10.. 型テレビ搭載
101
日常・非常時のさまざまなシーンに備えて！

ポータブル電源

フルセグ/ワンセグ
受信・切替が可能！

FMワイドラジオ・
防 災ラジオ
災ラジオ搭
搭載

キャンプや野外業務・災害時の備えに！

5.8kg と軽量のため、手軽に持ち運ぶことができます。

●防災ラジオ機能(アナログ方式)

●AC100V出力

●充電時間：約10時間

●スマートフォンのフル充電が約20回可能

緊急地震速報/緊急警報放送/防災行政無線。

バッテリー残量0〜満充電。車のシガーソケット
からも充電可能(DC12V車専用)。

●地上デジタル波受信用アンプ付きアンテナ
同梱
●ワイドFM受信可能

FM放送でAMラジオも聴ける。
ロッドアンテナ・
外部アンテナ端子付き

最大合計150Wの家電製品が使用できます。
機種により変動します。

●地上波デジタルテレビ受信

フルセグ/ワンセグ切替可能。

●USB5V入出力

タイプA(充電のみ)、
タイプC(充電・給電が可能)。
※USBケーブルは付属されていません。

多彩な機能満載で万一の時でも安心です

1 台 4 役のポータブル電源

ポータブル電源

FM/AM

防災ラジオ

[ ワイド FM]

◆緊急地震速報
◆緊急警報放送
◆防災行政無線

テレビ
[ ワンセグ / フルセグ ]
テレビ液晶サイズ：10.1型
解像 度：1024×600ピクセル
フルセグ/ワンセグの切替可能
字幕対応・主音声/ 副音声(2ヶ国語 )
番 組表(EPG)機能 対応
番 組内容表 示機能

大容量 (60,000mAh) バッテリー搭載！
多彩な充電方式 (AC100V/DC12V/USB5V)
外部入力端子搭載 (HDMI/USB)

フルセグ/ワンセグ
受信・切替が可能！

FMワイドラジオ・
防 災ラジオ 搭 載

10.1型テレビ搭載

ポータブル電源

地上デジタル波受信用
マグネットアンテナ

NX-PB600TV

地上デジタル波受信用アンプ
付きマグネットアンテナ

AC100V コンセント ×2

■ 同梱品

高輝度 LED ライト搭載

■ オプション
※付属品の買い足し、スペアとしてお求め下さい。

シガーライターソケットアダプタ

・AC アダプタ (NX-PB600AC)
JAN コード： 4515287026767

リモコン
地上デジタル用
miniB-CAS カード

・シガーライターソケットアダプタ３ｍ
(NX-PB600DC)
JAN コード：4515287026774
・地上デジタル波受信用マグネットアンテナ 3ｍ
(NX-PB600AFT)
JAN コード：4515287026781

AC アダプタ

・地上デジタル波受信用アンプ付きマグネット
アンテナ 3ｍ (NX-PB600AFA)
JAN コード：4515287026842

単四乾電池 2 本
( リモコン用試供品 )

入出力：
Type-C(PD18W 対応 )×1
USB-A 充電用 ×2、ファイル再生用 ×1
HDMI×1

・リモコン (NX-PB600RC)
JAN コード：4515287026798
※上記オプションは付属品と同等です。

■ 主な仕様
バッテリー容量
防塵防水規格
許容動作温度
外部電源接続端子

連続使用時間 *1
充電時間 *1
ライト点灯
電源定格
パネルサイズ
液晶解像度
TV受信チャンネル
映像信号方式
外部アンテナ入力
FM受信周波数
アナログ防災無線
受信周波数
HDMI端子
イヤホン出力
USB端子
再生可能データ
外形寸法
本体質量

地上デジタル波受信用
アンプ付きマグネットアンテナ

地上デジタル波受信用
マグネットアンテナ

60,000mAh (222Wh) ※リチウムイオンバッテリー
IP44
0 〜 40℃ ※放電は -10℃まで
充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統 *最大合計4.2A)
DC 電源入力/出力コネクタ
（Type-C PD 18W）
AC 出力（AC100V/50Hz）※出力最大 150W
TV視聴：最大30時間、FM ラジオ聴取：約120時間、LEDライト：約72時間
約10時間 ※バッテリー残量0〜満充電まで
3W
DC12V/3.0A 入力範囲(DC10〜22V)、専用ACアダプタ：AC100V
50/60Hz
10.1型 ワイド
1024 x 600 ピクセル
地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)
ISDB-T
地上デジタル用1系統、FMラジオ用1系統
76〜95MHz(0.1MHzステップ) ※ワイドFM対応
54.830〜65.990MHz / 68.205〜69.765MHz
1系統(Type-A)
1系統(ミニジャック)
1スロット(Type-A) ※メディア再生用
MPEG4/MP3/JPEG ※その他の詳細は取扱説明書参照
320(W) x 261(H) x 196(D) mm (ハンドルなどの突起物を除く)
約 5.8kg (バッテリーを含む)

*1 連続使用時間及び充電時間は、状況・環境などにより異なります。また、充電池の経年劣化により
使用時間が短くなります。
お買い求めは・・・

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8
TEL 042-793-7746
https://www.frc-net.co.jp

Made in Vietnam

取扱説明書 ( 保証書付 )

・シガーライターソケットアダプタ DC24V 車用
(NX-PB600DC24)
JAN コード：4515287026811
・キャリーバック (NX-PB600 CN)
ネイビー × ブラック
JAN コード：4515287026828
・キャリーバック (NX-PB600 CY)
イエロー × ブラック
JAN コード：4515287026835

ご使用上の注意
・初めてお使いになる時は、本機を満充電にしてからご使用ください。ご使用にならない
場合でも約 1 年を目安に充電してください。
・バッテリー残量が空の状態で保管しないでください。長期間にわたって使用しないなど、
バッ テリー残量が空の状態で保管すると、バッテリー自然放電が続く事による過放電状
態となる恐れがあります。必ず 1 年に 1 度は充電してください。
・AC 出力をご使用の場合は、満充電にしてからご使用ください。
・付属品の AC アダプタ以外は使用しないでください。また、AC アダプタを本機以外の
機器には使用しないでください。
・シガーソケットアダプタを使用する場合、必ずエンジン始動後に接続して下さい。エンジ
ン始動時に接続していると、一時的に高電圧や大電流（サージ電流）が発生するため、
故障の原因となります。
・本機は 24V 車には対応していません。故障の原因となりますので、12V 車のみでご
使用ください。24V 車で使用する場合は、オプションのシガーライターソケットアダプ
タ DC24V 車用を使用してください。
・ＦＭや TV 視聴時にコンセントを使用すると受信状況によりノイズが生じることがあります。
・防災行政無線は、地域によってはデジタル方式に移行しております。本機はデジタル方
式には対応しておりません。
・本機の防塵・防水規格は保護等級 IP44(IEC：国際電気標準会議 ) です。弱い雨天、
軽く水しぶきがかかる環境下でご使用が可能です。豪雨時や水没状態、お風呂場でのご
使用はしないでください。

