
65.665

表　377×129mm

裏　377×129mm

■電源 USB2.0バスパワーにより給電
■動作環境 USB2.0ポートを標準搭載した
 デスクトップ、ノートパソコン
■対応OS Windows XP、Vista 
 ※ソフト・インストール時にCDドライブが必要となります。

■ファイル形式 WAV（ビットレート　705kbps、オーディオ形式　PCM)
■FMチューナー 日本：76.0～90.0Hz
 海外：87.5～108.0Hz
■付属品 本体、ソフトCD-ROM、説明書
■ご注意 ※ご使用の場所、環境により、
 電波が入りにくい場合がございます。
■本体重量 14ｇ
■サイズ 77 × 24.4 × 9.5 mm

●日本のチューナー（76～90Hz）の他に、
　ヨーロッパ、北米対応（87.5～108Hz）
　海外でもお使いいただけます！
●一回、複数日、毎週など様々な予約録音可能！
　最大10個まで作成可能です！
●高性能ビルトインアンテナ！
●プラグアンドプレイ、USBポートに接続する
　だけ、シンプルな付属ソフトで簡単操作！

※FMのみでAMには対応しておりません。

※ ミュート状態では、PCからのリアルタイム再生は無音となりますが、録音中の場合、
録音ファイルは音量設定通りに録音され、無音にはなりません。

※ ドキュメントフォルダ内の
USB FM RADIOに保存されます。

※ 重複した時間の
　予約録音はできません

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施い
たしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたし
ます。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。
※本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責をを
負いません。

サンコー株式会社 サポート部 
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-16 長坂第一ビル３F
TEL 03-5846-7813 FAX 03-5846-7814　E-mail support@thanko.jp　URL http://thanko.jp/　

USB FM RADIO

6ケ月間
※販売店名、お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。サポートについて

不具合と思われる症状が発生した場合などは、下記のＱ＆Ａページをご確認ください。
サンコーサポートページ ： http://thanko.jp/support/

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改善されない場合は、
■メールでのお問い合わせ

サポートセンターメールアドレス ： support@thanko.jp
◇電話でのお問い合わせ
基本的にメールでのお問い合わせ対応となります。電話でのお問い合わせは迅速にご対応できない場合があります、
ご了承ください。

［製品サービス保証書］

※お買い上げ日 年 月 日

お買い上げ日より保 証 期 間

ふ り が な

※販 売 店

御 氏 名

御 住 所

電話番号　　　　（　　　　　）

〒
E - Mail

シリアル番号 なし

製 品 名

ご連絡不要で、修理・初期不良対応させて頂きます。
詳しくは下記ページをご覧下さい。

http://thanko.jp/repair

一回、複数日、毎週など予約録音可能

音量調整
ダイレクト選局バー

周波数

シーク＆チューニング
ボタン

アンテナ
受信感度

お好みの局を
プリセット可能

日本　76.0～90.0Hz
海外　87.5～108.0Hz
対応！

パソコンに差し込めば、予約録音が可能なラジオに早変わり！商品紹介

インストール

ソフト起動

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がござい
ます。ダウンロードページをご確認ください。http://thanko.jp/download/

USB FM RADIO

型番：FMRADIO2

わずか14ｇ

USB接続FMラジオ

使いやすい専用日本語ソフトが付属！
オーディオケーブルが不要で本体を接続するだけ
1回・複数日・毎週など様々な予約が可能！

USB FM RADIO

4 560176 108253

●音量調整バー
スライドバーで音量を調整できます

●プリセット
お好みの周波数（局）を
セットできます

●プリセットボタン
お好みの周波数（局）を
視聴してセットボタンで
登録できます

●ミュートボタン
音量をON/OFFにできます

●ダイレクト選局バー
周波数をマウスで直接指
定できます

●周波数表示部
●電波感度表示部
電波の強さを表示します

●チューニングボタン
周波数を0.05MHzづつ
調整できます ●シークボタン

オートシークでき
ます（一定以上
の電波の強さを
自動検知）

●アンテナ受信
　感度表示

●SCHボタン
（スケジュール録音）

●録音ボタン
リスニング中の放送を
録音できます

●閉じるボタン
ソフトウェアを終了します

●最小化ボタン
画面右下のタスクバーにアイコン化します。
アイコンをダブルクリックでウインドウに戻ります

●エリア選択
日本　76.0～90.0Hz
海外　87.5～108.0Hz
を選択できます ●スケジュール

1回スケジュール
複数日スケジュール
毎週スケジュール
を選択できます

●開始時間
録音開始時間を設定
して下さい

●追加
追加ボタンで設定を
スケジュール欄に追加して
下さい●スケジュール欄

追加ボタンでスケジュール
欄に予約録音が追加
されます

●継続時間
録音時間を設定
して下さい

●開始
録音日時を設定
して下さい

●チャンネル番号
局をプリセットしてチャンネル
番号で指定して下さい

●ファイル名
保存ファイル名を
指定して下さい

●シャットダウン
自動的にPCをシャットダウン
する場合はチェックをつけて
下さい。
※予約録音時間にPCの電源をONにしておいてください。

●保存
予約設定が終わりましたら、
必ずスケジュール設定を
保存して下さい

■付属CD内の、「Setup（.exe）」ファイルアイコンをダブルクリックして、セットアップの言語（日本語）を選択し、インストー
ラーを起動し、画面の指示に従って、コンピュータへのアプリケーションソフトのインストールを行って下さい。（Vistaの場合
はユーザーアカウント制御を許可して進めてください）

■デスクトップの、「USB FM Radio」ファイルアイコンをダブルクリックもしくはスタートメニューのすべてのプログラムの
USB FM RADIO フォルダの中の「USB FM RADIO」を選択して、ソフトを起動して下さい。
機器選択画面がでますので、無線受信機（本製品）を選択して接続ボタンを押して下さい。

ウインドウ説明 予約録音設定
■ソフトウェアウインドウが開きます。
　お使い方は右下図をご覧下さい。

■SCH（スケジュール録音）ボタンを押すとスケジュールエディタウインドウが開きます。

保存場所
■録音ボタンを押すとSave Sound Fileウインドウが開きます。
保存場所とファイル名を設定後、録音が開始されます。
もう一度押すと保存し録音を終了します。

■本製品は、FMラジオの番組をリアルタイム録音したり、予約録音することができるUSB接続型のインテリジェントラジオです。
ラジオをリアルタイムで聴けない方も、お気に入りの番組を予約録音しておいて、お好みの時間に楽しんでいただくことができ
ます。

■ハードウェアの接続
キャップを外し、USB FM RADIOのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。「USBオーディオデバイス」とし
て認識します。

※録音ファイル形式　WAV（ビットレート　705kbps、オーディオ形式　PCM)
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録音ファイルは音量設定通りに録音され、無音にはなりません。

※ ドキュメントフォルダ内の
USB FM RADIOに保存されます。

※ 重複した時間の
　予約録音はできません

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施い
たしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたし
ます。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。
※本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責をを
負いません。

サンコー株式会社 サポート部 
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-16 長坂第一ビル３F
TEL 03-5846-7813 FAX 03-5846-7814　E-mail support@thanko.jp　URL http://thanko.jp/　

USB FM RADIO

6ケ月間
※販売店名、お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。サポートについて

不具合と思われる症状が発生した場合などは、下記のＱ＆Ａページをご確認ください。
サンコーサポートページ ： http://thanko.jp/support/

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改善されない場合は、
■メールでのお問い合わせ

サポートセンターメールアドレス ： support@thanko.jp
◇電話でのお問い合わせ
基本的にメールでのお問い合わせ対応となります。電話でのお問い合わせは迅速にご対応できない場合があります、
ご了承ください。

［製品サービス保証書］

※お買い上げ日 年 月 日

お買い上げ日より保 証 期 間

ふ り が な

※販 売 店

御 氏 名

御 住 所

電話番号　　　　（　　　　　）

〒
E - Mail

シリアル番号 なし

製 品 名

ご連絡不要で、修理・初期不良対応させて頂きます。
詳しくは下記ページをご覧下さい。

http://thanko.jp/repair

一回、複数日、毎週など予約録音可能

音量調整
ダイレクト選局バー

周波数

シーク＆チューニング
ボタン

アンテナ
受信感度

お好みの局を
プリセット可能

日本　76.0～90.0Hz
海外　87.5～108.0Hz
対応！

パソコンに差し込めば、予約録音が可能なラジオに早変わり！商品紹介

インストール

ソフト起動

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がござい
ます。ダウンロードページをご確認ください。http://thanko.jp/download/

USB FM RADIO

型番：FMRADIO2

わずか14ｇ

USB接続FMラジオ

使いやすい専用日本語ソフトが付属！
オーディオケーブルが不要で本体を接続するだけ
1回・複数日・毎週など様々な予約が可能！

USB FM RADIO

4 560176 108253

●音量調整バー
スライドバーで音量を調整できます

●プリセット
お好みの周波数（局）を
セットできます

●プリセットボタン
お好みの周波数（局）を
視聴してセットボタンで
登録できます

●ミュートボタン
音量をON/OFFにできます

●ダイレクト選局バー
周波数をマウスで直接指
定できます

●周波数表示部
●電波感度表示部
電波の強さを表示します

●チューニングボタン
周波数を0.05MHzづつ
調整できます ●シークボタン

オートシークでき
ます（一定以上
の電波の強さを
自動検知）

●アンテナ受信
　感度表示

●SCHボタン
（スケジュール録音）

●録音ボタン
リスニング中の放送を
録音できます

●閉じるボタン
ソフトウェアを終了します

●最小化ボタン
画面右下のタスクバーにアイコン化します。
アイコンをダブルクリックでウインドウに戻ります

●エリア選択
日本　76.0～90.0Hz
海外　87.5～108.0Hz
を選択できます ●スケジュール

1回スケジュール
複数日スケジュール
毎週スケジュール
を選択できます

●開始時間
録音開始時間を設定
して下さい

●追加
追加ボタンで設定を
スケジュール欄に追加して
下さい●スケジュール欄

追加ボタンでスケジュール
欄に予約録音が追加
されます

●継続時間
録音時間を設定
して下さい

●開始
録音日時を設定
して下さい

●チャンネル番号
局をプリセットしてチャンネル
番号で指定して下さい

●ファイル名
保存ファイル名を
指定して下さい

●シャットダウン
自動的にPCをシャットダウン
する場合はチェックをつけて
下さい。
※予約録音時間にPCの電源をONにしておいてください。

●保存
予約設定が終わりましたら、
必ずスケジュール設定を
保存して下さい

■付属CD内の、「Setup（.exe）」ファイルアイコンをダブルクリックして、セットアップの言語（日本語）を選択し、インストー
ラーを起動し、画面の指示に従って、コンピュータへのアプリケーションソフトのインストールを行って下さい。（Vistaの場合
はユーザーアカウント制御を許可して進めてください）

■デスクトップの、「USB FM Radio」ファイルアイコンをダブルクリックもしくはスタートメニューのすべてのプログラムの
USB FM RADIO フォルダの中の「USB FM RADIO」を選択して、ソフトを起動して下さい。
機器選択画面がでますので、無線受信機（本製品）を選択して接続ボタンを押して下さい。

ウインドウ説明 予約録音設定
■ソフトウェアウインドウが開きます。
　お使い方は右下図をご覧下さい。

■SCH（スケジュール録音）ボタンを押すとスケジュールエディタウインドウが開きます。

保存場所
■録音ボタンを押すとSave Sound Fileウインドウが開きます。
保存場所とファイル名を設定後、録音が開始されます。
もう一度押すと保存し録音を終了します。

■本製品は、FMラジオの番組をリアルタイム録音したり、予約録音することができるUSB接続型のインテリジェントラジオです。
ラジオをリアルタイムで聴けない方も、お気に入りの番組を予約録音しておいて、お好みの時間に楽しんでいただくことができ
ます。

■ハードウェアの接続
キャップを外し、USB FM RADIOのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。「USBオーディオデバイス」とし
て認識します。

※録音ファイル形式　WAV（ビットレート　705kbps、オーディオ形式　PCM)



65.665

表　377×129mm

裏　377×129mm

■電源 USB2.0バスパワーにより給電
■動作環境 USB2.0ポートを標準搭載した
 デスクトップ、ノートパソコン
■対応OS Windows XP、Vista 
 ※ソフト・インストール時にCDドライブが必要となります。

■ファイル形式 WAV（ビットレート　705kbps、オーディオ形式　PCM)
■FMチューナー 日本：76.0～90.0Hz
 海外：87.5～108.0Hz
■付属品 本体、ソフトCD-ROM、説明書
■ご注意 ※ご使用の場所、環境により、
 電波が入りにくい場合がございます。
■本体重量 14ｇ
■サイズ 77 × 24.4 × 9.5 mm

●日本のチューナー（76～90Hz）の他に、
　ヨーロッパ、北米対応（87.5～108Hz）
　海外でもお使いいただけます！
●一回、複数日、毎週など様々な予約録音可能！
　最大10個まで作成可能です！
●高性能ビルトインアンテナ！
●プラグアンドプレイ、USBポートに接続する
　だけ、シンプルな付属ソフトで簡単操作！

※FMのみでAMには対応しておりません。

※ ミュート状態では、PCからのリアルタイム再生は無音となりますが、録音中の場合、
録音ファイルは音量設定通りに録音され、無音にはなりません。

※ ドキュメントフォルダ内の
USB FM RADIOに保存されます。

※ 重複した時間の
　予約録音はできません

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施い
たしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたし
ます。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。
※本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責をを
負いません。

サンコー株式会社 サポート部 
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-16 長坂第一ビル３F
TEL 03-5846-7813 FAX 03-5846-7814　E-mail support@thanko.jp　URL http://thanko.jp/　

USB FM RADIO

6ケ月間
※販売店名、お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。サポートについて

不具合と思われる症状が発生した場合などは、下記のＱ＆Ａページをご確認ください。
サンコーサポートページ ： http://thanko.jp/support/

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改善されない場合は、
■メールでのお問い合わせ

サポートセンターメールアドレス ： support@thanko.jp
◇電話でのお問い合わせ
基本的にメールでのお問い合わせ対応となります。電話でのお問い合わせは迅速にご対応できない場合があります、
ご了承ください。

［製品サービス保証書］

※お買い上げ日 年 月 日

お買い上げ日より保 証 期 間

ふ り が な

※販 売 店

御 氏 名

御 住 所

電話番号　　　　（　　　　　）

〒
E - Mail

シリアル番号 なし

製 品 名

ご連絡不要で、修理・初期不良対応させて頂きます。
詳しくは下記ページをご覧下さい。

http://thanko.jp/repair

一回、複数日、毎週など予約録音可能

音量調整
ダイレクト選局バー

周波数

シーク＆チューニング
ボタン

アンテナ
受信感度

お好みの局を
プリセット可能

日本　76.0～90.0Hz
海外　87.5～108.0Hz
対応！

パソコンに差し込めば、予約録音が可能なラジオに早変わり！商品紹介

インストール

ソフト起動

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がござい
ます。ダウンロードページをご確認ください。http://thanko.jp/download/

USB FM RADIO

型番：FMRADIO2

わずか14ｇ

USB接続FMラジオ

使いやすい専用日本語ソフトが付属！
オーディオケーブルが不要で本体を接続するだけ
1回・複数日・毎週など様々な予約が可能！

USB FM RADIO

4 560176 108253

●音量調整バー
スライドバーで音量を調整できます

●プリセット
お好みの周波数（局）を
セットできます

●プリセットボタン
お好みの周波数（局）を
視聴してセットボタンで
登録できます

●ミュートボタン
音量をON/OFFにできます

●ダイレクト選局バー
周波数をマウスで直接指
定できます

●周波数表示部
●電波感度表示部
電波の強さを表示します

●チューニングボタン
周波数を0.05MHzづつ
調整できます ●シークボタン

オートシークでき
ます（一定以上
の電波の強さを
自動検知）

●アンテナ受信
　感度表示

●SCHボタン
（スケジュール録音）

●録音ボタン
リスニング中の放送を
録音できます

●閉じるボタン
ソフトウェアを終了します

●最小化ボタン
画面右下のタスクバーにアイコン化します。
アイコンをダブルクリックでウインドウに戻ります

●エリア選択
日本　76.0～90.0Hz
海外　87.5～108.0Hz
を選択できます ●スケジュール

1回スケジュール
複数日スケジュール
毎週スケジュール
を選択できます

●開始時間
録音開始時間を設定
して下さい

●追加
追加ボタンで設定を
スケジュール欄に追加して
下さい●スケジュール欄

追加ボタンでスケジュール
欄に予約録音が追加
されます

●継続時間
録音時間を設定
して下さい

●開始
録音日時を設定
して下さい

●チャンネル番号
局をプリセットしてチャンネル
番号で指定して下さい

●ファイル名
保存ファイル名を
指定して下さい

●シャットダウン
自動的にPCをシャットダウン
する場合はチェックをつけて
下さい。
※予約録音時間にPCの電源をONにしておいてください。

●保存
予約設定が終わりましたら、
必ずスケジュール設定を
保存して下さい

■付属CD内の、「Setup（.exe）」ファイルアイコンをダブルクリックして、セットアップの言語（日本語）を選択し、インストー
ラーを起動し、画面の指示に従って、コンピュータへのアプリケーションソフトのインストールを行って下さい。（Vistaの場合
はユーザーアカウント制御を許可して進めてください）

■デスクトップの、「USB FM Radio」ファイルアイコンをダブルクリックもしくはスタートメニューのすべてのプログラムの
USB FM RADIO フォルダの中の「USB FM RADIO」を選択して、ソフトを起動して下さい。
機器選択画面がでますので、無線受信機（本製品）を選択して接続ボタンを押して下さい。

ウインドウ説明 予約録音設定
■ソフトウェアウインドウが開きます。
　お使い方は右下図をご覧下さい。

■SCH（スケジュール録音）ボタンを押すとスケジュールエディタウインドウが開きます。

保存場所
■録音ボタンを押すとSave Sound Fileウインドウが開きます。
保存場所とファイル名を設定後、録音が開始されます。
もう一度押すと保存し録音を終了します。

■本製品は、FMラジオの番組をリアルタイム録音したり、予約録音することができるUSB接続型のインテリジェントラジオです。
ラジオをリアルタイムで聴けない方も、お気に入りの番組を予約録音しておいて、お好みの時間に楽しんでいただくことができ
ます。

■ハードウェアの接続
キャップを外し、USB FM RADIOのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。「USBオーディオデバイス」とし
て認識します。

※録音ファイル形式　WAV（ビットレート　705kbps、オーディオ形式　PCM)



65.665

表　377×129mm

裏　377×129mm

■電源 USB2.0バスパワーにより給電
■動作環境 USB2.0ポートを標準搭載した
 デスクトップ、ノートパソコン
■対応OS Windows XP、Vista 
 ※ソフト・インストール時にCDドライブが必要となります。

■ファイル形式 WAV（ビットレート　705kbps、オーディオ形式　PCM)
■FMチューナー 日本：76.0～90.0Hz
 海外：87.5～108.0Hz
■付属品 本体、ソフトCD-ROM、説明書
■ご注意 ※ご使用の場所、環境により、
 電波が入りにくい場合がございます。
■本体重量 14ｇ
■サイズ 77 × 24.4 × 9.5 mm

●日本のチューナー（76～90Hz）の他に、
　ヨーロッパ、北米対応（87.5～108Hz）
　海外でもお使いいただけます！
●一回、複数日、毎週など様々な予約録音可能！
　最大10個まで作成可能です！
●高性能ビルトインアンテナ！
●プラグアンドプレイ、USBポートに接続する
　だけ、シンプルな付属ソフトで簡単操作！

※FMのみでAMには対応しておりません。

※ ミュート状態では、PCからのリアルタイム再生は無音となりますが、録音中の場合、
録音ファイルは音量設定通りに録音され、無音にはなりません。

※ ドキュメントフォルダ内の
USB FM RADIOに保存されます。

※ 重複した時間の
　予約録音はできません

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施い
たしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたし
ます。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。
※本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責をを
負いません。

サンコー株式会社 サポート部 
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-16 長坂第一ビル３F
TEL 03-5846-7813 FAX 03-5846-7814　E-mail support@thanko.jp　URL http://thanko.jp/　

USB FM RADIO

6ケ月間
※販売店名、お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。サポートについて

不具合と思われる症状が発生した場合などは、下記のＱ＆Ａページをご確認ください。
サンコーサポートページ ： http://thanko.jp/support/

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改善されない場合は、
■メールでのお問い合わせ

サポートセンターメールアドレス ： support@thanko.jp
◇電話でのお問い合わせ
基本的にメールでのお問い合わせ対応となります。電話でのお問い合わせは迅速にご対応できない場合があります、
ご了承ください。

［製品サービス保証書］

※お買い上げ日 年 月 日

お買い上げ日より保 証 期 間

ふ り が な

※販 売 店

御 氏 名

御 住 所

電話番号　　　　（　　　　　）

〒
E - Mail

シリアル番号 なし

製 品 名

ご連絡不要で、修理・初期不良対応させて頂きます。
詳しくは下記ページをご覧下さい。

http://thanko.jp/repair

一回、複数日、毎週など予約録音可能

音量調整
ダイレクト選局バー

周波数

シーク＆チューニング
ボタン

アンテナ
受信感度

お好みの局を
プリセット可能

日本　76.0～90.0Hz
海外　87.5～108.0Hz
対応！

パソコンに差し込めば、予約録音が可能なラジオに早変わり！商品紹介

インストール

ソフト起動

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がござい
ます。ダウンロードページをご確認ください。http://thanko.jp/download/

USB FM RADIO

型番：FMRADIO2

わずか14ｇ

USB接続FMラジオ

使いやすい専用日本語ソフトが付属！
オーディオケーブルが不要で本体を接続するだけ
1回・複数日・毎週など様々な予約が可能！

USB FM RADIO

4 560176 108253

●音量調整バー
スライドバーで音量を調整できます

●プリセット
お好みの周波数（局）を
セットできます

●プリセットボタン
お好みの周波数（局）を
視聴してセットボタンで
登録できます

●ミュートボタン
音量をON/OFFにできます

●ダイレクト選局バー
周波数をマウスで直接指
定できます

●周波数表示部
●電波感度表示部
電波の強さを表示します

●チューニングボタン
周波数を0.05MHzづつ
調整できます ●シークボタン

オートシークでき
ます（一定以上
の電波の強さを
自動検知）

●アンテナ受信
　感度表示

●SCHボタン
（スケジュール録音）

●録音ボタン
リスニング中の放送を
録音できます

●閉じるボタン
ソフトウェアを終了します

●最小化ボタン
画面右下のタスクバーにアイコン化します。
アイコンをダブルクリックでウインドウに戻ります

●エリア選択
日本　76.0～90.0Hz
海外　87.5～108.0Hz
を選択できます ●スケジュール

1回スケジュール
複数日スケジュール
毎週スケジュール
を選択できます

●開始時間
録音開始時間を設定
して下さい

●追加
追加ボタンで設定を
スケジュール欄に追加して
下さい●スケジュール欄

追加ボタンでスケジュール
欄に予約録音が追加
されます

●継続時間
録音時間を設定
して下さい

●開始
録音日時を設定
して下さい

●チャンネル番号
局をプリセットしてチャンネル
番号で指定して下さい

●ファイル名
保存ファイル名を
指定して下さい

●シャットダウン
自動的にPCをシャットダウン
する場合はチェックをつけて
下さい。
※予約録音時間にPCの電源をONにしておいてください。

●保存
予約設定が終わりましたら、
必ずスケジュール設定を
保存して下さい

■付属CD内の、「Setup（.exe）」ファイルアイコンをダブルクリックして、セットアップの言語（日本語）を選択し、インストー
ラーを起動し、画面の指示に従って、コンピュータへのアプリケーションソフトのインストールを行って下さい。（Vistaの場合
はユーザーアカウント制御を許可して進めてください）

■デスクトップの、「USB FM Radio」ファイルアイコンをダブルクリックもしくはスタートメニューのすべてのプログラムの
USB FM RADIO フォルダの中の「USB FM RADIO」を選択して、ソフトを起動して下さい。
機器選択画面がでますので、無線受信機（本製品）を選択して接続ボタンを押して下さい。

ウインドウ説明 予約録音設定
■ソフトウェアウインドウが開きます。
　お使い方は右下図をご覧下さい。

■SCH（スケジュール録音）ボタンを押すとスケジュールエディタウインドウが開きます。

保存場所
■録音ボタンを押すとSave Sound Fileウインドウが開きます。
保存場所とファイル名を設定後、録音が開始されます。
もう一度押すと保存し録音を終了します。

■本製品は、FMラジオの番組をリアルタイム録音したり、予約録音することができるUSB接続型のインテリジェントラジオです。
ラジオをリアルタイムで聴けない方も、お気に入りの番組を予約録音しておいて、お好みの時間に楽しんでいただくことができ
ます。

■ハードウェアの接続
キャップを外し、USB FM RADIOのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。「USBオーディオデバイス」とし
て認識します。

※録音ファイル形式　WAV（ビットレート　705kbps、オーディオ形式　PCM)
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