ、
アダプターに手が届きやすいようにしておい
てください。

通知
Philips Consumer Lifestyle によって明示的に承認された場合を除き、
この機器に変更または改
変を加えた場合は、
この機器を操作するための権限が無効になる可能性があります。
ご使用の製品は、純度の高い素材と材質を使用してデザインおよび製造されたもので、
リサ
イクルと再利用が可能です。
このような製品を家庭のゴミと一緒に捨てることがないようにご注意ください。お住まいの
地域での電気製品および電池の分別収集ルールを確認してください。製品および電池を分
別収集することにより、環境と健康への潜在的なマイナス要因が削減されます。
ご使用の製品には電池が含まれており、一般の家庭ゴミと一緒に捨てることはできません。
お住まいの地域での電池の分別収集ルールを確認してください。電池を分別収集すること
により、環境と健康への潜在的なマイナス要因が削減されます。
お住まいの地域のリサイクルセンターについて詳しくは、www.recycle.philips.com を参照して
ください。
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EN Make sure that you have set the clock correctly.

AL 1

1
2
3
4

AL 2

Press and hold AL1/AL2 for 3 seconds.
Press TUNE+/TUNE- ( / ) to set the hour.
Press OK/
to confirm.
Repeat steps 2-3 to set the minute, select when to ring the alarm, choose
alarm sound source, and set alarm volume.

JA 時計が正しく設定されていることを確認してください。

EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.

AL1／AL2 を 3 秒間押し続けます。
TUNE+／TUNE-（
OK／

/

環境に関する情報
本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。当社では、梱包材をダンボール（
箱）、発泡スチロール（緩衝材）、ポリエチレン（袋、保護発泡シート）の 3 種類の素材ごとに簡
単に分類できるように、努力を払っています。
システムは、
リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利
用できるようになっています。梱包材、使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法について
は、お住まいの地域の廃棄手順に従ってください。

JA

ユーザーマニュアルの完全版をダウンロードするには
www.philips.com/support にアクセスしてください。

）を押して時間を設定します。

を押して確定します。

手順 2～3 を繰り返して分を設定し、
アラームが鳴る時刻を選択して、
ア

EN When the system is turned on, press it to select the sleep timer period.

「Made for iPod」、
「Made for iPhone」、
「Made for iPad」は、各電子アクセサリが iPod、iPhone、
ま
たは iPad に接続されるよう設計されており、Apple の定める性能基準を満たしていることが
開発者によって保障されていることを示します。Apple はこの装置の操作および安全および
規制基準への遵守に関する責任を負いません。この製品を iPod、iPhone、
または iPad で使用
する場合、
ワイヤレス性能に影響することがあります。
iPod および iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPad は
Apple Inc. の商標です。

ラームの音源を選び、
アラームの音量を設定します。

When [OFF] (off) is displayed, the sleep timer is deactivated.

JA システムの電源がオンの状態で、スヌーズを押してスリープタイマーの時間
を選択します。
[OFF]（オフ）が表示される場合は、
スリープタイマーが無効になっています。

クラス II 機器シンボル：

EN
Safety
Know these safety symbols

l

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus
has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has
been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to
rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
m Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury,
property damage, or damage to the unit:
• Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
• Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
• Remove batteries when the unit is not used for a long time.
• Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat
such as sunshine, fire or the like.
n Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
o Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted
candles).
p Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the
disconnect device shall remain readily operable.

Warning
This ‘bolt of lightning’ indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock.
For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.
The ‘exclamation point’ calls attention to features for which you should read the enclosed literature
closely to prevent operating and maintenance problems.
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to
rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.
CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

Important Safety Instructions
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s
instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other
apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs,
convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
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••
••
••
••
••

Never remove the casing of this apparatus.
Never lubricate any part of this apparatus.
Never place this apparatus on other electrical equipment.
Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect the apparatus
from the power.

Notice

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips
Consumer Lifestyle may void the user’s authority to operate the equipment.
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can
be recycled and reused.
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local
rules on the separate collection of electrical and electronic products and batteries. The correct
disposal of these products helps prevent potentially negative consequences on the environment and
human health.
Your product contains batteries, which cannot be disposed of with normal household waste.
Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal
of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.
Please visit www.recycle.philips.com for additional information on a recycling center in your area.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate
into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective
foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized
company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials,
exhausted batteries and old equipment.

Speakers

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has
been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by
the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a
trademark of Apple Inc.
Class II equipment symbol:

Speaker Impedance

4 ohm

Speaker Driver

58mm full range

Sensitivity

83dB/1m/1W

安全上の重要な情報

General information
AC power

100V~,50/60Hz

Operation Power Consumption

30 W

Standby Power Consumption (clock display)

<1 W

Dimensions
- Main Unit (W x H x D)

260 x 137 x 185 mm

Weight (Main unit, without packing)

1.13 kg

CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.

•• The type plate is located on the bottom of the unit.

安全上の注意

Specifications

a 以下の指示をお読みください。
b 以下の指示に従ってください。
c すべての警告に注意してください。
d すべての指示に従ってください。
e 機器を水の近くで使用しないでください。
f 必ず乾いた布で拭いてください。
g 通気口を塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
h ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他の発熱する機器（アンプを含む）な
i

AJ

Note

警告：火災や感電の危険性をなくすため、
機器を雨や湿気にさらさないようにしてください。
また、花瓶など、液体が入った物をこの機
器の上に置かなでください。
注意：感電を防ぐため、
プラグの幅広ブレードを幅広スロットにしっかりと差し込んでくださ
い。

j
k
l

安全に関するマーク

Amplifier
Total output power

2 x 3W RMS

Frequency Response

80Hz-16kHz ±3dB

Signal to Noise Ratio

≥ 67dBA

Aux Input (Audio in)

600mV RMS 22kohm

m
•

FM
Tuning Range

FM 87.5 - 108 MHz

Tuning grid

50 KHz

- Mono, 26dB S/N Ratio
- Stereo, 46dB S/N Ratio

<22 dBf
<43 dBf

Search Sensitivity

<28 dBf

Total Harmonic Distortion

<2%

Signal to Noise Ratio

>50 dB

稲妻のマークは、
ご使用の機器に使われている非絶縁素材が感電の原因になる可能性があ
ることを示しています。ご家庭内で安全にご使用いただくために、製品のカバーは取り外さ
ないでください。
感嘆符のマークは、注意が必要な機能を示しています。操作時およびお手入れ時に問題が発
生しないように、付属の説明書をよくお読みください。

n
o
p

ど、熱源のそばに設置しないでください。
電源コードを踏んだり挟んだりしないようにしてください。特に、
プラグ部分、
コンセン
ト部分、機器との接続部分は注意してください。
製造元によって指定されている付属品／アクセサリー以外は使用しないでください。
雷雨の際または長期間使用しない場合は、機器の電源プラグを抜いてください。
修理は資格のある修理担当者に依頼してください。機器が何らかの損傷を受けた場合
は修理が必要です。
これには、電源コードまたはプラグの損傷、液漏れ、何らかの物体
が機器内に混入した、機器が雨や湿気にさらされた、正常に動作しない、機器を落とし
た、などが含まれます。
バッテリー使用上の注意：怪我、物品の損傷、機器の破損を招くバッテリーの液漏れを
防止するために、次の点に注意してください。
すべての電池を正しく装着してください（機器に示されているとおりに＋／－を装着し
てください）。
• 新しい電池と古い電池、カーボン電池とアルカリ電池など、電池を混ぜて使用しな
いでください。
• 機器を長期間にわたって使用し
ない場合は、電池を取り外してく
ださい。
• 電池（バッテリーパック、または装着されている電池）を、日光や炎など過度の熱に
さらさないでください。
機器に水滴がかかったり水跳ねしたりしないようにしてください。
危険性のある物体を機器の上に置かないでください（液体の入った物、火が点いたキ
ャンドルなど）。
電源プラグまたは電源接続器を断路装置として使用している場合、断路装置はすぐに
動作可能な状態にしておいてください。

クラス II 機器は、二重絶縁が講じられており、保護用接地の手段を持っていません。

注
• タイププレートは機器の底面にあります。

仕様
アンプ
総出力

3 W RMS x 2

周波数特性

80Hz～16kHz ±3dB

信号対雑音比（SN 比）

≥ 67 dBA

補助入力（オーディオ入力）

600 mV RMS 22 kohm

FM
チューニング範囲

FM 87.5～
108 MHz

チューニンググリッド

50 KHz

- モノラル、26dB S/N 比
- ステレオ、46dB S/N 比

< 22 dBf
< 43 dBf

サーチ感度

< 28 dBf

全高調波歪み

<2%

信号対雑音比（SN 比）

>50 dB

スピーカー
スピーカーインピーダンス

4 ohm

スピーカードライバー

58 mm フルレンジ

感度

83 dB／1 m／1 W

一般情報
AC 電源

100 V～、50／60 Hz

操作時消費電力

30 W

スタンバイモード時消費電力（時計表示）

< 1W
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