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取扱説明書
お買い上げいただきまして、ありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。
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本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。
使用者の安全のため、必ず『安全上のご注意』をお読みのうえご使用ください。
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ステレオ音のエチケット
楽しい音楽も、時と場所によっては気に
なるものです。隣り近所への配慮を十分
いたしましょう。ステレオの音量は、あな
たの心がけ次第で大きくも小さくもなり
ます。

特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいもの
です。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。
窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つ
の方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守り
ましょう。

ドルビーラボラトリーズの米国および海外特許に
基づく許諾製品

あなたが録音または録画したものは、個人として
楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断
では使用できません。

÷ 電源がオン状態のとき、停電があったり電源プラグを
抜き差しすると、自動的にデモンストレーションがオ
ンになります。

デモンストレーションについて
本機には、デモンストレーション機能 （表示のみ）
があります。各動作を示す表示部などが順に変化し
ていきますが、音は変化しません。解除するときは、
次の方法を行なってください。

デモンストレーション オン

"DEMO   ON" （デモンストレーション実行）：
エンター デモ

電源がオンの時に enter/demo キーを押す（2秒以上）

デモンストレーション オフ

"DEMO  OFF" （デモンストレーション解除）：
エンター デモ

デモンストレーション中に本体の enter/demo キー
を押す

FM 室内アンテナ（1本）

付属品

AM ループアンテナ（1個）

カード型リモコン（1個・ボタン電池内蔵）

お使いになる前に
カード型リモコンの電池
シートを矢印の方向に引
き抜いてください。

電源コード（1本） USBケーブル（1本）

Mulia CD-ROM（1枚）

次の付属品がそろっていることを確認してください。
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はじめに
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ハイ スピード

CD→MD High Speedダビング対応　（4倍速）

CDからMDへカンタン、4倍速でダビングできる便利な機能です。 (全曲、1曲、プログラム録音)

MDロングプレイモード対応

ATRAC 3（MDLP）による長時間録音、再生機能（LP2、LP4）を搭載。標準の2倍(約160分*）また
は４倍（約320分 *）のデジタル長時間録音、再生ができます。（* 80分ディスクを使用した場合）

便利なタイマー機能

÷ ウィークリータイマー再生、ウィークリータイマー録音機能 :
プログラム プログラム

タイマー再生、AI タイマー再生とタイマー録音を 2系統（PROG. 1, PROG. 2）設定ができます。
（AI タイマーは、タイマー再生開始後、設定したレベルまで徐々に音量が上がります。)

÷ おやすみタイマー機能 :
設定時間になると自動的にパワーがオフになります。就寝時など音楽を聴きながら、おやすみにな
りたいときに便利です。

便利な録音あれこれ

目的別に使える、多彩な録音機能です。

÷ ワンタッチ録音 :
キーを押すだけで、CD１枚または1曲をカンタンに録音できます。

÷ プログラム録音 :
好きな曲を好きな曲順で録音できます。

本機の特長

CD-R／CD-RW 再生対応
コンパクト ディスク レコーダブル コンパクト ディスク

音楽CDの再生はもちろん、CD-R(Compact Disc Recordable)(追記型）、CD-RW(Compact Disc　
リライタブル

Rewritable)（書き換え型）に録音された曲の再生ができます。
ファイナライズされたディスクのみ再生可能です。ただし、ディスクによっては再生できない場合が
あります。

グループ機能

多数の曲を何曲かずつのグループに分けて管理できる便利なMDグループ機能を搭載しています。

Net MD対応

本機のUSB端子を使ってパソコンと接続すると、パソコンに保存した音楽データをMDに録音することや
MDのタイトル入力・編集などをパソコンを使って簡単にできます。
（本機に添付のソフトをパソコンにインストールしてからお使いください。）
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安全上のご注意 　　　　　 こここここのののののペペペペペーーーーージジジジジははははは、、、、、感感感感感電電電電電ややややや火火火火火災災災災災かかかかからららららあああああなななななたたたたたををををを守守守守守るるるるるたたたたためめめめめ、、、、、
ごごごごご使使使使使用用用用用ののののの前前前前前ににににに必必必必必ずずずずずおおおおお読読読読読みみみみみくくくくくだだだだださささささいいいいい。。。。。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重
傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可
能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内
容を示しています。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や
財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読
みください。

 記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれていま

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

す。

 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜
け）が描かれています。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責
任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
÷お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
÷録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきまして
は、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。
（説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります）

警告

注意

絵表示について

絵表示の例
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警告

交流100ボルトの電圧で使用
する

この機器は、交流100ボルト専用です。
指定の電源電圧以外で使用すると、火災・
感電の原因となります。

通風孔をふさがない

÷あおむけや横倒し、逆さまにして使用
しない。

÷布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に
置いて使用しない。

÷風通しの悪い狭い所で使用しない。
通風孔がふさがると、内部に熱が
こもり、火災の原因となります。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無
理に曲げたり、ねじったり、引っ張った
り、加熱したり、ステープルや釘などで固
定したりしない。
電源コードの上に重いものをのせたり、
コードを本機の下敷きにしない。
コードを敷物などで覆ってしまうと、気
づかずに重いものをのせてしまうことが
あります。
コードが傷つき、火災・感電の原因となり
ます。

電源コードが傷ついたら（芯線の露出、断
線など）販売店または当社サービス窓口
に交換をご依頼ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因と
なります。

異常が起きた場合は電源プラ
グを抜く

内部に水や異物が入ったり、煙が出たり、
変な臭いや音がしたりした場合は、すぐ
に電源スイッチを切り、電源プラグをコ
ンセントから抜く。
そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。
煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてか
ら修理をご依頼ください。

船舶などの直流（DC）電源に
は接続しない

火災の原因となります。

水をかけたりぬらしたりしない

火災・感電の原因となります。
雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特に
ご注意ください。

風呂、シャワー室では使用し
ない

風呂、シャワー室など湿度の高いところ
や、水はねのある場所では使用しない。
火災・感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグを抜
き差ししない

感電の原因となります。

雷が鳴り始めたらアンテナ線
や電源プラグには触れない

感電の原因となります。
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警告

電源プラグを定期的に清掃する

電源プラグにほこりなどが付着している
と、湿気等により絶縁が悪くなり、火災・
感電の原因となります。
電源プラグをコンセントから抜いて、乾
いた布で取り除いて
ください。

機器のケースを開けたり改
造したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感
電の原因となります。
点検、修理は販売店または当社サービス
窓口にご依頼ください。

機器の上に花びんやコップな
ど水の入った容器を置かない

水がこぼれて中に入ると、火災・感電の原
因となります。

落下した機器は電源プラグを
抜く

機器を落としたり、カバーやケースがこ
われた場合は、電源スイッチを切り、電源
プラグをコンセントから抜いて、点検、修
理をご依頼ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。

電池は乳幼児の手の届かない
ところに置く

電池をあやまって飲み込むおそれがあり
ます。ボタン電池など小型の電池は特に
ご注意ください。
万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただ
ちに医師と相談してください。

乾電池は充電しない

電池の破裂、液もれにより、火災・けがの
原因となります。

機器の内部に水や異物を入
れない

機器の通風孔、開口部から内部に金属類
や燃えやすいものなどを差し込んだり、
落とし込んだりしない。
火災・感電の原因となります。

機器の上にろうそくやランプ
など火のついた物を置かない

本機のカバーやパネルにはプラスチック
が使われており、燃え移ると火災の原因
となります。

カセットテープ、ディスク挿
入口に手を入れない

手がはさまれて、けがの原因となること
があります。
特にお子様にはご注意ください。

レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると、視力障害を
起こすことがあります。

 注意
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注意

電源コードを熱器具に近づ
けない

電源コードを熱器具（ストーブ、アイロン
など）に近づけない。
コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因
となることがあります。

不安定な場所に置かない

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。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因とな
ることがあります。

湿気やほこりの多い場所に
置かない

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそ
ば、湿気やほこりの多い場所に置かない。
火災・感電の原因となることがあります。

温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が
あたる場所など、異常に温度が高くなる
場所に放置しない。
本体や部品に悪い影響を与え、火災の原

電源プラグを抜くときは電
源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となる
ことがあります。必ずプラグを持って抜
いてください。

電源プラグはコンセントに根
元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したりほこ
りが付着して、火災の原因となることが
あります。また、電源プラグの刃に触れる
と、感電の原因となることがあります。
電源プラグを根元まで差し込んでもゆる
みがあるコンセントの場合には、販売店
や電気工事店にコンセントの交換を依頼
してください。

アンテナ工事は販売店に相談
する

工事には、技術と経験が必要です。アンテ
ナは送配電線から離れた場所に設置して
ください。
アンテナが倒れた場合、感電の原因とな
ることがあります。

長期間使用しないときは電源
プラグを抜く

旅行などで長期間使用しないときは、必
ず電源プラグをコンセントから抜く。
火災の原因となることがあります。

移動させるときは電源プラグ
を抜く

移動させるときは、電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜き、アン
テナ線、接続コードを外す。
コードが傷つき、火災、感電の原因となる
ことがあります。

お手入れの際は電源プラグ
を抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセント
から抜く。
感電の原因となることがあります。
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注意

機器の接続は取扱説明書に
従う

関連機器を接続する場合は、各々の機器
の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説
明に従って接続する。また、接続は指定の
コードを使用する。
あやまった接続、指定以外のコードの使
用、コードの延長をすると発熱し、やけど
の原因となることがあります。

機器の上に重いものや外枠
からはみ出るような大きな
物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下して、
けがの原因となることがあります。

機器に乗らない

機器に乗ったり、ぶら下がったりしない。
特にお子様にはご注意ください。
倒れたり、こわれたりして、けがの原因と
なることがあります。

ひび割れディスクは使わない

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修
したディスクは使用しない。
ディスクは機器内で高速回転しますの
で、飛び散って、けがの原因となることが
あります。

はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原
因となることがあります。特にヘッドホ
ンをご使用になるときは注意してくださ
い。

耳を刺激するような大きな
音で長時間続けて聞かない

聴力に悪い影響を与えることがありま
す。特にヘッドホンをご使用になるとき
は注意してください。

電池の取り扱いに注意する

次のことを、必ず守ってください。
÷極性表示（プラス"+"とマイナス"-"の向
き）に注意し、表示どおりに入れる。

÷指定の電池を使用する。
÷新しい電池と古い電池を混ぜて使用し
ない。

÷違う種類の電池を混ぜて使用しない。
÷電池は、加熱したり、分解したり、火や
水の中に入れない。
電池は誤った使い方をすると、破裂、液も
れにより、火災、けがや周囲を破損する原
因となることがあります。

定期的に内部の点検、清掃を
する

3年に1度程度を目安に、機器内部の点
検、清掃をお勧めします。販売店、または
最寄りのケンウッドサービス窓口に費用
を含めご相談ください。
内部にほこりのたまったまま長い間掃除
をしないと、火災や故障の原因となるこ
とがあります。

長時間音が歪んだ状態で使
わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる
ことがあります。
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接続のしかた

10 JA

本機と、付属品の接続方法です。
パソコンとの接続については、82ページ「パソコンからの音を聴く前の準備」をご覧ください。

AMループアンテナ

付属のアンテナは室内用です。本機、TV、スピーカーコード、
電源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一番よ
い方向に向けます。

AMループアンテナ

右側スピーカー

÷ スピーカーコードの＋と－は絶対にショートさせないでください。
÷ 極性（"＋ "と "－ "）を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。
÷ すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発
生することがあります。

組み立てる

\\

システムと付属品の接続

接続のしかた

スピーカーの磁気により、テレビやパソコンの画面に色
ムラが発生することがあります。その場合は、テレビや
パソコンから少し離して置いてください。

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し
込まないでください。
接続したコード、ケーブル類を抜くときは、事前に必ず電源を
切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

接続上のご注意
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接続のしかた

11 JA

FM室内アンテナ
付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するもので
す。安定した受信のためには、屋外アンテナ（市販）の
接続をお勧めします。屋外アンテナを接続したら、簡
易アンテナは取り外してください。

1アンテナ端子に接続する。
2受信状態のよい位置をさがす。
3固定する。

スピーカーコード

FM室内アンテナ

左側スピーカー

電源コード
AC100V、50/60Hzの電源コンセントへ

1 2 3

本体部へのスピーカーコードの取り付けかた

本体部へのAMアンテナコードの取り付けかた

１本にねじり合わせて
から、GND端子に接続
してください。

マイコンの誤動作について
正しく接続したのに動作ができなかったり、ディス
プレイが誤った表示をする場合は、"故障かな？と
思ったら..." を参照してマイコンをリセットしてく
ださい。˙

1 2 3

白

黒

電源コード
電源コードは本体およびコンセントに奥まで確実に差
し込んでください。
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接続のしかた

12 JA

÷ 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてご覧ください。
÷ すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発
生することがあります。

オーディオコード

音声出力

ビデオデッキまたは、RIAAイコライザーアンプ
内蔵のレコードプレーヤー／P-110（別売）など

アンテナアダプター
（市販品）

FM屋外アンテナ

他の機器（市販品）との接続

FM屋外アンテナ

75Ω同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、FM75Ω端子
に接続します。屋外アンテナを接続したら、簡易アンテ
ナは取り外してください。

SW-V7（別売）など

　屋外アンテナ設置上のご注意
アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売
店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた
場所に設置してください。アンテナが、倒れた場合感
電の原因になることがあります。

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し
込まないでください。
接続したコード、ケーブル類を抜くときは、事前に必ず電源を
切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

接続上のご注意

サブウーファー
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各部のなまえと働き

13 JA

1文字情報表示
2チューナー関連表示
3CD、MD動作状態表示
4 USB表示
5MD録音表示

本文中の表示は、 概念を示すもので、実際の表示と異なる場合もあります。

6
エクストラ バス

EX.BASS 表示
7CD、MD特殊再生表示
8MD関連表示
9タイマー関連、A.P.S. 表示

表示部

各部のなまえと働き

1 2

3

4

5

6

7

8

9

1
セット

"A.P.S.  SET"を選ぶ

オート パワー セーブ

オートパワーセーブ機能について（A.P.S.：Auto Power Save）
電源がオンで、CD、MDが停止状態のとき、 30分以上放置すると自動的に電源がオフになる機能です。切り忘れたとき
などに便利です。この機能は、次の操作でオン／オフが選べます。

÷ この機能が働いているときは、表示部に "A.P.S."が
点灯します。

÷

チューナー

入力が TUNERまたはAUX のときは、音量がゼロ
ボリューム ミュート

（VOLUME 0）または MUTE がオンのときに限り働
きます。

÷ 入力がUSBのとき、Net MD機能がオンのときは
オートパワーセーブ機能は働きません。

セット エンター デモ

（"A.P.S. SET"が点滅中に enter/demo キーを押す）

\\ \\

2
オン オフ

"ON"または"OFF"を選択する

3確定する

オン

例："ON"を選択したとき本体

リモコン

本体

リモコン

本体 リモコン
セット

4または¢キーを押して"A.P.S.  SET"を選ぶ
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各部のなまえと働き

14 JA

1CD 0 取り出しキー ¡

CDを取り出すときに使います。
2表示部 #

3基本操作キー
チューナー

TUNER FM/AM/AUX/USB キー §⁄

キーを押すたびに入力をFM放送、AM放送、AUX、USB
に切り換えます。
MD 6 キー £

入力をMDレコーダーに切り換え、再生を開始します。
MD再生中に押すと一時停止をします。
MD録音中に押すと録音を一時停止します。
CD 6 キー )

入力をCDプレーヤーに切り換え、再生を開始します。
CD再生中に押すと一時停止をします。
ストップ チューニング モード

STOP 7 [tuning mode] キー
CD、MD : ¡¢›
ディスクの操作を停止するときに使います。

チューナーのとき： ª
オート選局（ステレオ受信）とマニュアル選局（モノ
ラル受信）の切り換えを行います。

スタンバイ状態のとき： g
表示部に時計を表示します。

4CD挿入口 )

5ディスク挿入口照明
電源がオンのとき点灯します。点灯しないように設
定することもできます。 A

6
ネット

NET MD キー G
ネット

パソコンと接続してNet MDの操作をするときに使い
ます。

7
ボリューム

volumeつまみ *

右に回すと音量が上がり、左に回すと音量が下がり
ます。

8リモコン受光部 &

9ヘッドホン端子 (

ステレオミニプラグのヘッドホン（別売）を接続し
ます。

ワンタッチオペレーション機能について
本機は便利なワンタッチオペレーション機能を備えています。

ストップ チューニング モード

スタンバイ状態のとき、3内の各操作キー（STOP 7 [tuning mode]キーを除く）を押すと、電源がオンになりま
す。ディスクが入っているときは、再生が始まります。

本体部

1

2

4

5!

@

6

3

7890

#

$

%
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各部のなまえと働き

15 JA

0
モード

mode キー %

設定モードに切り換えるときに使います。
エンター デモ

enter/demo キー 2%

設定モード操作などに使います。
デモンストレーションのオン／オフを切り換えるとき
に使います。

マルチ コントロール

4 multi control キー
マルチ コントロール

¢ multi control キー
– CDやMDの曲の飛び越し ¡¢

– プリセット放送局を選ぶ §

– 設定モードの項目を選ぶ %

!ディスク挿入口照明
電源がオンのとき点灯します。点灯しないように設
定することもできます。 A

@ rec キー ›

MDに録音するときに使います。

#MD挿入口 £

$MD 0 取り出しキー ¢

MDを取り出すときに使います。
%  キー *

電源のオン／スタンバイを切り換えます。
スタンバイ タイマー

standby/timer インジケーター
電源がスタンバイ状態になると点灯します。
赤色 ：通常のスタンバイ状態
緑色 ：タイマースタンバイ状態

スタンバイ状態について
本機のスタンバイインジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。これをスタン
バイ状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。

設定モードの基本操作
モード

各種機能の設定や調整は、modeキーを使って操作し
ます。
モード マルチ

modeキーを押して設定モードにし、4、¢ multi
コントロール エンター デモ

controlキーで設定し、enter/demoキーを使って確定
します。

•
モード マルチ コントロール

modeキーを押してから4、¢ multi control

キーを押すと以下のように表示が切り換わります。
モード

"REC MODE"
スピード

"REC SPEED"
オプション

"REC OPTIONS"
スタート

"O.T.E. start"
"ケンメイ セッテイ"
（入力がチューナーのときのみ）

インプット

"AUX INPUT"
（入力が外部入力のときのみ）

インプット

"USB INPUT"
（入力がUSBのときのみ）

バランス

"BALANCE"
セット

"A .P .S .  SET"
ディスプレイ セット

"DISPLAY SET"
タイム アジャスト

"TIME ADJUST"
タイマー セット

"TIMER SET"

• 「＞」側の設定が選ばれます。

• 20秒以上操作しないと設定モードは解除されます
タイム アジャスト タイマー セット

（TIME ADJUST、TIMER SETは除く）。

\\ \\

オン

例：「ON」を選んでいるとき
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各部のなまえと働き

16 JA

1  キー *

電源のオン／スタンバイを切り換えます。

2
タイム ディスプレイ

TIME DISP. キー ™∞U

CDやMDなどの時間表示を切り換えるときに使います。
3基本操作キー

チューナー

TUNER FM/AM/AUXキー §⁄

MD 6 キー £

CD 6 キー )
ストップ

STOP 7 キー ¡¢ª›g

4
チューニング

TUNING ▼ /1キー
チューニング

TUNING ▲ /¡キー
チューナーのとき： ª

放送局の選択に使います。
CD、MDのとき： ¡¢

早送り、早戻しに使います。
グループ プレビアス

GROUP PREV.キー ¢U
グループ ネクスト

GROUP NEXTキー
MDのグループを選ぶときに使います。

本体部と同じ名前のキーは、本体部と同じ働きをします。

5
モード

MODE キー &

設定モードに切り換えるときに使います。
マルチ コントロール プリセットコール

MULTI CONTROL 4 / P.CALL  4キー
マルチ コントロール プリセットコール

MULTI CONTROL ¢ /P.CALL  ¢ キー
– CDやMDの曲の飛び越し ¡¢

– プリセット放送局を選ぶ §

– 設定モードの項目を選ぶ &

– MDの編集項目を選ぶ pPØ∏
エンター

ENTER キー &pPØ∏

設定モード操作やMDの編集処理の実行や、入力した
タイトルの確定などに使います。

6
ボリューム アップ

VOLUME UPキー *
ボリューム ダウン

VOLUME DOWNキー
音量を調整するときに使います。

7
トーン

TONE キー (

音質の調整に使います。

8
タイトル インプット

TITLE INPUTキー Ø∏

MDにタイトル入力をするときに使います。

9
エディット

MD EDITキー pP

MDを編集（曲の移動、消去、結合、分割）するとき、
グループの作成などに使います。

0
ディスプレイ キャラクター

DISPLAY/CHARAC.キー™∞ª›a

タイトルや時計をディスプレイに表示させるとき、MD
のタイトル入力で目的の文字グループを選ぶときなど
に使います。

!
クリアー

CLEARキー º°as

プリセットした放送局を消去するときに使います。
CDまたはMDのプログラムした曲を取り消します。
MDのタイトル入力のとき、1文字を削除します。

@
スリープ

SLEEPキー h

おやすみタイマーを設定するときに使います。

#
サウンド

SOUND キー (
バス

EX.BASSを選ぶときに使います。

$
ミュート

MUTE キー (

一時的に音を消したいときに使います。

リモコンの使いかた

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

!

@#$

%

^

&

お使いになる前に
カード型リモコンの電池
シートを矢印の方向に引
き抜いてください。
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各部のなまえと働き

17 JA

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコ
ンの   キーを押すと、電源がオンになります。電
源がオン になったら、操作したいキーを押します。

操作のしかた

÷ リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押
すときは、約1秒以上の間隔をあけて確実に押し
てください。

÷ 付属のボタン電池は動作チェック用のため、寿命
が短いことがありますのでご了承ください。

÷ 操作できる距離が短くなったら、新しいボタン電
池と交換してください。

÷ リモコン受光部に直射日光や高周波点灯（イン
バーター方式等）の蛍光灯の光が当ると、正しく
動作しないことがあります。このような場合、誤
動作を避けるために設置場所を変えてください。

操作範囲のめやす

リモコン受光部

約6 m

%文字／数字キー
チューナー

CDまたはMDの曲を選ぶときや、TUNERのプリセッ
ト呼出しキーとして使います。 ¡¢§

MDのタイトル入力のとき、アルファベット、カタカ
ナ、数字、記号の入力に使います。 a

^
モード

P.MODEキー ¶‡U

オートプリセットした放送局名を切り換えるときに使
います。
プログラムモードやグループモードに切り換えるとき
に使います。

ランダム

RANDOMキー ‚I

曲順を順不同に再生します。
リピート

REPEATキー ·I

繰り返し再生するときに使います。
&O.T.E. キー ryo

CDをワンタッチでMDに録音できます。

設定モードの基本操作
モード

各種機能の設定や調整はMODEキーを使って操作しま
す。

モード

MODEキーを押して設定モードにし、4、¢キー
エンター

で設定し、ENTERキーを使って確定します。

•
モード

MODEキーを押してから4、¢キーを押すと以
下のように表示が切り換わります。

モード

"REC MODE"
スピード

"REC SPEED"
オプション

"REC OPTIONS"
スタート

"O.T.E. start"
"ケンメイ セッテイ"
（入力がチューナーのときのみ）

インプット

"AUX INPUT"
（入力が外部入力のときのみ）

インプット

"USB INPUT"
（入力がUSBのときのみ）

バランス

"BALANCE"
セット

"A .P .S .  SET"
ディスプレイ セット

"DISPLAY SET"
タイム アジャスト

"TIME ADJUST"
タイマー セット

"TIMER SET"

• 「＞」側の設定が選ばれます。

• 20秒以上操作しないと設定モードは解除されます
タイム アジャスト タイマー セット

（TIME ADJUST、TIMER SETは除く）。

\\ \\

オン

例：「ON」を選んでいるとき

30˚ 30˚

市販のボタン電池（CR2025）と交換します。
1 1の穴にピンのような細いものを差し込んで引

き出す

リモコンボタン電池の交換

2 新しいボタン電池と交換する

CR2025
（極性表示＋の面）

電池の極性に注意して入れます。
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基本的な使いかた

18 JA

音量の表示

1. 電源をオンにする（オフにする）

基本的な使いかた

3. 音量を調整する

2. 聴きたいものを選ぶ

電源がオンのときに  キーを押すとオフ（スタンバイ）になります。
÷

チューナー

TUNER FM/AM/AUX/USB、CD 6、MD 6キーを押しても、電源がオ
ンになります。(ワンタッチオペレーション機能)
CDまたはMDを選んだとき、すでにディスクが入っていると、再生が始
まります。

÷ 表示部に目安の数字が表示されます。
÷

ボリューム アップ

リモコンのときは、VOLUME UPまたは
ダウン

DOWNキーを押します。

÷
チューナー

TUNER FM/AM/AUX/USB、CD 6、
MD 6キーを押すと、その入力に切
り換わります。
チューナー

TUNER FM/AM/AUX/USBキーは押
すたびにFM放送、AM放送、AUX、
USBと切り換わります。

音量を下げる 音量を上げる

例：CDを選ぶ時

低音を強調する

一時的に音を消す

ヘッドホンで聴く

電源をオンにする（オフにする）

CD )

MD £
チューナー

ラジオ（TUNER FM/AM）§

外部入力（AUX/USB） ⁄［インプットレベルを調整するf]

CDを選んだとき

音質の調整

11

22

聴きたいもの
を選ぶ

音量の調整

11

22

33

33
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基本的な使いかた

19 JA

1音域を選びます

2調整する

（他の音域を選ぶ時は手順 1、2 を繰返します）

÷
バス トレブル

“BASS”、“TREBLE”とも2ステップごとに、－8～
＋8の範囲で調整できます。

÷

トーン バス

音質の調整（TONE機能）とEX.BASS機能は、同時
に働かせることはできません。

phones

ミュート

一時的に音を消す（MUTE）

÷ もう一度押すと、元の音量に戻ります。
÷ 音量を操作したときも解除されます。

バス

低音を強調する（EX. BASS機能）

押すたびに切り換わります。

1
バス

EX.BASS点灯
低音域を強調します。

バス オン

"EX.BASS ON" が表示されます。

2 消灯
トーン

TONE機能で調整された音になります。
サウンド モード オフ

"SOUND MODE OFF" が表示されます。

÷ ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。
÷ スピーカーから音が出なくなります。

ヘッドホンで聴く

ヘッドホンのプラグをヘッドホン 端子に差し込む

低音域と高音域の調整をします。

トーン

音質の調整（TONE機能）

÷
バス トーン

EX.BASS機能と音質の調整（TONE機能）は、同時
に働かせることはできません。

リモコンのみ

リモコンのみ

ミュート中点滅

リモコンのみ

バランス

バランスの調整（BALANCE機能）

1
モード

modeキーを押す

2
バランス

4または¢キーを押して"BALANCE"を選
エンター デモ

び、enter/demoキーを押す

3 4または¢ キーを押してバランスを調整
エンター デモ

し、enter/demoキーを押す

左右の音のバランスを調整します。

本体 リモコン

\\

本体

リモコン

\\

本体

リモコン

押すたびに切り換わります。

1
バス

"BASS"（低音域）の調整
2

トレブル

"TREBLE"（高音域）の調整

3 元の表示

（ 20秒以内に手順 2 を行う）
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CDを聴く

20 JA

1. CDを入れる

CDを聴く

CD挿入口の中央にCDを静かに入れます。
途中までCDを入れると自動的に引き込まれます。

2. 再生をはじめる
÷ 数秒後に1曲目から再生がはじまります。
÷

テキスト

CD-TEXT対応のCDでは、タイトルが表示
されます。

再生中のトラック番号

再生中の曲の経過時間

あらかじめCDを入れておくと、CD 6 キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。

曲を飛び越す

好きな曲から聴く
曲を飛び越す

再生／一時停止する　

再生を止める

再生を止める

再生／一時停止する　

早送りする

÷ 再生面には、触れないでください。
÷ CDを入れると表示部のCD動作状態表示が点灯します。CD動作状態表示がす
でに点灯しているときは、入っているCDを取り出してから聴くCDを入れて
ください。

÷ 特に8cmCDの場合、CD挿入口の中央からずれているとCDが引き込まれ
ません、ご注意ください。（挿入口の中央は "3" マークが目安です）

÷ CDが引き込まれないときは、CDを引き出し、入れ直してください。

早戻しする

CDを取り出す

スタンバイ状態時は、CDの出し入れはできません。
スタンバイ状態時に無理にCDを入れないでください。故障の原因となります。

22

11

22
CD動作状態表示

CD動作状態表示について
CDを入れると点灯します。
再生中は、回転をイメージした表示になります。
一時停止中は、停止状態表示のまま点滅します。

レーベル面を右（外側）にする

3

マーク
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CDを聴く

21 JA

÷ 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生／一時停止する　

÷ 再生中に押しつづけます。指を離したところから
再生されます。

早送り・早戻しする

曲を飛び越す

÷ 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生
されます。

÷ 再生中に4キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
さらに手前の曲に飛び越すときは素早く4キー を
押します。

÷ 停止中に4または¢キーを押して曲を飛び越し
た場合、飛び越した後自動的に再生がはじまります。

早送り早戻し

数字キーを押す順序は
23曲目なら............ +10、+10、3
40曲目なら............ +10、+10、+10、+10、0

好きな曲から聴く

曲を選ぶ

再生を止める

CDを取り出す

リモコンのみ

リモコンのみ

本体のみ

ラベルなどを貼りつけたCDはご使用にならな
いでください。故障の原因となります。

変形CD（星形、ハート形、カード形等）、ひび割れがある
CD、大きくそったCD、CD保護のためのスタビライザー
等は、ご使用にならないでください。故障の原因となりま
す。

本機は、CDを光学的に検知して内部へ引き込むため、
透明なCDは使用することはできません。

本体 リモコン

本体 リモコン

戻る 進む戻る 進む

本体 リモコン

÷ CDがCD挿入口に出てきます。
8cmＣＤで取り出しにくいときは、もう一度キーを
押します。
CDを取り出したまま、挿入口に放置しないでくだ
さい。
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CDを聴く

22 JA

CDプレーヤーの時間表示について
タイム ディスプレイ

TIME DISP.キーを押すたびに表示部の時間表示が切り換わります。

1 曲の経過時間

2 曲の残り時間

3 CD全体の経過時間

4 CD全体の残り時間

÷ 一曲リピート再生時や、ランダム再生時には、1と2

のみ表示されます。
÷ プログラムモードのときには、3 はプログラム全体の経
過時間、4 はプログラム全体の残り時間が表示されます。

÷ 時間表示の合計が1000分以上になると "- - : - -"
と表示されます。

ディスプレイ キャラクター

DISPLAY/CHARAC.キーを押すたびに表示部の表示が切り換わります。

表示の切り換えについて

÷

テキスト

通常のCD（CD-TEXTに対応していないディスク）の
ディスプレイ キャラクター

ときは、DISPLAY/CHARAC.キーを押すたびに1と3

が表示されます。
÷ タイトル表示は、停止中はディスクのタイトル、再生中
は曲のタイトルが表示されます。

÷
チェック ディスク

"CHECK DISC"が表示されているときは、表示を切り
換えることはできません。z

リモコンのみ

リモコンのみ

テキスト

本機は、タイトルがアルファベットや数字で収録されているCD-TEXT対応ディスクの文字情報が表示できます。
テキスト

入力切換がCDのとき、CD-TEXT対応のディスクを本機に入れるとディスクタイトルが表示されます。タイト
ルが長い場合はスクロール表示されます。

テキスト

CD-TEXT対応のディスクを再生すると曲のタイトルが表示されます。

テキスト

CD-TEXT対応ディスクのタイトル表示について

1 CDプレーヤーの時間表示
2 タイトル表示

テキスト

（CD-TEXT対応ディスクのときのみ）
3 時計表示

÷

テキスト

CD-TEXT 対応のディスクでも表示できないものもあ
ります。ディスクに収録された文字情報が1536文字

テキスト フル

を超えると "TEXT FULL" と表示されます。
タイトル表示
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MDを聴く

23 JA

曲を飛び越す

好きな曲から聴く

再生／一時停止する

再生を止める

早送りする早戻しする

1. MDを入れる

MDを聴く

2. 再生をはじめる
÷ 数秒後に1曲目から再生がはじまります。
÷ トラックタイトルが記録されているときは、
再生中の曲のタイトルが表示されます。

÷ グループ機能に対応した他の機器で録音した
MDを本機で使用すると正しく動作しないこ
とがあります。

MDをMD挿入口へ確実に入れてください
÷ 入力がMDのとき、MDにディスクタイトルが記録されている場合は、ディ
スクタイトルが表示されます。

÷ MDを入れると表示部のMD動作状態表示が点灯します。MD動作状態表示が
すでに点灯しているときは、入っているMDを取り出してから聴くMDを入れ
てください。

スタンバイ状態時は、MDの出し入れはできません。
スタンバイ状態時に無理にMDを入れないでください。故障の原因となります。

あらかじめMDを入れておくと、MD 6  キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。MDの曲は、録
音したときの録音モード〔例：MDLP/ステレオ2倍時間録音（LP2）など〕に従って再生されます。

再生モード

MDを取り出す

11

曲を飛び越す

再生を止める

再生／一時停止する　

22

22

再生中のトラック番号

再生中の曲の経過時間

MD動作状態表示MD動作状態表示について
MDを入れると点灯します。
再生または録音中は、回転をイメージした表示になります。
一時停止中は、停止状態表示のまま点滅します。

選んだグループ
から再生する

シャッターを上向きにする

矢印の方向に入れる
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MDを聴く

24 JA

÷ 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生／一時停止する

÷ 再生中に押しつづけます。指を離したところから
再生されます。

÷ 一時停止中の早送り、早戻しは高速となり音が出
ません。

早送り・早戻しする

曲を飛び越す

数字キーを押す順序は
23曲目なら............ +10、+10、3
40曲目なら............ +10、+10、+10、+10、0
202曲目なら.......... +100、+100、2

好きな曲から聴く

再生を止める

MDを取り出す

÷ MDのときのみ、100曲目以降も選ぶことができます。

÷
リーディング

"READING" の点滅中にディスクにないトラック番
号を選ぶと、そのディスクに収録されている最後の
曲が再生されます。

曲を選ぶ

リモコンのみ

リモコンのみ

÷ 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生
されます。

÷ 再生中に4キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
さらに手前の曲に飛び越すときは素早く4キー を
押します。

÷ 停止中に4または¢キーを押して曲を飛び越し
た場合、飛び越した後自動的に再生がはじまります。

本体のみ

選んだグループから再生する

÷ グループ機能でいくつかのグループに分けて録音さ
れているMDのとき、選んだグループの最初の曲か
らMDに収録されている最後の曲まで再生します。
（グループ再生のときにグループサーチをしたとき
は、選んだグループの曲だけが再生されます。U）

前のグループ 次のグループ

÷ MDがMD挿入口に出てきます。
MDを取り出したまま、挿入口に放置しないでくだ
さい。

本体 リモコン

本体 リモコン

早送り早戻し

戻る 進む戻る 進む

本体 リモコン

リモコンのみ
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MDを聴く

25 JA

タイム ディスプレイ

TIME DISP. キーを押すたびに表示部の時間表示が切り換わります。

MDレコーダーの時間表示について

1 曲の経過時間

2 曲の残り時間

3 MD全体の経過時間

4 MD全体の残り時間

5 MD録音残量時間

ディスプレイ キャラクター

DISPLAY/CHARAC.キーを押すたびに表示部の表示が切り換わります。

表示の切換について

÷ 曲名（トラックタイトル）ならびにMD名（ディスクタ
イトル）が登録されていない場合は、タイトル表示に
"・・・・・・・"が表示されます。

÷
ブランク ディスク

1曲も録音されていない場合、"BLANK DISC" と表示
されます。（ディスクタイトルがある場合、そのディス
クタイトルが表示されます）

÷
ブランク ディスク ユートック エラー

"BLANK DISC"、"UTOC ERROR"が表示されている
ときは、表示を切り換えることはできません。z

リモコンのみ

リモコンのみ

÷ 一曲リピート再生時や、ランダム再生時には、1と2

のみ表示します。
÷ プログラムモードのときには、3 はプログラム全体の経
過時間、4 はプログラム全体の残り時間を表示します。

÷ 時間表示の合計が1000分以上になると "- - : - -"
と表示されます。

÷ 再生専用MDで 5を表示させたときは 、"- - : - -"
と表示されます。

1 MDの時間表示

2 タイトル表示

3 時計表示

MDの再生モード表示について

MDの曲は、録音したときのモードにしたがって再生されます。再生が始まると、再生モードが表示されます。
消灯 ： 標準ステレオ録音した曲（MDLPに対応していないMDレコーダーで録音した曲）を再生しているとき
モノラル

MONO： モノラル長時間録音した曲を再生しているとき

LP2 ： ステレオ2倍長時間録音した曲を再生しているとき

LP4 ： ステレオ4倍長時間録音した曲を再生しているとき

MDLPについて
MDLPはMD規格に適合した新しい音声圧縮方式ATRAC3 を採用して、ステレオ2倍（または4倍）の長時間録音、
再生モードの機能を持った MD レコーダーやMDプレーヤーまたは、ATRAC3 により音声録音されているMD メディ
ア（再生専用 MD）に表示されています。

再生モード表示
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ラジオ放送を聴く

26 JA

2. 放送局を記憶させる
放送局を自動的に記憶させる（オートプリセット） ¶
お住まいの都道府県名を選ぶと、受信できる放送局が自動的にプリセット
（記憶）されます。これらの 放送局を受信すると、放送局名が（FM 放送
のみ）表示されます。
÷ 転居したときや改めて全局記憶させるときは、再度オートプリセットの
操作をしてください。

放送局を一つずつ記憶させる（マニュアルプリセット）º

放送局を記憶させなくても選局できます。詳しくは "記憶させていない放送
局を聴く(オート選局、マニュアル選局)" をお読みください。ª

放送局を一つずつ
記憶させる（3）
º

記憶させていな
い放送局を聴く
（2）ª

3. 放送局を呼び出す（プリセットコール）
÷ オートプリセットまたはマニュアルプリセットで放送局を記憶させて
いる場合、 4 または ¢ キーを押して選局します。

÷ 押したままにすると、約0.5秒間隔で
放送局をスキップします。

÷

プリセットコール

リモコンでは、 4P.CALL¢ キー
あるいは数字キーを押して選局しま
す。
数字キーを押す順序は
12なら................... +10、2
20なら................... +10、+10、0 ステレオ受信時に点灯

受信すると表示
（アンテナマーク）

放送局を自動的
に記憶させる

チューナー

TUNER FM/AM/AUX /USBキーを押すだけで電源がオンになります。

¢ を押すと : P01 = P02 = P03  .....  P38 = P39 = P40 = P01 .....
4 を押すと : P40 = P39 = P38  .....  P03 = P02 = P01 = P40 .....

ラジオ放送を聴く

33

1. 入力をFMまたはAMにする
チューナー

TUNER FM/AM/AUX/USB キーを押すたびに次のように切り換わります

FM=AM=AUX=USB

記憶させていない放
送局を聴く（1）
ª

記憶させていない
放送局を聴く（2）
ª

放送局を自動的に
記憶させる

=

11

33

11
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ラジオ放送を聴く

27 JA

希望の放送局名が表示されないとき
地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違
う場合があります。希望する放送局名が表示され

モード

ないときは、リモコンのP.MODEキーを押してリ
ストにある別の放送局名にかえることができま
す。押すたびに切り換わります。

÷ 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
÷ 都道府県名を設定したときは、"エリア別FM放送局名

自動表示リスト " に従ってオートプリセットされます。

"トウキョウ " を選択したとき

1 入力切換を FMまたはAM にする

2 " ケンメイ セッテイ" を選ぶ

3 お住まいの都道府県名を選ぶ

4 オートプリセットを始める

÷
オート プリセット

"AUTO PRESET" 表示が点滅し、FM局\AM局の順に記
憶していきます。

÷ リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。
÷ 受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合、お
よび 電波が弱くアンテナマークが点灯していない場合
は、放送局名は表示されせん。

÷ オートプリセットが終ると、一番最初に記憶された放送局
名が表示されます。

÷ すでに記憶されている放送局は書き換えられます。

÷ 現在選択されている都道府県名が表示されます。
÷ 都道府県名を設定していない場合は、"ミセッテイ " と
表示されます。

オートプリセットはFMとAMの放送局をあわせ
て、最大40局まで登録できます。
放送局名表示は"エリア別FM放送局名自動表示
リスト"に載っているFM放送局のみに対応して
います。•

エンター デモ

（"ケンメイセッテイ" が点滅中に enter/demo キーを押す）

放送局を自動的に記憶させる（オートプリセット）（エリア別FM放送局名自動表示）

リモコン本体

本体

リモコン
\\ \\

リモコン本体

リモコン本体

リモコンのみ

4または¢キーを押して、"ケンメイ セッテイ"を
選ぶ
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エリア別FM放送局名自動表示リスト

エフエム愛知

エフエム名古屋

愛知国際放送

三重エフエム放送

エフエム京都

エフエム滋賀

エフエム大阪

エフエムはちまるに

関西インターメディア

兵庫エフエムラジオ放送

エフエム岡山

エフエム山陰

広島エフエム放送

エフエム山口

エフエム徳島

エフエム香川

エフエム愛媛

エフエム高知

エフエム福岡

エフエム九州

エフエム佐賀

エフエム長崎

エフエム中九州

エフエム大分

エフエム宮崎

エフエム鹿児島

エフエム沖縄

NHK 第一放送

AFNオキナワ

九州国際エフエム

表示名放送局 表示名放送局

2003年 4月現在

NHK - FM

エフエム北海道

エフエム・ノースウェーブ

エフエム青森

エフエム岩手

エフエム仙台

エフエム秋田

エフエム山形

エフエム福島

エフエム東京

エフエムジャパン

エフエムインターウェーブ

放送大学

エフエム群馬

エフエム栃木

エフエム埼玉

エフエムサウンド千葉

横浜エフエム放送

エフエム富士

エフエムラジオ新潟

長野エフエム放送

北日本放送

富山エフエム放送

エフエム石川

福井エフエム放送

静岡エフエム放送

岐阜FM放送

新潟県民エフエム

NHK - FM

AIR - G’

NORTH  WAVE

FMアオモリ

FMイワテ

Date fm

エフエムアキタ

BOY FMヤマガタ

フクシマFM

TOKYO  FM

J - WAVE

InterFM

ホウソウダイガク

FM GUNMA

RADIO  BERRY

NACK5

BayFM

Fm yokohama

FM-FUJI

FM NIIGATA

FM NAGANO

KNBラジオ

FMトヤマ

FM ISHIKAWA

FMフクイ

K・MIX

ギフFM

FmPort.com

FM  AICHI

ZIP - FM

RADIO-i

FMミエ

アルファStation

e - radio

fm  osaka

FM802

FM CO・CO・LO

Kiss - FM

FMオカヤマ

V - air

ヒロシマFM

FMヤマグチ

Passion Wave

FMカガワ

FMエヒメ

FM KOCHI

fm  fukuoka

CROSS  FM

FMサガ

SMILE-FM

FMK

FM  OITA

JOY  FM

ミューFM

FM  Okinawa

NHKラジオ 1

AFNオキナワ

Love FM

全
国
ネ
ッ
ト

北
海
道
地
方

東
北
地
方

関
東
地
方

中
部
地
方

中
部
地
方

近
畿
地
方

中
国
・
四
国
地
方

九
州
・
沖
縄
地
方
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1 オート選局とマニュアル選局を切り換える

2 選局をする

記憶させていない放送局を聴く（オート選局、マニュアル選局）

電波の強弱の状態により選局モードを選びます。
電波の状態が良いとき ： オート選局モード

電波が弱く雑音が多いとき ： マニュアル選局
モード

オート選局のとき：
チューニング チューニング

TUNING ▲またはTUNING▼ キーを押すたびに次の放
送局を自動的に受信します。

マニュアル選局のとき：
チューニング チューニング

受信するまで繰り返し TUNING ▲または TUNING▼

キーを押します。または受信したい放送局の周波数に
チューニング チューニング

なるまで TUNING ▲または TUNING▼ キーを押し続
け、 指を離します。

周波数が上がる周波数が下がる

押すたびに切り換わります。
1

オート

"オート選局": ステレオ受信（"AUTO" 点灯）

2
オート

"マニュアル選局":モノラル受信（"AUTO" 消灯）

÷ 通常は オート選局（ステレオ受信）を選んでくださ
い。

÷ FM放送はマニュアル選局モード時、モノラル受信と
なります。

リモコン 本体

リモコン

本体

リモコン

周波数が上がる周波数が下がる

オート チューン マニュアル チューン

表示部に"AUTO TUNE"または"MANUAL TUNE"が
表示されている間に、4または¢ キーを使って操
作します。

÷
オート チューン マニュアル チューン

"AUTO TUNE"”または "MANUAL TUNE"が消えた
ストップ チューニング モード

ときは、もう一度 STOP 7 [tuning mode]キーを
押してから操作してください。

オート選局のとき：

4または¢ キーを押すたびに次の放送局を自動的
に受信します。

マニュアル選局のとき：
受信するまで4または¢ キーを繰り返し押しま
す。または受信したい放送局の周波数になるまで4

または¢ キーを押し続け、 指を離します。

本体

表示を切り換える 押すたびに次のように切り換わります。
オートプリセットで記憶したとき：
FM放送局名\周波数\時計の順に切り換わります。
÷ 電波の受信状態などで、FM放送局名が表示されな
いことがあります。

オートプリセットで記憶していないとき：
周波数j時計に切り換わります

リモコンのみ
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放送局を一つずつ記憶させる（マニュアルプリセット）

1 "記憶させていない放送局を聴く（オート選局、
マニュアル選局）" の手順を行なって記憶させ
たい放送局を受信する

2
エンター

受信中にENTERキーを押す

メモリー

（"MEMORY" 表示中に、手順 3 へ）

3 1～ 40 までのプリセット番号を選ぶ

4
エンター

もう一度 ENTER キーを押す

（続けてプリセットする場合は、放送局を選んで手順 1、
2、3、4 を繰り返す）

÷ FMとAMの放送局をあわせて、最大40局まで放送局
を記憶できます。

÷ すでに記憶されている番号に重ねて記憶させると、新
しい設定内容に変更されます。

÷ リモコンの数字キーを使うときは、次のように押しま
す。
数字キーを押す順序は
12なら................... +10、2
20なら................... +10、+10、0

メモリー

"MEMORY" 表示(20秒間)
リモコン 本体

リモコン

本体

リモコン 本体

プリセットした放送局を消す

1 リモコンの数字キーまたは 4 P.CALL ¢ キー

を使って消去したい放送局を選ぶ

2
クリアー

CLEARキーを押す
クリア

“CLEAR?”と約8秒間表示されます。
3

クリア エンター

“CLEAR?”が表示されている間にENTERキーを

押す

放送局がプリセットから消去されます。

P01
A

P02
B

P03
C

P10
K

P11
L

P12
M

P13
76MHz

P38
76MHz

P39
76MHz

P40
76MHz

P01
A

P02
B

P03
C

P10
K

P11
M

P12
76MHz

P13
76MHz

P38
76MHz

P39
76MHz

P40
76MHz

プリセット11（P11）に記憶させたL局を消去する例：

÷ 消去されたプリセット番号以降のプリセット番号は前に
調整されます。
ただし、プリセット番号40に記録された放送局は消去
できません。
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1. 入力をAUXまたはUSBにする
外部入力機器の音声を再生するときは入力をAUXにし、パソコンの音声
を再生するときは入力をUSBにします。

チューナー

TUNER FM/AM/AUX/USB キーを押すたびに、次のように切り換わります。

FM=AM=AUX=USB

2. 接続した機器を再生する

USB端子を使って初めてパソコンとつないだときは、最初にパソコン側で設定してください。（S)
すでにパソコン側で設定されているときは、下記の手順で操作してください。
÷ Net MD機能については85ページ「Net MD機能を使う」をご覧ください。

チューナー

TUNER FM/AM/AUX/USB キーを押すだけで電源がオンになります。

入力をAUXまたは
USBにする

=

外部入力機器、パソコンからの音を聴く

AUXまたはUSBからの入力レベルを調整するときは、

「インプットレベルを調整する」fをご覧ください。

11

11
例：USBのとき

÷
チューナー

リモコンでは TUNER FM/AM/AUXキー
を押して切り換えます。

÷ 入力をUSBにしたとき、パソコンとつ
ながっていてパソコンの電源が入って
いると、表示部に が表示されま
す。

÷ 接続した機器の操作は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
パソコンの操作は、パソコンの説明書および音声を再生するソフトの説
明書をご覧ください。
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1. 録音の準備をする

MDに録音する

2. 何を録音するか選ぶ

録音を停止する

スタンバイ状態時は、MDの出し入れはできません。スタンバイ状態時に無
理にMDを入れないでください。故障の原因となります。

1MDの誤消去防止つまみを録音可能な状態にする ©
2MDを入れる £

チューナー

TUNER（ラジオ放送） ：アナログ録音のみ
AUX（外部入力ソース）：アナログ録音のみ
CD ：デジタルまたはアナログ録音
÷

ストップ チューニング モード

すでにCDが入っているときは再生が始まります。 STOP 7 [tuning mode]
キーを押して止めます。

÷
テキスト

CD-TEXT対応ディスクに記録されているテキストデータは、MDに記録さ
れません。

÷ パソコンの音（USB入力）をMDに録音することはできません。

 "MD"以外の入力ソースを選ぶ

CDは簡単な操作で録音することや短時間で録音することもできます。CDを録音するときは "便利な録音あれこ
れ" を参照ください。q

録音を停止する

録音を一時停止する

録音を一時停止する

チューナー

TUNER (ラジオ放送) ：選局する
AUX (外部入力ソース)：受信や再生などの準備をする
CD ：CDを入れ、録音したい曲（トラック）のはじめ

で再生一時停止にする ¡

3. ソース（音源）の準備をする

例：CDを選ぶ時

44

55

11

22

録音モードを
設定する

÷ CDの録音をするときは、デジタル録音またはアナログ録音を必要に応じて選んで
ください。 fl

÷ 外部入力機器からの録音のときは、インプット（録音）レベルを調整することができ
ます。 f

÷ ラジオ放送の録音をするときは、自動的にトラック番号を付けて録音します。トラッ
ク番号を付ける間隔は、5分または10分（初期設定は5分）のどちらかを選ぶことが
できます。 fl

22
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4.
モード

録音モード設定をする（REC MODE）

\\

\\

44

本機は、MDのステレオ長時間録音に対応しています（MDLP対応）。
録音モードにはステレオ録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4
倍長時間録音、モノラル長時間録音があり、本機のMDで録音できる
すべての音源（ソース）に使用できます。
また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させることもできます。

長時間録音モード（LP2、LP4）で録音したディスク、トラックは長時間録音
モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機

ステレオ モノラル

器でも再生するときは、"STEREO" または "MONO" で録音してください。

本体

\\

\\

44

リモコン

÷ "LP："は曲タイトルの文字数に含まれます。"LP："をつけた曲が極端
に多いMDなどでは、タイトル入力ができないことや登録できるグルー
プの数が減ることがあります。fip

1
モード

modeキーを押して設定モードにし、4
モード

または¢ キーを押して、"REC MODE"
エンター デモ

を選びenter/demoキーを押す

2 4または ¢ キーを押してお好みの録
音モードを選ぶ

4または ¢ キーを押すたびに、次の
ように切り換わります。

ステレオ

"STEREO"（ステレオ録音 ）: MDカートリッジに表示されている時
間分録音できます

"LP2"（ステレオ2倍長時間録音）: MDカートリッジに表示されて
いる約2倍の時間分録音できます（"LP 2"点灯）

"LP4"（ステレオ4倍長時間録音）: MDカートリッジに表示されて
いる約4倍の時間分録音できます（"LP 4"点灯）
モノラル

"MONO"（モノラル録音）: MDカートリッジに表示されている約2倍
モノラル

の時間分のモノラル録音ができます（"MONO"点灯）

3
エンター デモ

enter/demo キーを押す

÷ "LP2"または "LP4"を選んだときは、4に進みます。
ステレオ モノラル

"STEREO"または "MONO"を選んだときは、設定は終了です。

4
スタンプ オン

4 または ¢ キーを押して "LP : STAMP ON" または "LP :
スタンプ オフ

STAMP OFF" を選ぶ
スタンプ オン

"LP : STAMP ON" : 曲タイトルの頭の部分に "LP : " の文字が入る　
スタンプ

〔LPスタンプ (STAMP) 機能  fi〕
スタンプ オフ

"LP : STAMP OFF" :曲タイトルの頭の部分に "LP : " の文字が入らない

5
エンター デモ

enter/demo キーを押す

次のページに続く
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5. 録音をはじめる（本体のみの操作です）

1  rec キーを押す（表示部の"REC"表示が点滅し、録音一時停止状
態になります）

2準備ができていれば、再度rec キーを押す（"REC"表示が点灯に変
わり、録音がはじまります）

3ソース（音源）の再生を始める（ラジオの場合は、この手順は不要
です）
÷ CDを録音するとき、1のあとに CD 6 キーを押すと、CDの再生
と同時に録音が始まります。 (CDシンクロ録音)

÷ CDによってはデジタル録音できないことがあります（"デジタル録音と
SCMSについて "©）。

55

÷ 再び録音を始めるときは、もう一度押します。この
とき、トラック番号は "1 "繰り上がります。rec キー
を押しても録音を始めることができます。

÷
ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振
ライティング

動を加えないでください。 "MD WRITING" が完了す
る前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が
消滅します。

÷ CDを録音しているときは、CDプレイヤーも停止し
ます。（シンクロ機能）

録音を一時停止する

録音を停止する

録音中の表示について
録音中は、MDの録音残量時間が表示されます。

ディスプレイ キャラクター

DISPLAY/CHARAC.キーを押して、録音中のソー
ス（音源）表示とMDの時間表示に切り換えるこ
とができます。

タイム ディスプレイ

MDの時間表示にしたときは、TIME DISP.キーを
押して録音可能残り時間、録音中の曲の経過時間
に表示を変えることができます。

タイム ディスプレイ

CDの時間表示にしたときは、TIME DISP.キーを
押して、CDの時間表示を切り換えることができま
す。™

リモコンのみ

本体 リモコン

本体 リモコン

録音時のトラック番号について
CDのアナログ録音、AUXからの録音のとき、音のな
い部分が 3 秒以上続いた後、次の音が入ってくると、
トラック番号を自動的に "1" 繰り上げます（ただし、
録音する音楽ソースのノイズなどにより、トラック番
号が繰り上がらない場合があります）。また、クラ
シック音楽などで小さい音が続いたとき、トラック番
号が繰り上がる場合があります。ラジオを録音中は、

オート マーク

トラック番号は“AUTO MARK”で設定した時間ごと
（5分または10分）に自動的に繰り上がります。付い
たトラック番号は、あとで編集できます。

÷ CDからのデジタル録音では、曲が変わるとトラック
番号が繰り上がります。

CDを録音しているとき、CDの再生が始まると
トラック番号が "1" 繰り上がる場合があります。
これはCDのデジタル信号成分中に含まれる信
号によるものです。不要なトラック番号は "1曲

イレース

またはMDの全曲を消す（ERASE）"を参照し
て削除してください。 „

録音中に押す

リモコンのみ

録音の途中でトラック番号を繰り上げたいときは、
エディット

MD EDIT キーを押します。その位置にトラック番号
を付けることができます。
トラック番号は再生時、曲の頭出しやプログラムのと
きなどに使用します。
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ステレオ長時間録音について (LP2、LP4)
ステレオ長時間録音は、ステレオ録音、モノラル録音に
比べ音声のデジタル圧縮率をさらに高め、長時間での録
音を可能にしています。LP4モードはLP2モードに比
べさらに圧縮率を高め、長時間録音をします。

÷ 本機のMDでステレオ2倍長時間録音（LP2）または
ステレオ4倍長時間録音（LP4）で録音された曲は、
MDLPに対応した機器で再生することができます。

÷ MDにステレオ音声で録音する場合、長時間録音にな
るにしたがって録音される音質が変化します。最も
良い音質で録音したいときは、ステレオ録音

ステレオ

（STEREO）で録音してください。

録音モードの種類
ステレオ

ステレオ録音（STEREO）：
録音可能時間はMDカートリッジに表示されている
時間になります。

ステレオ2倍長時間録音（LP2）：
音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカート
リッジに表示されている約2倍の時間になります。

ステレオ4倍長時間録音（LP4）：
音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカート
リッジに表示されている約4倍の時間になります。

モノラル

モノラル長時間録音（MONO）：
録音される音声はモノラルになります。録音可能時
間はMDカートリッジに表示されている約2倍の時
間になります。

スタンプ

LPスタンプ（STAMP）機能
本機でステレオ2倍長時間録音（LP2）またはステレオ
4倍長時間録音（LP4）で録音された曲のタイトルの始
めの部分に "LP：" を自動的につける機能です。
"LP：" は、MDLPに対応していない機器でステレオ2
倍長時間録音（LP2）またはステレオ4倍長時間録音
（LP4）された曲を再生しているときだけ、タイトルと
して表示されます。

スタンプ

本機では、LPスタンプ（STAMP）機能のオン（"LP：
" をつける）またはオフ（"LP：" をつけない）の設定を
することができます。
本機で再生したときは、"LP：" 表示されません。
曲のタイトル入力をするときには、曲タイトルの頭の部
分に "LP："が表示されます。
MDに入力できる制限に近い文字数がタイトル入力され
ている場合、グループの登録や編集ができないことがあ
ります。LPスタンプ機能で自動的に付く"LP："も文字
数に含まれます。

LP2、LP4モードで録音したMDをLP2、LP4モー
ドに対応していない機器で再生した場合

ステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ
長時間録音した曲を再生すると再生状態にはなりますが
音は出ません。ステレオまたはモノラル録音とステレオ
長時間録音された曲が混在しているMDを再生したと
きは、ステレオまたはモノラル録音された曲だけ音が出
ます。
このようなMDを再生した場合、音が出ていないときに
音量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音され
た曲にかわったときに突然大きな音がでることになりま
す。音量の上げすぎに注意してください。

コンバイン

異なる録音モードで録音した曲はMDの編集機能で制限があります。"曲をつなぐ（COMBINE）" ‰

MDのステレオ長時間録音と再生について
本機は、MDのステレオ長時間録音に対応しています。（MDLP対応機器です）
録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があります。
また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。

ディスプレイに下記の文字が表示されたとき、録音はできません。
ディスク フル

"DISC FULL" ：MDが一杯になっている。
\ 不要な曲を消す。„

プロテクテッド

"PROTECTED" ：誤消去防止つまみが開いている。
\ 閉める。 ©

ディスプレイのメッセージについて

プレイ オンリー

"PLAY ONLY" ：再生専用MDである。
\ 録音用ディスクを入れる。
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MDに録音する

36 JA

CDから録音するときとラジオ放送から録音するときに必要な設定をします。
オプション

設定には、設定モードの "REC OPTIONS"を使います。

CDから録音するとき
グループ メイク レコーディング インプット

グループ録音の設定（GROUP MAKE）とデジタルまたはアナログ録音の切り換え（REC INPUT）ができ
ます。

グループ メイク

グループ録音の設定（GROUP MAKE）：ワンタッチエディット全曲録音のときに有効な設定です。q

1
モード

modeキーを押して設定モードにし、4または¢  キーを押して"REC
オプション エンター デモ

OPTIONS"を選び、enter/demoキーを押す

2
グループ メイク エンター デモ

4または¢ キーを押して"GROUP MAKE"を選び、enter/demoキー
を押す

3
オン オフ エンター デモ

4または¢ キーを押して"ON"または"OFF"を選び、enter/demoキー
を押す

オン

"ON" ：１枚のCDを１つのグループにして録音します。
オフ

"OFF" ：グループ録音を解除します。

÷ グループ機能については「MDのグループ機能」pをご覧ください。

インプット

デジタルまたはアナログ録音の切り換え（REC INPUT）

1
モード

modeキーを押して設定モードにし、4または¢ キーを押して"REC
オプション エンター デモ

OPTIONS"を選び、enter/demoキーを押す
2

インプット エンター デモ

4または¢ キーを押して"REC INPUT"を選び、enter/demoキーを押す
3

デジタル アナログ

4または¢ キーを押して"CD→MD digital"または"CD→MD analog"
エンター デモ

を選び、enter/demoキーを押す
デジタル"CD→MD digital" ：CDをMDにデジタル録音します。
アナログ"CD→MD analog" ：CDをMDにアナログ録音します。

÷

デジタル デジタル

"CD→MD digital"のときは、表示部の "DIGITAL"表示が点灯します。
÷

インプット

アナログ録音の設定は電源をオフにすると解除され、"REC INPUT"はデジタル録音に設定されます。
÷ CDの録音はSCMS（©）によりデジタル録音できない場合があります。そのようなときは、ア
ナログ録音に切り換えてください。

ラジオから録音するとき
オート マーク

トラックマーク（トラック番号）を自動で付ける間隔の設定（AUTO MARK）ができます。
オート マーク

"AUTO MARK"は、入力切り換えがチューナーのときだけ設定できます。チューナーに切り換えて操作し
てください。

1
モード レコーディング

modeキーを押して設定モードにし、4または¢ キーを押して"REC
オプション エンター デモ

OPTIONS"を選び、enter/demoキーを押す
2

オート マーク エンター デモ

4または¢ キーを押して"AUTO MARK"を選び、enter/demoキーを
押す

3
エンター デモ

4または¢ キーを押して"5min."または"10min."を選び、enter/demo
キーを押す

"5min." ：ラジオを録音中、5分間隔でトラックマークを付けます。
"10min." ：ラジオを録音中、10分間隔でトラックマークを付けます。

録音に必要な設定
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CDとMDのいろいろな再生

37 JA

プログラム

"PGM"モードを選ぶ

聴きたい順に曲を選ぶ

再生する

再生に応じて、入力を"CD"または"MD"にする。停止中に操作してください。

÷

プログラム フル

32曲までプログラムできます。"PGM FULL"が表示さ
れると、それ以上プログラムできません。

÷ 選んだ曲番号は、プログラムの最後に追加されます。
÷ プログラム時間の合計が1000分以上になると、時間表
示が "ー ー：ー ー " になります。

÷

ストップ

1で曲（トラック番号）を間違えたときは、STOP 7 キー
を押してから選び直します。
2の後、プログラムを修正したいときは、「プログラム
した曲を取り消すには」（°）の操作をしてください。

1曲（トラック番号）を選ぶ

（20秒以内に手順2を行う）

2確定する

（2曲以上選ぶときは手順 1、2 を繰り返す）

選曲

または

数字キーを押す順序は
12曲目なら ............... +10、2

40曲目なら ............... +10、+10、+10、+10、0

202曲目なら ............. +100、+100、2

CDとMDのいろいろな再生

1

2

3

プログラム順位

÷ プログラムで選んだ順（P番号順）に再生されます。
÷ 再生中に4 キーを1回押すと、再生中の曲を最初か
ら再生します。
前の曲へ飛び越すときは、4 キーを2回押します。

÷ 再生中に¢ キーを1回押すと、次の曲へ飛び越して
再生します。

曲順を並べ替えて聴く（プログラム再生）
好きな曲を好きな順番にプログラムして聴くことができます（最大32曲）。リモコンを使って操作します。

モード

P. MODEキーを押す

÷

モード

グループ登録したMDのときは、P. MODEキーを2回
プログラム

押して "PGM " 表示を点灯させます。

÷ 曲は4または¢キーでも選ぶことができます。
÷ MDのときのみ、100曲目以降も選ぶことができます。
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CDとMDのいろいろな再生
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曲を追加するには

1数字キーで追加したい曲番号を選ぶ

2
エンター

ENTERキーを押す
÷

プログラム フル

最大32曲までプログラムできます。"PGM FULL"が表
示されると、それ以上プログラムできません。

÷ 選んだ曲番号は、プログラムの最後に追加されます。

プログラムした曲を取り消すには

プログラムを解除するには

÷ 押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

プログラム

"PGM"消灯

数字キーを押す順序は
12曲目なら ............... +10、2

40曲目なら ............... +10、+10、+10、+10、0

202曲目なら ............. +100、+100、2

÷ 本機でのCDとMDを組み合わせたプログラムはできません。
÷ 電源をオフにしたり、プログラムしたディスクを取り出すと、プログラムモードを解除します。このとき、設
定したプログラム内容は消えます。

P01が取り消されたとき

停止中に押す

停止中に押す

停止中に押す

÷ 曲は4または¢キーでも選ぶことができます。
÷ MDのときのみ、100曲目以降も選ぶことができます。

ES-7NET_037-new 03.8.4, 8:42 PMPage 38 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



CDとMDのいろいろな再生
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再生に応じて、入力を"CD"または"MD"にする。

１曲を繰り返し聴くとき

1
プログラム

"PGM"表示の消灯を確かめる

2繰り返したい曲を再生する

3
リピート ワン

"REPEAT ONE"を選ぶ

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができます。リモコンを使って操作します。

押すたびに切り換わります。

1
リピート ワン

"REPEAT ONE"

2
リピート

"REPEAT"

3 消灯.......リピート解除

÷

プログラム モード

"PGM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MODE
キーを押して消灯させてください。

全曲を繰り返し聴くとき

1
プログラム

"PGM"表示の消灯を確かめる

2
リピート

"REPEAT"を選ぶ

3再生する

押すたびに切り換わります。

1
リピート ワン

"REPEAT ONE"

2
リピート

"REPEAT"

3 消灯.......リピート解除

÷

プログラム モード

"PGM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MODE
キーを押して消灯させてください。

または

または

繰り返し聴く （リピート再生）

プログラム

"PGM"消灯

プログラム

"PGM"消灯
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CDとMDのいろいろな再生
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選んだ曲だけを繰り返し聴くとき

1 "曲順を並べ替えて聴く（プログラム再生）"の
手順 1と2までを行い、聴きたい曲をプログラ
ムする ‡

2
リピート

"REPEAT"を選ぶ

3再生する
÷ 選んだ曲全部を繰り返します。

リピート

REPEATキーを押すたびに切り換わります。

1
リピート

"REPEAT"

2 消灯.......リピート解除

繰り返し再生をやめるには
リピート

REPEATキーをリピートモードが解除になるまで押
します。
÷

リピート

"REPEAT" 表示が消灯し、CDプレーヤーまたはMD
レコーダーのモードに従った再生に戻ります。

再生に応じて、入力を"CD"または"MD"にする。

押すたびに切り換わります。

1
　ランダム

"RANDOM" 点灯
（ランダム再生する）

2
　ランダム

"RANDOM" 消灯
（通常の再生）

÷
プログラム モード

"PGM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MODE
キーを押して消灯させてください。

曲の途中で別の曲を選ぶには

÷ 全曲の再生が1回終わると停止します。
÷

リピート

REPEAT キーを押すと、ランダム再生が繰り返されます。

÷ 4 キーを押すと、再生している曲の初めに戻り
ます。

1
プログラム

"PGM"表示の消灯を確かめる

2
　ランダム

RANDOM キーを押す

または

曲順を順不同に楽しむ （ランダム再生）

毎回曲がランダム（無作為）に選択されるので、飽きることなく楽しめます。リモコンを使って操作します。

プログラム

"PGM"消灯

ランダム再生をやめるには

÷
　ランダム

"RANDOM" 表示が消灯し、再生が停止します。
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便利な録音あれこれ
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本機では、通常の録音の他に次のようなCD録音機能があります。用途に応じて選んでください
MDへの録音は、すべての録音機能で ATRAC3（MDLP）での長時間録音ができます。

CDを短時間で録音したいときは [ワンタッチエディット4倍速録音] w

CDの全曲を通常録音の約４分１の時間で録音することができま
す。

聴いているCDの1曲だけを通常録音の約４分１の時間で録音する
ことができます。
（初めて聴くCDから、気に入った曲だけを選んで録音するときに便利
です。）

\

\

CDの録音を簡単にしたいときは [ワンタッチエディット] t

\

CDの全曲を簡単に録音できます。\

聴いているCDの1曲だけを録音できます。
（初めて聴くCDから、気に入った曲だけを選んで録音するとき
に便利です。）

CDの曲を選び曲順を並びかえて録音をしたいときは u

\

便利な録音あれこれ

CDの曲をプログラムした曲順で録音します。
4倍速録音で録音することもできます。

全曲4倍速録音

一曲4倍速録音

全曲録音

一曲録音

プログラム録音

ワンタッチエディット録音（O.T.E.)について

ワンタッチエディット録音では、録音モードや録音スピードの設定を変えないで録音するとき、各録音操作で“録音モー
ドの設定”や“録音スピードの設定”を省略することができます。
それぞれの設定は、以下の方法で確認することができます。

録音モードの確認のしかた
MDの停止中に表示窓で録音モードの表示を確認します。

モノラル

"LP2、LP4、MONO"消灯 .... ステレオ録音モードに設定
"LP2"点灯 ............................. ステレオ2倍長録音モードに設定
"LP4"点灯 ............................. ステレオ4倍長録音モードに設定

モノラル

"MONO"点灯......................... モノラル2倍長録音モードに設定
オン オフ

LPスタンプ機能のON/OFFを確認するときは、各録音操作で録音モードを選ぶ操作が必要となります。

録音スピード設定の確認のしかた
ハイ

表示部の"HIGH"表示の消灯/点灯を確認します。
ハイ

"HIGH"消灯 ........................... 通常速録音に設定
ハイ

"HIGH"点灯 ........................... デジタル4倍速録音に設定

ES-7NET_041-new 03.8.4, 8:43 PMPage 41 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



便利な録音あれこれ
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CDの全曲を、MDに4倍速録音できます。（4倍速全曲録音）
CDを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。（4倍速一曲録音）
÷ アナログ録音では4倍速録音はできません。

録音の準備をする

1入力を"CD"にする

2
ランダム

"RANDOM" 表示の消灯を確かめる

3MDレコーダーに録音可能なMDを入れる

4CDプレーヤーにCDを入れる

MDレコーダーは必ず停止状態にしてください。

÷
ランダム ストップ

"RANDOM" 表示が点灯しているときは、STOP 7 キー
を押してランダム再生モードを解除します。

÷ グループ録音しないときは、グループ録音の設定をオフ
にしておきます（全曲録音のときのみ）。 fl

1

録音モードを選ぶ2

CDのワンタッチエディット4倍速録音

1
モード

modeキーを押して設定モードにし、4また
モード

は¢ キーを押して、"REC MODE" を選び
エンター デモ

enter/demoキーを押す

2 4または ¢キーを押してお好みの録音モー
エンター デモ

ドを選びenter/demo キーを押す

本体

リモコン \\ \\

4または ¢ キーを押すたびに、次のように切り
換わります。

ステレオ

1 "STEREO"：ステレオ録音モード
2 "LP2" ：ステレオ2倍長時間録音モード
3 "LP4" ：ステレオ4倍長時間録音モード

モノラル

4 "MONO"：モノラル長時間録音モード

÷ "LP2"または "LP4"を選んだときは、3に進みます。
ステレオ モノラル

"STEREO"または"MONO"を選んだときは、3に
進みます。

3
スタンプ

4または¢ キーを押して "LP : STAMP
オン スタンプ オフ エンター

ON" または "LP : STAMP OFF" を選び enter/
デモ

demo キーを押す
4または ¢キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

スタンプ オン

1 "LP : STAMP ON" :曲タイトルの頭の部分に "LP : "
スタンプ

の文字が入る　〔LPスタンプ (STAMP) 機能  fi〕
スタンプ オフ

2 "LP : STAMP OFF" :曲タイトルの頭の部分に "LP : "
の文字が入らない

÷ 録音モードの設定を変更しないときは、3に進みます。

本体

リモコン \\
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CDの再生状態を確認する

再生中のときは停止させる

全曲録音するとき １曲録音するとき

録音したい曲を再生する

÷ 曲の途中で手順6を行っても、再生中の曲の最初に戻
り、録音がはじまります。

（他の曲を録音するときは、手順 5 と 6 を繰り返します）

5

メロディ セット

4 または ¢ キーを押して "MELODY SET
オン メロディ セット オフ エンター

ON"または "MELODY SET OFF"を選びenter/
デモ

demo キーを押す

4または ¢ キーを押すたびに切り換わります。
メロディ セット オン

1 "MELODY SET ON" :録音終了を知らせるメロ
ディーが鳴ります。

2
メロディ セット オフ

"MELODY SET OFF" :録音終了を知らせるメロ
ディーは鳴りません。

÷  4倍速録音中、CDの音を聞くことはできません。

メロディを設定する4

本体 リモコン

録音スピードを選ぶ

4または ¢ キーを押すたびに切り換わります。
1

スピード ノーマル

"REC SPEED NORMAL"：通常速度で録音する
ときに選びます

2
スピード ハイ

"REC SPEED HIGH"： 4倍速録音するときに選
びます

÷
スピード ハイ ハイ

"REC SPEED HIGH" を選ぶと、表示部の"HIGH" が点灯
します。

3
1

モード

modeキーを押して設定モードにし、4また
スピード

は ¢ キーを押して、"REC SPEED"を選び
エンター デモ

enter/demoキーを押す
本体

リモコン \\ \\

2
スピード

4 または ¢ キーを押して "REC SPEED
ハイ エンター デモ

HIGH"を選びenter/demo キーを押す

÷ 録音スピードが4倍速に設定されているときは、5に進み
ます。

本体

リモコン \\

本体

リモコン \\

次のページに続く
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録音を途中でやめるには

録音、再生ともに停止します。

録音が終了すると .....
MDレコーダー ：

ライティング

停止し、"MD WRITING"が表示さ
れます。

÷ 4倍速録音をはじめてから74分以内に同じCDまたは
トラックを4倍速録音することはできません。

同じCDの4倍速録音ができるまでの時間

÷ 74分以内に同じCDまたはトラックを録音する場合は録
スピード ノーマル

音スピードを "REC SPEED NORMAL" に設定し
（e）、"ワンタッチエディット録音"を行います。t

÷ 74分以内に200曲以上を続けて4倍速録音することは
できません。

ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動
ライティング

を加えないでください。"MD WRITING" が完了する前
に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅し
ます。

本体 リモコン

録音を始める6

÷ ワンタッチエディット録音中は、"O.T.E."表示が点灯し
ます。

÷ 再生側や録音側のどちらかが停止すると、もう一方の動
作も自動的に停止します。

CDの状態によっては、音飛びが起こったり、MDにノイ
ズが録音されたり、不要なトラックができたりすること
があります。この場合は、通常の速度で録音しなおして
ください。

本体 リモコン

O.T.Eキーを押す
モード

modeキーを押してから、4または¢ キーを
スタート エンター デモ

押して"O.T.E. start"を選び、enter/demoキーを
押す

\\ \\

録音中は、MDの録音残量時間が表示されます。
ディスプレイ キャラクター

DISPLAY/CHARAC.キーを押して、録音中のCD
の時間表示とMDの時間表示に切り換えることが
できます。

タイム ディスプレイ

MDの時間表示にしたときは、TIME DISP.キーを
押して録音可能残り時間、録音中の曲の経過時間
に表示を変えることができます。

タイム ディスプレイ

CDの時間表示にしたときは、TIME DISP.キーを
押して、CDの時間表示を切り換えることができま
す。™

リモコンのみ

録音中の表示について
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CDの全曲を、ワンタッチで録音できます。（全曲録音）
CDを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。（一曲録音）

録音の準備をする

MDレコーダーは必ず停止状態にしてください。

1入力を"CD"にする

2
ランダム

"RANDOM" 表示の消灯を確かめる

3MDレコーダーに録音可能なMDを入れる

4CDプレーヤーにCDを入れる

5
ハイ

"HIGH" 表示の消灯を確かめる

1

÷
ランダム ストップ

"RANDOM" 表示が点灯しているときは、STOP 7 キー
を押してランダム再生モードを解除します。

÷ グループ録音しないときは、グループ録音の設定をオ
フにしておきます（全曲録音のときのみ）。 fl

÷
ハイ

ディスプレイの "HIGH" 表示が点灯しているときは、
「CDのワンタッチエディット4倍速録音」の3の操作

スピード ノーマル

で"REC SPEED NORMAL" を選びます。e

CDのワンタッチエディット録音

録音モードを選ぶ2

1
モード

modeキーを押して設定モードにし、4また
モード

は ¢ キーを押して、"REC MODE" を選び
エンター デモ

enter/demoキーを押す

2 4または ¢キーを押してお好みの録音モー
エンター デモ

ドを選びenter/demo キーを押す

本体

リモコン \\

4または ¢ キーを押すたびに、次のように切り
換わります。

ステレオ

1 "STEREO"：ステレオ録音モード
2 "LP2" ：ステレオ2倍長時間録音モード
3 "LP4" ：ステレオ4倍長時間録音モード

モノラル

4 "MONO"：モノラル長時間録音モード

÷ "LP2"または "LP4"を選んだときは、3に進みます。
ステレオ モノラル

"STEREO"または"MONO"を選んだときは、3に
進みます。

3
スタンプ

4 または ¢ キーを押して "LP : STAMP
オン スタンプ オフ エンター

ON" または "LP : STAMP OFF" を選び enter/
デモ

demo キーを押す

4または ¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

スタンプ オン

1 "LP : STAMP ON" :曲タイトルの頭の部分に "LP : "
スタンプ

の文字が入る　〔LPスタンプ (STAMP) 機能  fi〕
スタンプ オフ

2 "LP : STAMP OFF" :曲タイトルの頭の部分に "LP : "
の文字が入らない

÷ 録音モードの設定を変更しないときは、3に進みます。

次のページに続く
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録音を途中でやめるには

録音、再生ともに停止します。

録音が終了すると .....
MDレコーダー ：

ライティング

停止し、"MD WRITING" が表示
されます。

ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を
ライティング

加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電

源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

本体 リモコン

CDの再生状態を確認する3

録音したい曲を再生する

÷ 曲の途中で手順4を行っても、再生中の曲の最初に戻
り、録音がはじまります。

（他の曲を録音するときは、手順 3 と 4 を繰り返します）

再生中のときは停止させる

全曲録音 １曲録音

本体 リモコン

録音を始める4

÷ ワンタッチエディット録音中は"O.T.E."表示が点灯しま
す。

÷ 再生側や録音側のどちらかが停止すると、もう一方の動
作も自動的に停止します。

本体 リモコン

O.T.Eキーを押す
モード

modeキーを押してから、4または¢ キーを
スタート エンター デモ

押して"O.T.E. start"を選び、enter/demoキーを
押す

\\ \\

録音中は、MDの録音残量時間が表示されます。
ディスプレイ キャラクター

DISPLAY/CHARAC.キーを押して、録音中のCD
の時間表示とMDの時間表示に切り換えることが
できます。

タイム ディスプレイ

MDの時間表示にしたときは、TIME DISP.キーを
押して録音可能残り時間、録音中の曲の経過時間
に表示を変えることができます。

タイム ディスプレイ

CDの時間表示にしたときは、TIME DISP.キーを
押して、CDの時間表示を切り換えることができま
す。™

リモコンのみ

録音中の表示について
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CDの好きな曲を好きな順番でプログラムしてMDに録音することができます。
÷ アナログ録音では4倍速録音はできません。

録音の準備をする

MDレコーダーは必ず停止状態にしてください。

1入力を"CD"にする

2
ランダム

"RANDOM" 表示の消灯を確かめる

3MDレコーダーに録音可能なMDを入れる

4CDプレーヤーにCDを入れる

1
÷

ランダム ストップ

"RANDOM" 表示が点灯しているときは、STOP 7 キー
を押してランダム再生モードを解除します

CDのプログラム録音

CDの曲順をプログラムする2
CDの " 曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)"
の手順 1～2 を行う ‡

÷ 同じ曲が複数回プログラムされている場合、4倍速録音
セイム

をすると"SAME TNO." が表示され録音できません。

録音モードを選ぶ3

1
モード

modeキーを押して設定モードにし、4また
レコーディング モード

は ¢ キーを押して、"REC MODE" を選び
エンター デモ

enter/demoキーを押す

2 4または ¢キーを押してお好みの録音モー
エンター デモ

ドを選びenter/demo キーを押す

本体

リモコン \\

4または ¢ キーを押すたびに、次のように切り
換わります。

ステレオ

1 "STEREO"：ステレオ録音モード
2 "LP2" ：ステレオ2倍長時間録音モード
3 "LP4" ：ステレオ4倍長時間録音モード

モノラル

4 "MONO"：モノラル長時間録音モード

÷ "LP2"または "LP4"を選んだときは、3に進みます。
ステレオ モノラル

"STEREO"または"MONO"を選んだときは、4に
進みます。

3
スタンプ

4 または ¢ キーを押して "LP : STAMP
オン スタンプ オフ エンター

ON" または "LP : STAMP OFF" を選び enter/
デモ

demo キーを押す

4または ¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

スタンプ オン

1 "LP : STAMP ON" :曲タイトルの頭の部分に "LP : "
スタンプ

の文字が入る　〔LPスタンプ (STAMP) 機能  fi〕
スタンプ オフ

2 "LP : STAMP OFF" :曲タイトルの頭の部分に "LP : "
の文字が入らない

÷ 録音モードの設定を変更しないときは、4に進みます。

次のページに続く
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メロディ セット

4または ¢ キーを押して "MELODY SET
オン メロディ セット オフ エンター

ON"または "MELODY SET OFF"を選びenter/
デモ

demo キーを押す

メロディを設定する5

本体

リモコン \\

録音スピードを選ぶ

押すたびに切り換わります。
1

スピード ノーマル

"REC SPEED NORMAL"：通常速度で録音する
ときに選びます

2
スピード ハイ

"REC SPEED HIGH"： 4倍速録音するときに選
びます

÷
スピード ハイ ハイ

"REC SPEED HIGH" を選ぶと、表示部の"HIGH" が点灯
します。

÷
スピード ノーマル

"REC SPEED NORMAL" を選んだときは、5の操作はあ
りません。6に進みます。

4
1

モード

modeキーを押して設定モードにし、4また
スピード

は¢ キーを押して、"REC SPEED"を選び
エンター デモ

enter/demoキーを押す
本体

リモコン \\ \\

2
スピード

4または ¢ キーを押して "REC SPEED
ハイ スピード ノーマル

HIGH"または"REC SPEED NORMAL"を選び
エンター デモ

enter/demo キーを押す

本体

リモコン \\

÷ 録音スピードの設定を変更しないときは、6に進みます。

押すたびに切り換わります。
メロディ セット オン

1 "MELODY SET ON" :録音終了を知らせるメロ
ディーが鳴ります。

2
メロディ セット オフ

"MELODY SET OFF" :録音終了を知らせるメロ
ディーは鳴りません。

÷  4倍速録音中、CDの音を聞くことはできません。

ES-7NET_041-new 03.8.4, 10:23 PMPage 48 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



便利な録音あれこれ

49 JA

録音を途中でやめるには

録音、再生ともに停止します。

録音が終了すると .....
MDレコーダー ：

ライティング

停止し、"MD WRITING"が表示さ
れます。

÷ 4倍速録音をはじめてから74分以内に同じCDまたは
トラックを4倍速録音することはできません。

同じCDの4倍速録音ができるまでの時間

÷ 74分以内に同じCDまたはトラックを録音する場合は
スピード ノーマル

録音スピードを "REC SPEED NORMAL" に設定し
（i）、録音します。

÷ 74分以内に200曲以上を続けて4倍速録音することは
できません。

ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動
ライティング

を加えないでください。"MD WRITING" が完了する前
に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅し
ます。

本体 リモコン

÷ プログラムの1曲目から録音がはじまり、全プログラム
を録音します。

÷ ワンタッチエディット録音中は、"O.T.E."表示が点灯し
ます。

÷ CDプログラム再生が終わると自動的に録音が停止し
ます。

録音を始める6
本体

リモコン

O.T.Eキーを押す

モード

modeキーを押してから、4または¢ キーを
スタート エンター デモ

押して"O.T.E. start"を選び、enter/demoキーを
押す

\\ \\

4倍速録音した場合、CDの状態によっては、音飛びが起
こったり、MDにノイズが録音されたり、不要なトラッ
クができたりすることがあります。この場合は、通常の
速度で録音しなおしてください。

録音中は、MDの録音残量時間が表示されます。
ディスプレイ キャラクター

DISPLAY/CHARAC.キーを押して、録音中のCD
の時間表示とMDの時間表示に切り換えることが
できます。

タイム ディスプレイ

MDの時間表示にしたときは、TIME DISP.キーを
押して録音可能残り時間、録音中の曲の経過時間
に表示を変えることができます。

タイム ディスプレイ

CDの時間表示にしたときは、TIME DISP.キーを
押して、CDの時間表示を切り換えることができま
す。™

リモコンのみ

録音中の表示について
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MDのグループ機能
ステレオ長時間録音モード（LP2またはLP4）を使って、複数のCDを1枚のMDに録音できるようになりました。しかし、1枚

のMDに収録される曲数が多くなると曲の管理も大変になります。

そこで、MDに収録されいる曲をグループに分けて管理します。各グループごとのタイトルをつけたり、選んだグループだけ

を再生したりと収録曲が多くても簡単に操作することができます。

グループ機能は、MD規格の推奨方法にもとづいています。本機でグループ登録したMDは、他のMDのグループ機能対応機

器でも再生・編集ができますが、一部の機種ではグループ名などが正しく表示されなかったり編集できない場合があります。

ワンタッチエディット録音でCDの全曲録音をすると、自動的に１つのグループとして録音されます（お買い上げ時の設定）。

また、グループにしないで録音することもできます。fl

エディット グループ

"MD EDIT GROUP" モードにする

入力を"MD"にする 。

1

モード

グループ登録を行うときは、停止中に P.MODE キーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。

1
エディット

MD EDIT キーを押す

2 4または¢キーを押して、
エディット グループ

"MD EDIT GROUP"を選ぶ

3確定する

グループ登録する

例：3曲目から8曲目までをグループ登録するとき

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
エディット トラック

"MD EDIT TRACK"
2

エディット グループ

"MD EDIT GROUP"
3

エディット キャンセル

"MD EDIT CANCEL"

先頭曲と最終曲を選んで連続している複数の曲をグループ登録することができます。（最大99グループ）
停止中にリモコンを使って操作します。

÷ MDのグループ機能は、MDのディスクタイトルのエリアにグループ情報を記憶させています。グループ機能に対応
している機器では、これらのグループ情報は表示されませんが、グループ機能に対応していない機器で再生すると、
グループ情報の数字・記号が表示されます。これらの数字・記号を編集で削除するとグループ登録が消去されるの
で、ご注意ください。
また、MDに入力できる制限に近い文字数がタイトル入力されている場合、グループの登録や編集ができないこと
があります。LPスタンプ機能で自動的に付く"LP："も文字数に含まれます。
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グループ スタート

" GR START"を選ぶ2

1
グループ スタート

4または¢キーを押し、"GR START"を選ぶ

2確定する

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換

わります。
グループ スタート

1 "GR START"
グループ キャンセル

2 "GR CANCEL"
グループ エディット

3 "GR EDIT"

グループ操作を実行する4

\\

÷ １曲だけでもグループ登録ができます。

\\

グループ登録する曲を選ぶ3

1 4 または ¢ キーを押して、グループの先頭
エンター

曲を選び、ENTERキーを押す

2 4 または ¢ キーを押して、グループの最
エンター

終曲を選び、ENTERキーを押す

次のページに続く
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52 JA

MDを取り出す5
MDを取り出すと、MDの編集を確定します。編集
を取り消す場合は、MDを取り出す前に、"編集し
た内容を取り消す" を参照して操作してください。

d

ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を
ライティング

加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電

源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

÷ 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。
÷ 連続していない曲をグループに登録することはできません。例えば1曲目と3～12曲目を一つのグループに登録でき
ません。曲を移動して連続する曲番号にしてからグループ登録しなおしてください。

÷ 連続している曲でも、あいだにグループをはさんで登録することはできません。例えば、すでにグループAとして
5～10曲目が登録されているときに、グループBとして3～12曲目は指定できません。グループAをグループ解除
してから、もう一度グループ登録しなおしてください。

÷ グループ登録済みの曲を他のグループに登録しなおすときは、次のいずれかの操作で、その曲をいったんグループ登録
されていない状態に戻してください。
グループ エディット

GR EDIT でグループの範囲を変更するE
グループ キャンセル

GR CANCELでグループを解除するT

情報を書き込み中 MD排出
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先頭曲と最終曲を再選択してグループ登録されている曲の範囲を変更します。停止中にリモコンを使って操作し
ます。

エディット グループ

"MD EDIT GROUP" モードにする

入力を"MD"にする 。

1

1
エディット

MD EDIT キーを押す

2 4または¢キーを押し、
エディット グループ

"MD EDIT GROUP"を選ぶ

3確定する

グループ エディット

" GR EDIT"を選ぶ2

グループ範囲を変更する

1
グループ エディット

4または¢キーを押して、"GR EDIT"を選
ぶ

2確定する

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
エディット トラック

"MD EDIT TRACK"
2

エディット グループ

"MD EDIT GROUP"
3

エディット キャンセル

"MD EDIT CANCEL"

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換

わります。
グループ スタート

1 "GR START"
グループ キャンセル

2 "GR CANCEL"
グループ エディット

3 "GR EDIT"

モード

グループの範囲を変更するときは、停止中に P.MODE キーを押してプログラムモードとグループモードを解除してくだ
さい。

次のページに続く
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新しくグループ登録する曲の範囲を選ぶ3
14 または ¢ キーを押して、範囲を変更す

エンター

るグループを選び、ENTERキーを押す

2 4 または ¢ キーを押して、グループの先
エンター

頭曲を選び、ENTERキーを押す

3 4 または ¢ キーを押して、グループの最
エンター

終曲を選び、ENTERキーを押す

変更を実行する4

MDを取り出す5
MDを取り出すと、MDの編集を確定します。編集
を取り消す場合は、MDを取り出す前に、"編集し
た内容を取り消す" を参照して操作してください。

d

ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を
ライティング

加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電

源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

\\

\\

\\

情報を書き込み中 MD排出
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登録したグループを解除ことができます。停止中にリモコンを使って操作します。

エディット グループ

"MD EDIT GROUP" モードにする

入力を"MD"にする 。

1

1
エディット

MD EDIT キーを押す

2 4または¢キーを押して、
エディット グループ

 "MD EDIT GROUP"を選ぶ

3確定する

グループ キャンセル

" GR CANCEL"を選ぶ2

1
グループ キャンセル

4または¢キーを押して、"GR CANCEL" を
選ぶ

2確定する

グループを解除する

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
エディット トラック

"MD EDIT TRACK"
2

エディット グループ

"MD EDIT GROUP"
3

エディット キャンセル

"MD EDIT CANCEL"

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換

わります。
グループ スタート

1 "GR START"
グループ キャンセル

2 "GR CANCEL"
グループ エディット

3 "GR EDIT"

モード

グループを解除するときは、停止中に P.MODE キーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。

次のページに続く
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グループ解除を実行する

MDを取り出す5

MDを取り出すと、MDの編集を確定します。編集
を取り消す場合は、MDを取り出す前に、"編集し
た内容を取り消す" を参照して操作してください。
d

ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を
ライティング

加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電

源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

4

グループ オール

"GR ALL" または解除するグループを選ぶ3

1 4  または ¢  キーを押して、解除するグ
ループを、全てのグループを解除する場合は

グループ オール

"GR ALL " を選ぶ

2確定する

または

情報を書き込み中 MD排出
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聴きたいグループの先頭の曲に簡単に飛び越し、選んだグループの曲だけ再生します。停止中にリモコンを使っ
て操作します。

グループ

GROUPモードにする

入力をMDにして、グループ登録されているMDを入れる。

1

聴きたいグループを選ぶ (グループサーチ機能)

聴きたいグループを選ぶ2
÷

グループ ネクスト

GROUP NEXT キーは、次のグループを選ぶときに押し
ます。再生中は、選んだグループの先頭の曲から再生が
始まります。

÷
グループ プレビアス

GROUP PREV. キーは、前のグループを選ぶときに押
します。再生中は、選んだグループの先頭の曲から再生
が始まります。

÷
ストップ

グループ再生を止めるには、STOP     77777 キーを押します。
÷ グループサーチ機能を解除するには、停止中に

モード グループ

P.MODEキーを２回押して "GROUP"表示を消灯させ
ます。

モード

P.MODEキーを繰り返し押して、ディスプレイ
グループ

に“GROUP”を表示させる

再生する3

グループ再生中の時間表示について

÷ 一曲リピート再生時や、ランダム再生時には、1と2

のみ表示します。

リモコンのみ

1 曲の経過時間

2曲の残り時間

3 グループの経過時間

4 グループの残り時間

5 MDの録音残量時間

グループ

"GROUP"点灯

÷ グループタイトルがないときはグループ番号（例：
グループ

"GROUP01"）が表示され、グループタイトルがあると
きはグループタイトルが表示されます。

タイム ディスプレイ

TIME DISP. キーを押すたびに表示部の時間表示が切り換
わります。
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選んだグループ内の全曲または１曲を繰り返し再生します。

選んだグループの曲を繰り返し聴く(グループリピート再生)

押すたびに切り換わります。

リピート ワン

1 "REPEAT ONE"：1曲だけを繰り返します
リピート

2 "REPEAT"：グループ内の全曲を繰り返します

3 消灯：リピート再生をやめる

グループ内の曲を順不同で再生します。

選んだグループの曲を順不同で聴く(グループランダム再生)

　ランダム 　ランダム

RANDOMキーを押して、 "RANDOM"を点灯させる。

ランダム再生を解除するには
ストップ 　ランダム

STOP 7 キーを押して、 RANDOMを消灯させます。

÷ グループ内の全曲の再生が1回終わると停止します。
÷

リピート

REPEATキーを押すと、ランダム再生が繰り返されます。

　ランダム

RANDOM点灯
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MD の編集機能

曲順の入れ替え

イレース

曲の消去（ERASE）„

全曲消す1曲を消す

曲の結合と分割
コンバイン

曲をつなぐ（COMBINE） ‰
ディバイド

曲を分ける（DIVIDE）  Á

MDや曲にタイトルをつける Ø、グループや曲にタイトルをつける ∏

英数字に加えてカタカナなどの入力も可能です。表示部に表示される文字の中から順に選ぶだけのカンタンな操作でタ
イトルを入力できます。入力したタイトルは、機種間の互換性があるので、他のMDレコーダー（プレーヤー）にその
MDをセットしたときも表示されます。
（タイトルの互換性には、表示可能な文字種や文字数など、一部の規制があります）

ムーブ

曲を移動する（MOVE） P
DCBA DBCA

DCBA DCBA +++ CBA CB'BA

BADCBA C DCBA

録音したMDは、録音後に各種の編集を行うことができます。

MD規格上の機能制限について
MDのいくつかの機能には、規格上の制限があります。故障とお考えになる前に、"MD規格上の症状"をご確認
ください。∆

÷ 再生専用の一般市販ソフトのMDは編集できません。
÷ 編集をするときは、MDの誤消去防止つまみを録音可能側にしてください。 ©
÷ リモコンを使って操作します。

編集した内容を取り消す d
ライティング

"MD WRITING"が表示される前であれば、編集した内容や入力したタイトルを取り消すことができます。

パソコンからチェックアウトした曲の編集について
ネット

Net MD 機能により、音楽データをパソコンからMDに渡して（チェックアウトして）できた曲の 1曲消去、結合
コンバイン デバイド

（COMBINE）や分割（DIVIDE）を行うと、これらの曲は再びもとのパソコンに戻す（チェックインする）ことができ
プロテクテッド

なくなります。本機ではこれらの編集を行うときに、編集実行の前に確認のために"PROTECTED ok?"が表示されます。

パソコンからチェックアウトできる回数には制限があり、その回数を超えてチェックアウトを行うことはでき
ません。ただし、一度チェックアウトした曲を元のパソコンにチェックインすれば、そのデータのチェックア
ウト可能な回数は1回分戻ります。
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ムーブ

"MOVE "を選ぶ

再生中の曲を目的のトラック番号の位置へ移動（挿入）します。前後の曲のトラック番号は、自動的に調整されま
す。停止中に曲を移動することもできます。

ムーブ

MOVEを繰り返し行うと、全曲をお好みの曲順に並べ替えることができます。

ムーブ

曲を移動する（MOVE）

入力を"MD"にする。

2
エディット

リモコンのMD EDIT キーを押してから、4ま
ムーブ エンター

たは¢キーを押して"MOVE"を選び、ENTER
キーを押す

モード

MDの編集を行うときは、停止中に P. MODE キーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。

\\ \\

÷ 再生中の曲は一時停止になります。

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換わ
ります。

1
デバイド

"DIVIDE "
2

コンバイン

"COMBINE"
3

イレース

"ERASE"
4

ムーブ

"MOVE"

÷
エディット

途中でやめるには、手順 4 の前に MD EDIT キーを押
します。

移動する曲を再生する1

移動先を選ぶ3

トラック番号が
戻る

トラック番号が
進む

トラックNo.4とNo.5の間に移動する例

1 4または¢キーを押して曲（トラック番号）
を選ぶ

2確定する
移動先のトラック番号

CBA ED F

DCA B FE

1 22 3 4 5 6

1 2 3 4 54 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 11

1 2 3 4 5 7

G H J KIA B D E FC

A B D E FC

8 9 1066 11

G HJ KI

グループ分けされている曲を移動するときグループ分けされてない曲を移動するとき

グループ1 グループ2 グループ3

グループ1 グループ2 グループ3

グループ3に登録されている10曲目のJ曲を５曲目と６曲
目の間に移動すると、J曲はグループ1に登録されます。

曲を1曲移動するイメージ
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MDを取り出す5

÷ MDを取り出すと、MDの編集を確定します。

情報を書き込み中 MD排出

ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を
ライティング

加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

停止中に曲を移動する

MDを取り出すと、MDの編集を確定します。編集
を取り消す場合は、MDを取り出す前に、"編集し
た内容を取り消す"を参照して操作してください。

d

実行後の表示
エディット ナウ コンプリート

"EDIT NOW" = "COMPLETE"（編集完了）
エディット ナウ キャント エディット

"EDIT NOW" = "CAN' T EDIT"（編集不可能）

曲の移動を実行する4

1
エディット

MD EDIT キーを押す

2
エディット

4または¢キーを押して"MD EDIT
トラック

TRACK"を選ぶ

4または¢キーを押すたびに、次のよう
に切り換わります。

3
エンター

ENTERキーを押す

4
ムーブ

4または¢キーを押して"MOVE"を選ぶ

4または¢キーを押すたびに、次のように
切り換わります。

5
エンター

ENTERキーを押す

1
エディット トラック

"MD EDIT TRACK"
2

エディット グループ

"MD EDIT GROUP"
3

エディット キャンセル

"MD EDIT CANCEL"

1
ムーブ

"MOVE"
2

イレース

"ERASE"

6 4 または¢ キーを押して移動する曲（ト
ラック番号）を選ぶ

7
エンター

ENTERキーを押す

8 4または¢キーを押して移動先を選ぶ

9
エンター

ENTERキーを押す

0
エンター

ENTERキーを押し、曲を移動する

! MDを取り出す
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イレース

"ERASE "を選ぶ

消した曲の後ろの曲番号は自動的に調節されます。MDの全曲を消すとMDはブランクディスクになります。
一度消した曲は元に戻りません。本操作を行うときはご注意ください。

イレース

1曲またはMDの全曲を消す（ERASE）

入力を"MD"にする。

2
エディット

リモコンのMD EDIT キーを押してから、4ま
イレース エンター

たは¢キーを押して"ERASE"を選び、ENTER
キーを押す

モード

MDの編集を行うときは、停止中に P. MODE  キーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。

\\ \\

÷ 曲は一時停止になります。

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
デバイド

"DIVIDE "
2

コンバイン

"COMBINE"
3

イレース

"ERASE"
4

ムーブ

"MOVE"

÷
エディット

途中でやめるには、手順 3 の前に MD EDIT キーを押
します。

消したい曲を再生する1

実行後の表示
エディット ナウ コンプリート

"EDIT NOW" = "COMPLETE"（編集完了）
エディット ナウ キャント エディット

"EDIT NOW" = "CAN' T EDIT"（編集不可能）

消去を実行する3

÷ Net MD機能でパソコンからチェックアウトした曲を消
プロテクテッド

すときは、"PROTECTED ok?"と表示されます（O）。
エンター

よければもう一度 ENTERキーを押します。

MDを取り出す4

÷ MDを取り出すと、MDの編集を確定します。

情報を書き込み中 MD排出

ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を
ライティング

加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

MDを取り出すと、MDの編集を確定します。編集
を取り消す場合は、MDを取り出す前に、"編集し
た内容を取り消す"を参照して操作してください。

d

消したい曲を再生して、確認しながら消す
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イレース

"ERASE "を選ぶ1

1
エディット

リモコンのMD EDIT キーを押してから、4ま
エディット トラック

たは¢ キーを押して"MD EDIT TRACK"を選
エンター

び、ENTERキーを押す

2
イレース

4または¢ キーを押して"ERASE"を選び、
エンター

ENTERキーを押す

\\ \\

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

÷
エディット

途中でやめるには、手順 3 の前に MD EDIT キーを押
します。

実行後の表示
エディット ナウ コンプリート

"EDIT NOW" = "COMPLETE"（編集完了）
エディット ナウ キャント エディット

"EDIT NOW" = "CAN' T EDIT"（編集不可能）

消去を実行する3

÷ Net MD機能でパソコンからチェックアウトした曲を消
プロテクテッド

すときは、"PROTECTED ok?"と表示されます（O）。
エンター

よければもう一度 ENTERキーを押します。

MDを取り出す4

÷ MDを取り出すと、MDの編集を確定します。

情報を書き込み中 MD排出

ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を
ライティング

加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

MDを取り出すと、MDの編集を確定します。編集
を取り消す場合は、MDを取り出す前に、"編集し
た内容を取り消す"を参照して操作してください。

d

MDの全曲またはトラック番号を選んで1曲消す

入力を"MD"にする。停止中に操作してください。

\\

1
エディット トラック

"MD EDIT TRACK"
2

エディット グループ

"MD EDIT GROUP"
3

エディット キャンセル

"MD EDIT CANCEL"

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
ムーブ

"MOVE"
2

イレース

"ERASE"

消したい曲を選ぶ2
イレース トラック オール

4または¢ キーを押して"ERASE TR ALL"
エンター

または消したい曲を選び、ENTERキーを押す

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
イレース トラック オール

"ERASE TR ALL"：全曲が消えます
2 "TR001"、"TR002"……\\
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2つの曲をつないで1曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。つない
だ曲より後ろの曲は、トラック番号が自動的に調節されます。

コンバイン

曲をつなぐ（COMBINE）

前になる曲を再生する

入力を"MD"にする。

1
コンバイン

"COMBINE"を選ぶ2

÷ 手順1で選んだ曲の後ろに、手順3で選んだ曲をつな
げることができます。

エディット

リモコンのMD EDIT キーを押してから、4ま
コンバイン

たは¢リモコンのキーを押して"COMBINE"
エンター

を選び、ENTERキーを押す

\\ \\

÷ 曲は一時停止になります。

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
デバイド

"DIVIDE "
2

コンバイン

"COMBINE"
3

イレース

"ERASE"
4

ムーブ

"MOVE"

÷
エディット

途中でやめるには、手順 4 の前に MD EDIT キーを押
します。

後ろになる曲を選ぶ3

4または¢キーを押して曲（トラック番号）
エンター

を選び、ENTERキーを押す

\\

前になる曲のトラック番号とタイトルが残ります。
（後ろになる曲のトラック番号とタイトルは消えます）

グループ分けされている曲をつなぐときグループ分けされてない曲をつなぐとき

グループ1 グループ2 グループ3

グループ1 グループ2 グループ3

グループ1に登録されている3曲目のC曲とグループ2に登
録されている4曲目のD曲をつなぐと、D曲はグループ1
に登録されます。

曲をつなぐイメージ

CBA ED F

BA FE

1 2 33 4 5

1 2 33 44 5 6

C+D

1 2 33 44 5 6 7 8 9 10 11

1 2 33 4 5 6

G H J KIA B D E FC

A B E F G

7 8 9 10

H I KJC+D

モード

MDの編集を行うときは、停止中に P. MODEキーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。

異なる録音モードの二つの曲はつなぐことができません。（例：“LP4”＋“LP2”等）
Net MD対応機器でパソコンからチェックアウトされた曲と通常に録音した曲は、つなぐことができません。
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実行後の表示
エディット ナウ コンプリート

"EDIT NOW" = "COMPLETE"（編集完了）
エディット ナウ キャント エディット

"EDIT NOW" = "CAN' T EDIT"（編集不可能）

曲と曲の結合を実行する4

÷ Net MD機能でパソコンからチェックアウトした曲をつ
プロテクテッド

なぐときは、"PROTECTED ok?"と表示されます
エンター

（O）。よければもう一度 ENTERキーを押します。

MDを取り出す5

÷ MDを取り出すと、MDの編集を確定します。

情報を書き込み中 MD排出

ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を
ライティング

加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

MDを取り出すと、MDの編集を確定します。編集
を取り消す場合は、MDを取り出す前に、"編集し
た内容を取り消す"を参照して操作してください。

›
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曲の途中に曲番号（トラック番号）を追加して曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を追加してお
くと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。
分割した曲より後ろでは、トラック番号が自動的に調整されます。
分割したいところを繰り返し聴きながら微調整することができます。

デバイド

曲を分ける（DIVIDE）

モード

MDの編集を行うときは、停止中に P. MODE キーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。

グループ分けされている曲を分けるときグループ分けされてない曲をわけるとき

グループ1 グループ2 グループ3

グループ1 グループ2 グループ3

曲をわけるイメージ

CBA DC' E

CBA ED

1 2 33 4 5

1 2 33 44 5 6
1 2 33 44 5 6 7 8 9 10 11

1 2 33 4 5 6

F G I JHA B C' D EC

CA B D E F

7 8 9 10

G H JI

分けたい曲を再生する1
デバイド

分けたいところで"DIVIDE"を選ぶ2
エディット

曲を分けたいところでリモコンのMD EDIT
キーを押してから、4または¢ キーを押し

デバイド エンター

て "DIVIDE"を選び、ENTERキーを押す

\\ \\

÷ 曲は一時停止になります。

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
デバイド

"DIVIDE "
2

コンバイン

"COMBINE"
3

イレース

"ERASE"
4

ムーブ

"MOVE"

÷
エディット

途中でやめるには、手順 5の前に MD EDIT キーを押
します。

入力切換を"MD"にする。

÷ 曲を分けるときは、曲のはじめから約2秒以上後ろに分
割ポイントを設定してください。約2秒より短い曲に分
割できないことがあります。

分割ポイントを決める3

÷
エンター

ENTER キーを押したところが分割ポイントになり、2秒間の
再生が繰り返されます。

エンター

ENTERキーを押す
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実行後の表示
エディット ナウ コンプリート

"EDIT NOW" = "COMPLETE"（編集完了）
エディット ナウ キャント エディット

"EDIT NOW" = "CAN' T EDIT"（編集不可能）

曲の分割を実行する5

÷
ネット

Net MD機能でパソコンからチェックアウトした曲を分
プロテクテッド

けるときは、"PROTECTED ok?"と表示されます
エンター

（O）。よければもう一度 ENTERキーを押します。
÷ 分割してできた曲と曲の間には、無音部分はありませ
ん。

÷ MD規格の制限で、曲を分けられない場合があります。

手順 1 ～ 5 を繰り返して、最大254までトラッ
クを分割できます。

MDを取り出す

÷ MDを取り出すと、MDの編集を確定します。
ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を
ライティング

加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

MDを取り出すと、MDの編集を確定します。編集
を取り消す場合は、MDを取り出す前に、"編集し
た内容を取り消す"を参照して操作してください。

d

6

分割ポイントを微調整する4

1 4または¢ キーを押して分割ポイントを微
調整する

2
エンター

ENTERキーを押す

÷ 分割ポイントは、－31～0～＋31（約4秒）の範囲
で微調整できます。

÷ 分割ポイントから約2秒の再生が繰り返されます。
÷

エンター

分割ポイントを微調整しないときは、ENTER キーをの
みを押します。

＋31 0 －31

エンター

ENTERキーを押したところ

2秒再生

分割ポイント微調整のイメージ

情報を書き込み中 MD排出
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÷ グループ機能の情報は、ディスクのタイトル情報として記録されています。グループ機能に対応していない
機器で、グループ登録されているMDのディスクタイトルを表示させると、通常のディスクタイトル以外の情
報も表示されますが故障ではありません。

÷ グループ機能に対応していない機器で、グループ登録されているMDの編集操作はしないでください。

グループ登録したMDの曲を編集すると
グループに登録されている曲を編集すると、次のようになります：

曲を移動する
曲を移動したとき、移動先の1つ前の曲がグループに登録されている場合は、その曲と同じグループになります。
移動先の1つ前の曲がどのグループにも登録されていないときや、最初の曲の前に移動したときは、移動した曲は
どのグループにも登録されません。

例：グループAとして3～5曲目が登録されていて、グループBとして9～12曲目が登録されているとき、グルー
プAの4曲目を11曲目に移動するとグループBの曲になります。また、グループAの4曲目を7曲目に移動する
とグループに所属しない曲になります。

曲をつなげる
グループに登録されている曲をつなげると、つなげるときに前にある曲のグループに所属します。

例：グループAとして3～5曲目が登録されていて、グループBとして6～12曲目が登録されているとき、グルー
プAの5曲目とグループBの6曲目をつなげると、つなげられた曲はグループAに登録されます。また、グループ
Aの3曲目を2曲目とつなげると、つなげられた曲はグループに属さない曲になります。

曲を分ける
グループに登録されている曲を分けると、分けた曲も分ける前のグループに登録されます。

例：グループAとして3～5曲目が登録されているとき、5曲目を分けると分けてできた6曲目もグループAに登
録されます。

曲を消す
グループに登録されている曲を消した場合、グループ内の全曲を消すと、そのグループも消去されます。

例：グループAとして3～5曲目が登録されていて、グループBとして6～12曲目が登録されているとき、グルー
プAの3～5曲目を消すとグループAが消去され、このときグループBにつけられたタイトルは変わりませんがタ
イトルが登録されていない場合、表示されるグループ番号は自動的に調整されます。
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4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
ディスク

"DISC" : ディスクタイトル *1
2 "T001", "T002"..... : トラックタイトル *2

タイトル入力状態にする1

1
 タイトル インプット

TITLE INPUT キーを押す

2編集するタイトルを選ぶ

3編集したいタイトルを確定する

トラックタイトルのとき ：

目的のトラックNo.を選びます。
（数字キーでも選べます。）

ディスクタイトルのとき ：
ディスク

"DISC"を選びます。

MDや曲にタイトルをつけると、再生中にタイトルが表示されます。入力したタイトルは、同じ手順で変更や消す
ことができます。リモコンを使って操作します。

MDや曲にタイトルをつける

入力を"MD"にする。

MD全体で最大1792文字、1曲につき最大80文字ま
で入力できます。（英、数、記号の場合）
カタカナを使用したときや曲数が多いときは、入力
できる文字数が少なくなります。
スペース（1文字ぶんの空白）も、文字と同じ量のデー
タを必要とします。
タイトル消去のときはスペースを入力するのでは

 クリアー

なく、文字の削除（CLEARキー）をご利用くださ
い。 as

入力できる文字数について

*1 停止中に手順 1 - 1 を行うと、ディスクタイトルから表
示がはじまります。

*2 4, ¢ キーを押すたびに "001" 、 "002" ・・・とトラック
タイトルが順番に表示され、全トラックの表示が終わると
1 に戻ります。

モード

MDの編集を行うときは、停止中に P.MODEキーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。

戻る 進む

タイトル インプット

中止するときは、もう一度TITLE INPUT キーを押し
ます。

÷ タイトルをつけていないときは、" . . . . . .  " と表示さ
れます。

停止中に操作する 曲にタイトルをつけるときは、手順  1 - 3 の前にMD 6
キーを押すと、その曲を聴きながらタイトルを入力する
ことができます。

MDの録音モード（"LP2" または "LP4"）の設定で、
LPスタンプ機能を使用している場合、曲のタイト
ルの頭の部分に「LP：」が表示されます。 fi

71ページの2 へ進む
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1
グループ

GROUPモードにする

2グループを選ぶ

グループや曲にタイトルをつけると再生中にタイトルが表示されます。リモコンを使って操作します。

タイトルをつけるグループを選び、タイトル入力状態にする

入力をMDにして、グループ登録されているMDを入れる。

1

グループや曲にタイトルをつける

3
 タイトル インプット

TITLE INPUT キーを押す

4編集したいタイトル（グループタイトルまたは、ト
ラックタイトル）を選ぶ

5確定する

÷ MDを読みとるまでに多少時間がかかります。

入力できる文字数について
MD全体で最大1792文字、1曲につき最大80文字ま
で入力できます。（英、数、記号の場合）
カタカナを使用したときや曲数が多いときは、入力
できる文字数が少なくなります。
スペース（1文字ぶんの空白）も、文字と同じ量のデー
タを必要とします。
タイトル消去のときはスペースを入力するのでは

 クリアー

なく、文字の削除（CLEARキー）をご利用くださ
い。 as

タイトル インプット

中止するときは、もう一度TITLE INPUT キーを押し
ます。 トラックタイトルのとき ：

目的のトラックNo.を選びます。

÷ タイトルをつけていないときは、" . . . . . .  " と表示さ
れます。

71ページの2 へ進む

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1 "GR＊＊" : グループタイトル
2 "T001"、"T002".....  : トラックタイトル

グループタイトルのとき ：

"GR＊＊ "を選びます。

÷ 1の "＊＊ "は、選んだグループ番号を表します。

停止中に操作する

÷

モード  グループ

P. MODEキーを繰り返し押し、"GROUP"表示を点灯
させます。
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タイトルを入力する2
1

ディスプレイ キャラクター

DISPLAY/CHARAC. キーを繰り返し押して、
文字グループを選ぶ

2文字入力キーを押して、文字を選ぶ

3文字を確定する

（手順 1～3を繰り返して、文字を入力します。）

同じキーを繰り返し押すと文字がかわります。

（例 ： を押したとき A=B=C=a=b=c

 と変わります。）
±

文字グループは以下の通りです。
"Aa" グループ :
A～z、記号、スペース

"12"グループ :
0～9と記号、スペース

"アア "グループ :
アイウエオ・・・ガギグゲゴ・・・と記号、スペー
ス

カーソルが移動、次の文字入力待ち

タイトル編集文字一覧表

÷ "゛ ", "゜ "はカーソル直前の文字によって入力できないことがあります。
÷ 英字の大文字と小文字が表示される順番は入力する前の状態によって入れ替わります。
÷ ディスクタイトル、グループタイトルには“/”を連続して入力しないでください。グループ登録が正しく認識
できなくなる場合があります。

�

÷
クリアー

間違えたときは、CLEARキーを押します。
÷ 4または ¢ キーで、入力場所（カーソル）を左右
に移動できます。

÷ 文字を挿入するときは、4または¢キーで挿入した
い場所の直後にカーソルを合わせて文字を選びます。

次のページに続く
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タイトル入力を実行する3

1
エンター

ENTER キーを押して、タイトル入力を確定する

2
タイトル インプット

TITLE INPUTキーを押して、編集を終了する

÷

エンター

ENTER キーを押すと、次に編集するタイトル（ディスク名
または曲名）を選ぶことができます。
MDや曲タイトルを続けて編集するときは、69ページの手
順1-2から繰り返してください。
同じグループの曲タイトルを続けて編集するときは、70
ページの1-4から繰り返してください。
他のグループのタイトルを編集するときは、次の2の手順
で終了しMDの再生停止を確認してから、70ページの1-
2からやり直してください。

÷ タイトルを確定する前に、電源をオフ（スタンバイ）
タイトル インプット

にしたり、TITLE INPUT キーを押して設定を取り
消したりすると入力中の内容は消去されます。

MDを取り出す

÷ MDを取り出すと、MDの編集を確定します。
ライティング

"MD WRITING" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を
ライティング

加えないでください。"MD WRITING" が完了する前に電
源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

MDを取り出すと、MDの編集を確定します。編集
を取り消す場合は、MDを取り出す前に、"編集し
た内容を取り消す"を参照して操作してください。

d

4

情報を書き込み中 MD排出

タイトルを変更、消去する

タイトルを変更、消去するときは、次の方法で文
字の消去、挿入をします。
文字の変更は、文字の消去と挿入を組み合わせ
て行います。
1 "MDや曲にタイトルをつける"または"グルー
プや曲にタイトルをつける"の手順1を行い、
変更または消去したいタイトル（ディスク、グ
ループまたは曲）を選ぶ

2 4または¢キーを押して、変更または消
去したい文字にカーソルを合わせる
÷ 文字を挿入したいときは、挿入したい場所の直後に
文字のカーソルを合わせます。

3
クリア

CLEARキーを押して、文字を消去する（消去
のときは手順5へ）

4文字を変更するときは、71ページの手順2を
行い、文字を挿入する

5このページの手順3と4を行う
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編集した内容を取り消す

入力を"MD"にする。停止中に操作してください。

エディット キャンセル

"MD EDIT CANCEL "を選ぶ1

1
エディット

MD EDIT キーを押してから、4または¢
エディット キャンセル

キーを押して"MD EDIT CANCEL"を選ぶ

2
エンター

ENTERキーを押す

\\

4または¢ キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
エディット トラック

"MD EDIT TRACK"
2

エディット グループ

"MD EDIT GROUP"
3

エディット キャンセル

"MD EDIT CANCEL"

÷
キャンセル

編集後にMDを取り出した場合などは、"CANCEL X"と
表示され操作できません。

÷
エディット

途中で止めるには、手順2の前にMD EDITキーを押し
ます。

編集の取り消しを実行する2

次の条件のとき、MDを入れてから現在までに行った編集や入力したタイトル、グループの登録、変更、解除を取
り消すことができます。
リモコンを使って操作します。
÷ 編集したMDを取り出す前
÷ 電源を切る前
÷ 録音をする前

ライティング

上記のいずれかの操作をして、"MD WRITING"が表示されたMDの編集内容は取り消すことができません。

モード

MDの編集を行うときは、停止中に P.MODEキーを押してプログラムモードとグループモードを解除してください。
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インプットレベルを調整する

インプット インプット

"AUX INPUT"または"USB INPUT"を選ぶ

インプットレベルを調整する

1

2

4または¢キーを押すたびに、次のように切り

換わります。

AUX入力端子に接続された外部機器 （ビデオデッキ等）からのインプットレベルを調整します。CD、MD等と同
じくらいの大きさで聞こえるように、必要に応じて調整してください。
USB端子に接続されたパソコンからのインプットレベルも調整できます。パソコン側の音量設定が低いと、本機
で調整しても音量が上がらない場合があります。パソコンの出力も合わせて調整してください。

入力を"AUX"または"USB"にする（調整する入力を選ぶ）。

1
モード

mode キーを押す

2
インプット

4または¢キーを押して"AUX INPUT"ま
インプット エンター デモ

たは"USB INPUT"を選び、enter/demo キーを
押す

本体

リモコン
\\ \\

本体

リモコン

レベルが
大きくなる

レベルが
小さくなる

確定する3

本体 リモコン

インプットレベル

÷ －3～+3の範囲で調整ができます。
÷ AUXインプットレベルを調整すると、AUX入力端子に
接続された外部入力機器からの録音レベルも変化しま
す。

モード

"REC MODE"
スピード

"REC SPEED"
オプション

"REC OPTIONS"
スタート

"O.T.E. start"
インプット

"AUX INPUT"
バランス

"BALANCE"
セット

"A .P .S .  SET"
ディスプレイ セット

"DISPLAY SET"
タイム アジャスト

"TIME ADJUST"
タイマー セット

"TIMER SET"

入力が"AUX"のとき：
モード

"REC MODE"
スピード

"REC SPEED"
オプション

"REC OPTIONS"
スタート

"O.T.E. start"
インプット

"USB INPUT"
バランス

"BALANCE"
セット

"A .P .S .  SET"
ディスプレイ セット

"DISPLAY SET"
タイム アジャスト

"TIME ADJUST"
タイマー セット

"TIMER SET"

入力が"USB"のとき：

ES-7NET_074-new 03.8.4, 8:47 PMPage 74 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



タイマーを使う

75JA

曜日、時、分を合わせる

1 4または¢ キーを押して曜日を合わせ、
エンター デモ

enter/demoキーを押す

2同様に「時」を合わせてから、「分」を合わせ
る

時計として使うだけでなく、タイマーを使うためにも必要となるので、あらかじめ時刻合わせを済ませてください。

2

時刻合わせ

戻る 進む

月曜日午前8時7分に合わせる例：

時刻合わせモードにする1

÷ 曜日が点滅を始めます。

÷
エンター デモ

「曜日」を合わせてからenter/demo キーを押すと「時」
エンター デモ

が点滅し、「時」を合わせてからenter/demo キーを押
すと「分」が点滅します。

÷ 時間は12時間（am/pm）で表示されます。
昼の12時は“12:00pm”、夜の12時は“12:00am”と
表示されます。

÷ 間違えたときは、はじめからやり直してください。
÷

エンター デモ

enter/demo キーを押して、設定が終了すると
コンプリート

"COMPLETE" と表示します。
÷ 本機の時計は、電源プラブをコンセントからを抜いても
約3分間程度保持されます。

÷ 停電があったり、電源プラグをコンセントに入れ直した
ときは、もう一度時刻合わせをしてください。

÷
ストップ

電源がスタンバイ状態のとき、STOP 7 キーを押すと
8秒間時刻が表示されます。

1
モード

mode キーを押す

2
タイム アジャスト

4または¢キーを押して"TIME ADJUST"
エンター デモ

を選び、enter/demo キーを押す

本体

リモコン
\\ \\

本体

リモコン

本体 リモコン
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時間を設定する

解除するには
スリープ

電源をオフ（スタンバイ）にする、または SLEEP
キーを解除になるまで繰り返し押す。

おやすみタイマーの動作中は表示部の明るさが自動的に
暗くなるように設定されています。（オートディマー機
能）

÷ 一回押すごとに10分ずつ増えていきます。最大90分
まで設定できます。

10→ 20→ 30 ..... 70→ 80→ 90→ 解除 → 10→ 20
.....

÷
スリープ

SLEEPキーを押すと表示部のバックライトが暗くなり
ます。

÷ 設定した時間が経過すると、自動的に電源がオフになり
ます。

セットする時間

÷
スリープ

おやすみタイマーの動作中に、SLEEP キーを1回押す
と、残り時間の確認ができます。

タイマーを使う
スリープ

おやすみタイマー（SLEEP）

設定した時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。

スリープ

おやすみタイマー（SLEEP）

何分後に電源をオフ（スタンバイ）するか設定します。

プログラム プログラム

ウィークリータイマー再生、タイマー録音（PROG. 1 , PROG. 2） j

設定した時間帯に選んだソースを再生したり、ラジオまたは外部入力ソースを録音します。

プログラム プログラム

ウィークリーAI タイマー再生（PROG. 1 , PROG. 2） j

タイマー再生開始後、徐々に音量が大きくなり、設定した音量まで上がります。

リモコンのみ
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4または¢キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

1
プログラム セット

"PROG.1 SET"（ 点灯）
2

プログラム セット

"PROG.2 SET"（ 点灯）

ウィークリープログラムタイマーを設定する
プログラム プログラム

PROG. 1 、PROG. 2 には、働く時間帯と内容を予約します。

÷
プログラム プログラム

タイマー予約は、PROG. 1と PROG. 2の2系統を、同時に予約できます。

÷
プログラム プログラム

PROG. 1と PROG. 2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて予約してください。

聴く（録音する）ための準備をする

プログラムタイマーの番号を設定する

÷ すでに設定が済んでいるタイマーを選んだ場合は、設定
内容が上書きされます。

1
モード

mode キーを押して設定モードにし、4また
タイマー セット

は ¢ キーを押して "TIMER SET" を選び、
エンター デモ

enter/demo キーを押す

2
プログラム セット プログラム セット

"PROG.1 SET"または"PROG.2 SET"を選
エンター デモ

び、enter/demo キーを押す

時刻合わせを済ませてから、タイマーを設定してください。 g

"他の機器（市販品）との接続"を参照して、関連機器との接続を済ませてください。 @

1

2
4または¢キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

外部入力ソースを聴く

CDを聴く

放送局をプリセットしておく。  ¶
º

CDを入れる
（通常再生だけできます。）

MDを聴く

MDを入れる。
（通常再生だけできます。）

AUX端子に接続した機器のタイマー
設定をする。

録音する

録音の準備をする。
MD ¤

ラジオを聴く

本体

リモコン
\\ \\

本体

リモコン

\\

モード

"REC MODE"
スピード

"REC SPEED"
オプション

"REC OPTIONS"
スタート

"O.T.E. start"
"ケンメイ セッテイ"
（入力がチューナーのときのみ）

インプット インプット

"AUX INPUT"または"USB INPUT"
（入力が "AUX"または "USB"のときのみ）

バランス

"BALANCE"
セット

"A .P .S .  SET"
ディスプレイ セット

"DISPLAY SET"
タイム アジャスト

"TIME ADJUST"
タイマー セット

"TIMER SET"

次のページに続く
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オン オフ

プログラムタイマーの ON/OFFを選ぶ3
オン オフ エンター デモ

"ON"または "OFF"を選び、enter/demo キー
を押す

ワン タイム エブリ ウィーク

ONETIME または EVERY WEEKを選ぶ5
ワン タイム エブリ ウィーク

"ONETIME" または "EVERY WEEK" を選
エンター デモ

び、enter/demo キーを押す

タイマーを動作させる曜日を選ぶ4
エンター デモ

曜日を選び、enter/demo キーを押す

本体

リモコン

\\

本体

リモコン

\\

4または¢キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

本体

リモコン

\\

4または¢キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

÷ 解除するまで動作が続くタイマーを選んだときは、手
順6へ進みます。

エブリデイ

"EVERYDAY"（毎日）
マンデー

"MONDAY"（月曜日）
チューズデー

"TUESDAY"（火曜日）
ウエンズデー

"WEDNESDAY"（水曜日）
サースデー

"THURSDAY"（木曜日）
フライデー

"FRIDAY"（金曜日）
サタデー

"SATURDAY"（土曜日）
サンデー

"SUNDAY"（日曜日）
"MON-FRI"（月曜日～金曜日）
"TUE-SAT"（火曜日～土曜日）
"SAT-SUN"（土曜日～日曜日）

解除するま
で動作が続
くタイマー｝

１回の動作
または
毎週動作を
選べるタイマー
手順 5へ進みま
す。

解除するまで動作が続くタイマー

エブリ ウィーク

1 "EVERY WEEK"：毎週タイマーが実行されま
す。
ワン タイム

2 "ONETIME"：タイマーが1度実行されると、タ
イマーオフ状態になります。

÷
オフ

"OFF" を選ぶと元の状態に戻ります。
÷ すでにプログラムタイマーがセットされているとき、

オフ

"OFF"を選ぶと、プログラムタイマーが解除されます。

前回設定したタイマーを再び働かせるには
以降の各設定では、前回設定した内容が始めに表示さ

エンター デモ

れます。設定内容を変更しない場合は、enter/demo
キーのみを押します。

オン

"ON" ：タイマーは働く
オフ

"OFF" ：タイマーは働かない
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1
プレイ

4 または¢ キーを押して"PLAY "または
プレイ エンター デモ

"AI PLAY"を選び、enter/demoキーを押す

希望の予約を設定する7

1
プレイ

"PLAY"（タイマー再生）
2 "REC"
3

プレイ

"AI  PLAY"
(だんだん音が大きくなるタイマー再生)

1
レコーディング

4 または ¢ キーを押して "REC" を選び、
エンター デモ

enter/demoキーを押す

タイマー再生、AIタイマー再生をするとき タイマー録音をするとき

2 4 または ¢ キーを押して再生の音量を調
エンター デモ

整し、enter/demoキーを押す

÷
プレイ

"PLAY"：ここで設定した音量で再生されます。
÷

プレイ

"AI PLAY"：タイマーの再生が始まると、除々に
音量が大きくなり、設定した音量まで上がりま
す。

÷ 現在聴いている音量は変わりません。

2 4 または ¢ キーを押して再生の音量を調
エンター デモ

整し、enter/demoキーを押す

÷ "REC  "：ここで設定した音量で再生されます。
÷ 現在聴いている音量は変わりません。
÷ 留守録をするときは、音量を"0"にしてくださ
い。

1
プレイ

"PLAY"
2 "REC"（タイマー録音）
3

プレイ

"AI  PLAY"

オン時刻を設定してからオフ時刻を設定する6

本体

リモコン

\\

本体

リモコン

\\

本体

リモコン

\\

本体

リモコン

\\

本体

リモコン

\\

÷ オン時刻とオフ時刻ともに、時を入力した後、同じ手
順で分を入力します。

÷ ラジオの放送などをタイマー録音するとき、録音したい
番組の放送開始時刻にあわせて本機のタイマー開始時刻
を設定すると、番組の最初の部分が頭切れになります。
頭切れしないように録音するときは、本機の録音開始時
刻を番組の放送開始時刻よりも1分程度早く設定してく
ださい。

÷
モード

間違えたときは、mode キーを押して、手順2からや
り直してください。

次のページに続く
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÷
エンター デモ コンプリート

enter/demo キーを押して、設定が終了すると "COMPLETE" と表示されます。

チューナー

入力ソースがTUNER 時のみ
4 4または¢キーを押して受信する放送局

エンター デモ

のプリセットチャンネルを選び、enter/demo
キーを押す

チューナー

入力ソースがTUNER（ラジオの録音）時のみ
4 4または¢キーを押して録音する放送局

エンター デモ

のプリセットチャンネルを選び、enter/demo
キーを押す

電源をオフ（スタンバイ）にする8
÷

スタンバイ タイマー

タイマースタンバイ状態になると standby/timer インジ
ケーターが緑色に点灯します。

÷ タイマー設定後、電源がオフ（タイマースタンバイ）中に、
スタンバイ タイマー

停電などがあったときは、 standby/timer インジケーター
が緑色に点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせを
やり直してください。

予約内容を確認したり変更したい時は、タイマー予約を初めからやり直してください。

3 4または¢キーを押して入力ソース（何
エンター デモ

を聴くか）を選び、enter/demoキーを押す

本体

リモコン

\\

本体

リモコン

\\

3 4または¢キーを押して入力ソース（何
エンター デモ

を録音するか）を選び、enter/demoキーを
押す

本体

リモコン

\\

本体

リモコン

\\

5 4または¢キーを押してMDの録音モード
エンター デモ

を選び、enter/demoキーを押す

1
ステレオ

"STEREO"
2 "LP2"
3 "LP4"
4

モノラル

"MONO"

1
プレイ チューナー

"PLAY TUNER" （ラジオ）
2

プレイ

"PLAY CD"
3

プレイ

"PLAY MD"

4
プレイ

"PLAY AUX"
（外部入力、ビデオなど）

1
プレイ チューナー

"PLAY TUNER"（ラジオ）
2

プレイ

"PLAY AUX"
（外部入力、ビデオなど）

プログラムタイマーを解除するには
手順1～3の操作をし、手順3で“OFF”を
選びます。

÷ タイマーのオン/オフを確認するには、電源がオンのと
きに 、 が点灯していれば、それぞれのプロ
グラムタイマーはオンになっています。
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表示部の調整やディスク挿入口の照明を設定をする

調整や設定をする項目を選ぶ

調整または設定をする

1

2

1
モード

mode キーを押してから、4または¢キー
ディスプレイ セット

を繰り返し押して "DISPLAY SET" を選び、
エンター デモ

enter/demo キーを押す

24または¢キーを繰り返し押して調整や
エンター デモ

設定をする項目を選び、enter/demo キーを押
す

本体

リモコン
\\ \\

本体

リモコン

確定する3

本体 リモコン

コントラスト バック ライト ライト セット

"CONTRAST"で表示部の濃さの調整、"BACK LIGHT"で表示部の明るさの設定、"LIGHT SET"でディスク挿入
の照明の点灯/消灯の設定ができます。

4または¢キーを押すたびに、次のように切り換
わります。

コントラスト

"CONTRAST"：
表示部の濃さを調整するとき選びます。
バック ライト

"BACK LIGHT"：
表示部の明るさを設定するとき選びます。
ライト セット

"LIGHT SET"：
ディスク挿入口照明の点灯/消灯を設定すると
き選びます。

コントラスト

"CONTRAST"を選んだとき：
¢を押すと濃くなり、4を押すと薄くなります。
バック ライト

"BACK LIGHT"を選んだとき：
バック ライト ハイ バック

"BACK LIGHT HIGH"（明るくする）または "BACK
ライト ロー

LIGHT LOW"（暗くする）を選びます。
ライト セット

"LIGHT SET"を選んだとき：
オン オフ

"ON"（点灯）または "OFF"（消灯）を選びます。
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USB端子を使って初めて本機とパソコンを接続したときだけ、ドライバのインストールが必要です。ドライバのインストー
ルはパソコンを操作して行います。

接続するパソコンの条件
USB端子を持ち、CPUはMMX®テクノロジーPentium® 233MHz以上。Windows®98 SE、Windows®ME、Win-
dows®2000 Professional、Windows®XP Home Edition、Windows®XP Professionalの、いずれも日本語版がイ
ンストールされていて正常に動作するパソコンを推奨。USB規格Ver.1.1に準拠。

本機の動作環境
サンプリング周波数は、48kHz、44.1kHz、32kHzに対応しています。
また、16bitステレオおよびモノラルデータが受信可能です。

ドライバをインストールする前に
Windows®日本語版が、正しく起動できることを確認してください。
本機に対応するドライバはWindows®に標準添付されていますので、Windows®のCD‐ROMが必要になる場合があ
ります。あらかじめWindows®のCD‐ROMを用意しておいてください。
また、CD‐ ROM ドライブも使用できることを確認してください。（Windows®プリインストールモデルでは、ハードディ
スクの中に用意されていることもあります）

USBマークを上にして接続します。

USBケーブル
パソコンのUSB端子へ

パソコンとの接続のしかた

パソコンのUSB端子と本機のUSB端子をUSBケーブルで接続します。

÷ USBハブを経由せずに、直接USB端子間を接続してください。
÷ MD録音中に、USBケーブルを抜き差ししないでください。

パソコンからの音を聴く前の準備

ES-7NET_082-new 03.8.11, 4:49 PMPage 82 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



パソコンからの音を聴く

83JA

正しくインストールできているか確認する
「USB 複合デバイス」、「USBスピーカー」がインストールされていることを確認します。
ここでは、Windows®XPで説明しています。

÷「USBコントローラ」項目の中に「USB複合デバイス」があ
ること、「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」項
目の中に「USBスピーカー」があることを確認してください。

例：Windows®XPの表示

インストールした2種類のUSB デバイスは、本機の電源が入っていてUSB ケーブルで接続しているときだけ「デバイス
マネージャ」に現れます。本機を接続していないときは、「デバイスマネージャ」には現れないのでご注意ください。

1［スタート］→［コントロールパネル］→[パフォーマン
スとメンテナンス]→［システム］→［ハードウェア］
→［デバイスマネージャ］を開く

2各項目の「＋」をクリックして、それぞれの項目内の
デバイスを確認する

÷ パソコンによっては、BIOS設定にて、USBを有効にする必
要があります。詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書をご
覧ください。

[ 次へ] をクリックしていきます。
[ 次へ] がクリックできないときやパソコンの画面に指示が出
ているときは、その指示にしたがった操作をしてください。

USB互換デバイス、またはUSBオーディオ
デバイスと表示されます。

例：Windows®98 SEの表示

必要条件を満たすパソコンでも、パソコン固有の仕様やお客様の使用環境の違いにより、本機が正常に動作しなかった
り、正しい音質で再生されない場合があります。

3画面の指示にしたがってインストールする
÷「USB 互換デバイス」→「USB ヒューマンインター
フェイスデバイス」→「USBオーディオデバイス」の
インストールが続けて行われます。

÷ 自動的に本機が検出されます。
÷ パソコンが本機を検出中は、USBケーブルを抜き差ししな
いでください。

÷ 数秒間待っても本機が検出されないときは、USBケーブル
をもう一度接続し直します。それでも検出されないときは、
Windowsを再起動します。

ドライバのインストール
1パソコンの電源を入れWindowsを起動する

2本機の電源を入れ、USBケーブルを使ってパソコ
ンと接続する S
÷ Windows®98SEをお使いの方は手順3に進んでく
ださい。それ以外のOSをお使いの方は、自動的にイ
ンストールされて終了します。

それぞれの項目のデバイスが確認できないときは、パ
ソコンのBIOS 設定の次の項目を確認してください。
÷ USB 機能が「使用する」に設定されている。
÷ USB IRQ が「AUTO」または使用可能なIRQ 番号
に設定されている。
上記の設定が正しく行われていないと、本機が正し
く認識されず、動作しないことがあります。
パソコン本体、マザーボードによっては上記の設定
項目がないものもあります。設定項目の有無や設定
方法については、パソコン本体またはマザーボード
の取扱説明書をご覧ください。
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「Windows の起動」音が聞こえてこないときは、次のことを
確認してみてください。

使用中に問題があるときは、次のことを確認してみてくだ
さい。

÷［スタート］→［コントロールパネル］→[サウンド、音声、お
よびオーディオ ディバイス]→［サウンドとオーディオデ
バイス］→［オーディオ］を開き、「既定のデバイス」が
「USBスピーカー」になっているか確認します。
「USB スピーカー」になっていないときは、▼をクリック
してプルダウンメニューの中から「USBスピーカー」を選
びます。

他のサウンドカードから音を出すときもここを変更します。

÷［スタート］→［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→
［エンターテイメント］→［ボリュームコントロール］を開
き、音量が最小になっていたり、「ミュート」にクリックマー
クがついていないかを確認します。
音量が最小になっているときは音量を上げ、「ミュート」に
クリックマークが付いているときは、マークをクリックして
クリックマークをはずします。

本機が認識されない：
÷ USBケーブルで本機とパソコンをしっかり接続します。
÷ 接続するUSB端子を変えてみてください。
音が出ないまたは小さい：
÷ ボリュームコントロールの設定が違っていないか、優先
するデバイス、ミュートを確認してください。

音が途切れる：
÷ 音声出力中、CPUに負担のかかる作業をしているとき
は、音が途切れることがあります。CPUに負担のかかる
作業は控えてください。

÷ 音声出力中に他のUSBケーブルの抜き差しをすると、音
が途切れることがあります。音声の再生中に、他の機器
のUSBケーブルを抜き差ししないでください。

雑音が多い：
÷ 本機が強い電磁波を発生するもの（テレビなど）の近く
に置かれていると雑音が多くなることがあります。強い電
磁波を発生するものから十分に離して設置してください。

パソコンからの音声信号が再生されるか確認する

1本機の音量を適当な音量に合わせる

2［スタート］→［コントロールパネル］→[サウンド、音
声、およびオーディオ ディバイス]→［サウンドと
オーディオデバイス］→［サウンド］を開く

3「Windows の起動」を選んでから、再生ボタン（3）
をクリックする

÷ 本機から「Windows の起動」音が聞こえてくれば、ドライバ
のインストールは終了です。

例：Windows®XPの表示

パソコン側の音量設定が低いと、本機で音量を調整
しても音量が上がらない場合があります。

ここでは、Windows®XPで説明しています。
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MuliaとNet MD
付属アプリケーションソフト「Mulia」は、デジタル音楽コンテンツの利用と音楽著作権管理をするソフトウェアです。
パソコンのCDドライブを使って音楽CDを再生したり、音楽データをパソコンのハードディスクに保存や管理をすることがで
きます。また、保存した音楽データの再生、編集、曲のタイトルなどを入力のほかに外部機器（本機などの「Mulia」に対応した
機器）に転送することもできます。
音楽データは、圧縮されたデータの音質を飛躍的に向上させるSupreme3を採用しているため、高音質で再生ができます。
音楽データを暗号化して記録する著作権保護技術OpenMGの採用により、著作権者の意志に沿った音楽データの保存、再生が
できます。
ES-7NETと組み合わせると、Net MD機能が働き「Mulia」のライブラリで管理されている音楽データをMDに高速に転送（チェッ
クアウト）したり、MDに転送した音楽データをライブラリに戻す（チェックイン）ことができます。また、パソコンでMDの再
生、編集（トラック編集、グループ編集）、曲のタイトル（半角/全角文字）などを入力することができます。

「Mulia」および「Mulia」を利用したNet MD機能の使いかたは、オンラインヘルプを参照してください。

÷「Mulia」を使って、ES-7NETのディスク（CDなど）の音声をパソコンに録音することはできません。
÷ 市販のMDソフトや他の機器で録音したMDなど、チェックアウトした音楽データ以外はMDからパソコンに取り
込むことはできません。

÷ 音楽データをMDにチェックアウトするには、「Mulia」を使用して音楽データをパソコンのハードディスク
（「Mulia」のライブラリ）に取り込む必要があります。

÷ 全角文字のタイトル入力は、漢字タイトル表示対応のMD機器など全角表示に対応したMD機器でしかタイトル
を表示することができません。本機など全角表示に対応していないMD機器でタイトル表示したいときは、半角
タイトルにもタイトルを入力してください。

Net MDを使う
準備
÷ 接続するパソコンの環境を確認して、パソコンに「Mulia」をインストールしてください。 JK
÷ パソコンと本機をUSBケーブルで接続します。 S

Net MD機能をオンにする操作

1パソコン側の準備を確認

2パソコンのソフト「Mulia」を起動する

3
ネット

本体の NET MDキーを押す

4「Mulia」を使って操作する

÷ 本体表示部の" "（USBマーク）表示が点灯します。

÷ 本体表示部に"Net MD"と表示されます。

Net MD機能を使う

÷
ネット

MD録音中は、NET MDキーを押してもNet MD機能をオン
にできません。

÷ Net MD機能を使いながらCD、ラジオ放送を聴くことはで
きません。

Net MD機能をオフにする操作
ネット

本体の NET MDキーを押す
Net MD機能をオフにすると、入力はMDになります。

MD0（取り出し）キーを押したときは、MDが排出され
ネット ネット

るまでNet MD機能をオフにしないでください。Net
MD機能が正常に終了しない場合があります。¬
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Net MD（Mulia）を使うときの注意

USB接続について
÷ 必ず「Mulia」をパソコンにインストールしてから本機に接続してください。
÷ USBハブや延長ケーブルは使用しないでください。
÷ パソコンが本機を認識するまでに、時間がかかることがあります。
÷ MD録音中に、USBケーブルを抜き差ししないでください。

電源について
÷「Mulia」が起動中は、本機の電源は切らないでください。

パソコンの省電力モード設定について
÷「Mulia」起動中、Net MD機能がオンで、MDが本機に入ってるとき、パソコンは省電力モードに移りません。

他のアプリケーションを使う
÷ 他の音楽管理アプリケーションと「Mulia」を同時に使用すると、正しく動作しないことがあります。

格納ディレクトリについて
÷「Mulia」をインストールしたフォルダや音楽データを格納しているフォルダは、エクスプローラーなどで操作しないで
ください。

÷「Mulia」をインストールしたフォルダや音楽データを格納しているフォルダがあるハードディスクのドライブ名は、変
更しないでください。

÷ 静電気などのノイズの影響を受けるところで使用すると、データが破損する可能性があります。

アプリケーションソフト「Mulia」
÷このソフトウェアの一部もしくは全部を、複製もしくは修正、追加等の改変をすることは行ってはならないものとします。
÷このソフトウェアを使用したことによって生じた使用者もしくは第三者の損害に関しては、当社は一切その責任を負いかね
ます。

÷このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

アプリケーションソフト「Mulia」を使用した操作については、「Mulia」のオンラインヘルプを参照してください。オンラ
インヘルプは「Mulia」をインストールしたあと、「Mulia」を起動して、メニューの［ヘルプ］をクリックし、ヘルプを選ぶ
とヘルプ画面を表示させることができます。

［ヘルプ］をクリックする

オンラインヘルプ画面
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上記環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalをお使いの場合
Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalで「Mulia」を動作させる場
合は、以下の制限があります。
÷ Windowsドメインユーザーアカウントから、ログオンして使用することはできません。
÷ インストールは、管理者権限（Administrator）のユーザー名でログオンして行ってください。
管理者権限（Administrator）のあるユーザーでも、全角のユーザー名でログオンすると、インストールが失敗すること
があります。その場合は、いったんログオフして管理者権限（Administrator）のユーザー名でログオンし、「Mulia」をア
ンインストール（L）してから、再度、管理者権限（Administrator）のユーザー名でログオンして、インストールを実行
してください。

÷「Mulia」を使用するときは、管理者権限（Administrator）および標準ユーザー権限（Power User）のユーザー名でロ
グオンして実行してください。

÷ Windows 98 Second Edition、またはWindows Millennium Editionとデュアルブート環境にしている場合に、両方
のOSに「Mulia」をインストールすると、データが正しく記録・再生できません。

÷ NTFSフォーマットは標準インストール（お買い上げ時）でのみお使いになれます。

オペレーティング�
システム�

ハードディスク�
空き容量�

本体�

必要条件� 備考�

CPU

メモリ�

ディスプレイ�

その他�

サウンドボード�

Windows 98 Second Edition/�
Windows Millennium Edition/�
Windows 2000 Professional/�
Windows XP Home Edition/�
Windows XP Professional

Windows 98 Second Edition/�
Windows Millennium Edition/�
Windows 2000 Professional/�
Windows XP Home Edition/�
Windows XP Professional　　�
対応のサウンドボード�

上記オペレーティングシステムの
いずれかを正式にサポートしてい
るIBM PC/AT互換機（日本語版の
み） 

MMX Pentium 233MHz以上�
Pentium   400MHz以上推奨�

High Color（16bit）以上�
800×600ドット以上�

Internet Explorer 5.0以降、　　　�
Windows Media Player 7.0以降　

USBポート�
（USB規格Ver.1.1に準拠）�

64MB以上�

150MB以上�

CD-ROMドライブ�

Windows 95 / Windows 98 / Windows NT /�
Windows 2000（Serverなど）では動作保証しま
せん。�

CD録音やファイルをインポートしているとき、また
はチェックイン/チェックアウト（用語説明　　　）
をしているときは、パソコンの処理能力によって再
生音が途切れることがあります。�

Windowsのバージョンによって異なります。�
音楽データを記録・再生するための空き容量が別
途必要です。�

CD-ROMドライブによっては、CDからの録音が正
しくできない場合があります。�
USBで接続したCD-ROMドライブからの録音は動
作保証しません。�

USBハブで拡張されたUSBポートは動作保証しま
せん。�

Windows Media Player 7.0以前のものをお使いの場
合は、アップグレードを行ってください。�

256色以下では、正常に動作しない場合があります。
　�

Macintoshでは動作しません。�

�

�

接続するパソコンの環境（Net MD）
「Mulia」を使用するには、次のハードウェアとソフトウェアが必要です。インストールをする前に確認してください。
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付属アプリケーションソフト「Mulia」のインストール
使用中のソフトウェアは、全て終了します。
付属アプリケーションソフト「Mulia」のインストールは、本機とパソコンをUSBケーブル接続しない状態でおこないます。
Net MDドライバのインストールは、「Mulia」をインストールしたあと、始めにNet MD機能をオンにしたときに自動的にお
こなわれます。

1添付の「Muliaインストール用CD-ROM」をCD-
ROMドライブに入れる

2「Muliaインストール」画面の［開始］ボタンをクリッ
クする

3ウィザード画面に表示される指示に従って操作
する

4「インストールが完了しました。PCを再起動しま
す。」と画面に表示されたら、［OK］ボタンをクリック
し、再起動する

÷ インストーラーが自動的に起動して、［Muliaセットアップ］画
面が表示されます。
［Muliaセットアップ］画面が表示されないときは、デスクトッ
プの［マイコンピュータ］アイコンをダブルクリックし、
「Muliaインストール用CD-ROM」が挿入されているCD-
ROMドライブをダブルクリックしてください。

÷「古いバージョンのOpenMG JukeboxまたはSonicStage
が検出されました。」と画面に表示された場合は、［はい］ボ
タンをクリックし、次ページの「OpenMGのアップグレード」
を参照して「OpenMG Jukebox」、または「SonicStage」
のアップグレードを行ってください。

÷ ウィザードが起動します。

÷ Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalをお使いの場合は、管
理者権限（Administrator）のユーザー名でログオンして実行してください。

÷「Mulia」をインストールすると、以下のモジュールが追加されます。
Microsoft® Data Access Components 2.5
©1981-1997 Microsoft Corporation.
All rights reserved.
Microsoft® DirectX® Media Runtime
©1998 Microsoft Corporation.
All rights reserved.
「Mulia」をアンインストールしても、上記のモジュールは削除されません。

÷「Mulia」をアンインストールしても、「Mulia」データの保存先として指定したフォルダには、「Mulia」で編集したデータが
残ります。

÷ ウィザード画面は以下のように切り換わります。
「セットアップステータス」画面
「Mulia用のInstallShieldウィザードへようこそ」画面
「使用許諾契約」画面
「インストール先の選択」画面
「セットアップステータス」画面
「InstallShieldウィザードの完了」画面
「Net MDドライバ用のInstallShieldウィザードへようこそ」
画面
「セットアップステータス」画面
「InstallShieldウィザードの完了」画面

÷「Mulia」インストール先は「Program Files」に設定されま
す。変更する場合はウィザード画面「インストール先の選択」
にて行います。同画面内の「参照」ボタンをクリックし、画面
の指示に従ってください。
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÷ Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalをお使いの場合は、管
理者権限（Administrator）のユーザー名でログオンして実行してください。

÷ 「Mulia」をアンインストールしても、「Mulia」データの保存先として指定したフォルダには、「Mulia」で編集したデータ
が残ります。

OpenMGのアップグレード
古いバージョンの「OpenMG Jukebox」または「SonicStage」がインストールされている場合は、OpenMGのアップグレー
ドを行います。

1「OpenMG Jukebox Ver.1.X／2.0／2.1」で
チェックアウトした曲をチェックインする

2バックアップツールで、曲データのバックアップを
行う

3添付の「Muliaインストール用CD-ROM」をCD-
ROMドライブに入れる

4［Open MG Jukebox 2.2へのアップグレード］ボ
タンをクリックする

5［はい］ボタンをクリックする

6以降、画面に表示される指示に従って操作する

7アップグレードが終了したら、"付属アプリケーション
ソフト「Mulia」のインストール"（K）を実行する

÷ バックアップの方法は、「OpenMG Jukebox」のオンライ
ンヘルプを参照してください。

÷ アンインストーラが起動します。

÷ インストーラーが自動的に起動して、［Muliaセットアップ］画
面が表示されます。

÷［Muliaセットアップ］画面が表示されないときは、デスクトッ
プの［マイコンピュータ］アイコンをダブルクリックし、
「Muliaインストール用CD-ROM」が挿入されているCD-
ROMドライブをダブルクリックしてください。

÷「ロックされたファイルの検出」と画面に表示された場合は、
［無視］ボタンをクリックしてください。

Muliaのアンインストール（削除）
「Mulia」が不要になった場合は、プログラムを削除します。「Mulia」を使用しているときは、「Mulia」を終了してからアンイ
ンストールしてください。ここではWindows® XPで説明しています。

1［スタート］→［コントロールパネル］→［プログラム
の追加と削除］を開く

2［プログラムの変更と削除］の一覧で「Mulia」を選
択し、［変更と削除］ボタンをクリックする

3以降、画面に表示される指示に従って、アンインス
トールを実行する
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Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote".CD and music- related data from Gracenote
CDDB®,Music Recognition ServiceSM © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB
Client Software © 2000, 2001,2002 Gracenote. U.S. Patents Numbers #5,987,525;
#6,061,680;  #6,154,773, and other patents issued or pending.
CDDB is a registered trademark of Gracenote.The Gracenote logo and logotype,the
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Net MD機能を使う

用語説明
オープン

OpenMG
音楽配信サービスや音楽コンテンツをパソコンに取り込んで管理するための著作権保護技術。パソコンにインストー
ルしたOpenMG対応ソフトウェアで、音楽コンテンツをハードディスクに暗号化して記録し、そのパソコン上での
音楽の再生を楽しむことができます。また、インターネットなどへの不正な配信を防止することができます。

マジック ゲート

Magic Gate
OpenMGを搭載したパソコンと「マジックゲート」対応機器との相互認証により、データ通信の暗号化を行い、著
作権を保護する技術。デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぎます。

チェックイン／チェックアウト
パソコン上でOpenMG対応ソフトウェアで管理している音楽データを、Net MDなどの外部機器・メディアに転送
することを「チェックアウト」と言い、チェックアウトした音楽データを元のパソコンへ戻すことを「チェックイン」
と言います。（チェックアウトしたデータを他のパソコンにチェックインすることはできません。）
1度チェックアウトしたデータをチェックインによりパソコンに戻した後、再びチェックアウトすることも可能です。
特別に利用方法に関する条件が付加された音楽データを除き、SDMIの基本ルールでは音楽データは1回のコピー
で4部まで作成可能なため、1部はパソコンの内部に保存され、残りの3部は外部機器、メディアへチェッアウト
できます。

セキュア デジタル ミュージック イニシアティブ

SDMI（Secure Digital Music Initiativeの略）
全世界に共通して使用できる著作権保護技術の統一方式を開発するために、レコード業界・コンピュータ業界・民
生用エレクトロニクス業界など約130社以上の企業・団体が集まり、構成されたフォーラム。音楽ファイルの違
法な使用を阻止し、合法な音楽配信サービスを促進するための枠組み作りを行っています。

サプリーム

Supreme3
ケンウッドが開発したデータ音質向上技術。
MP3をはじめとする圧縮形式の音楽データフォーマットは、データ容量を小さくできる反面、再生時に音質が劣
化します。これは、圧縮の際に高音域を中心としたデータが間引かれることが原因であり、その高音域帯を補完し
て再生する技術がSupremeです。Supremeをさらに進化させたのがSupreme3です。データの圧縮方式や容量
に合わせて最適な音質に補正することで、より原音に近い音を再現します。
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アプリケーションソフト「Mulia」での著作権保護による制限
アプリケーションソフト「Mulia」は、音楽コンテンツをパソコンに取り込んで管理するための著作権保護技術
「OpenMG」を採用しています。「OpenMG」は、著作権保護されたデータをパソコンで取り扱うために、SDMIの
取り決めに従って高度な暗号化技術を用いています。
お使いいただくときに、以下のような制限がありますのでご了承ください。

÷ アプリケーションソフト 「Mulia」を使ってパソコンのハードディスクに入れられた音楽は、他のパソコンにコ
ピーしても再生することはできません。

÷ パソコンから外部機器またはメディアにチェックアウトした音楽データは、そのデータを他のパソコン等にコ
ピーしても再生できません。

÷ 外部機器またはメディアにチェックアウトした音楽データは、転送元であるパソコン以外にチェックインする
ことはできません。

÷ 複数のパソコンに同一のアプリケーションソフト「Mulia」をインストールすることはできません。
÷ アプリケーションソフト 「Mulia」は、SDMIの取り決めにより、コピー禁止信号が埋め込まれている音楽デー
タを取り扱うことはできません。

÷ 著作権者やサービス事業者の意志により、音楽データに、利用方法に関する条件が付加される場合があります。
この場合、その条件に沿った操作のみが可能になります。

÷ 音楽CD等で利用方法に関する条件が付加されていないとき、SDMIの基本ルールに沿った操作のみが可能です。
（用語解説 åチェックイン/チェックアウト）

÷ アプリケーションソフト「Mulia」は、SDMIの取り決めに基づいて作られています。将来この規定が改訂され
る場合、改訂内容によっては、一部の機能が使えなくなる可能性があります。

サポートについて
 「Mulia」および「Mulia」の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用下さい（裏表紙）

「Mulia」サポートおよび製品情報に関するホームページアドレス
http://www.kenwood.com/j/download/mulia/index.html

 「OpenMG Jukebox」についてのお問い合わせは、OpenMGテクニカルインフォメーションセンターをご利用下さい
お問い合せ先電話番号 電話（045）650-2774
サポート時間 土・日・祝日を除く　平日10:00～17:00　（電話での対応のみ）
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知っておきましょう

輸送時または移動時のご注意
本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を
行ってください。

1 CD、MDを取り出します

2 MD 6 キーを押す

3 CD 6 キーを押す

4 しばらく待って、表示部が図の表示になったこと
を確かめてください

5 数秒間待って、電源をオフにします

メンテナンス

参考

お手入れのしかた
前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布で
からぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは
変色の原因になることがありますので、ご使用にならな
いでください。

接点復活剤について
接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、
ご使用にならないでください。特にオイルを含んだ接
点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあ
ります。

結露にご注意
本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴（露）が付く
ことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に
動作しないことがあります。このようなときには、数時
間放置し、乾燥させてからご使用ください。
気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い
部屋などでは、特に結露にご注意ください。

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜いた後約1日バックアップ
するメモリーの内容 :

入力切り換え
音量の設定
AUX/USBインプットレベルの設定
トーン

TONE機能の設定
タイマーの設定内容
表示部のコントラストの設定
ディスク挿入口の照明設定
オートパワーセーブの設定
÷ チューナー関係
プリセット放送局
選局方法の設定（オート、マニュアル選局）

÷ 録音設定関係
録音モード、LPスタンプ設定
録音スピード
メロディ設定
オートマーク設定
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ディスク取扱上のご注意

再生面はもちろん、レーベル面にも紙や
テープなどを貼らないでください。

お手入れ
ディスクに指紋や汚れがついたときは、
やわらかい布などで、放射状に軽くふき
とってください。

保存
長い間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに
入れて保管してください。

糊のベタつき

シール類

取り扱い
再生面にふれないように持ってくだ
さい。

本機で使用できるディスクについて
CD (12cm、8cm )、CD-R、CD-RW および CD-G/CD-EG
(CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生でき
ます。

ディスクアクセサリーについて
音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサ
リー（スタビライザー、保護シート、保護リングなど）お
よびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご
使用にならないでください。

CD-R/CD-RWディスクについて
レーベル面に印刷可能なCD-R/CD-RW を使用すると、
レーベル面が貼り付いてディスクの取り出しができないこ
とがあります。本機の故障の原因となるため、このような
ディスクは使用しないでください。

透明なディスクについて
本機は、CDを光学的に検知して内部へ引き込むため、透明なCD
は使用することはできません。

CDディスクのご注意
レーベル面に

DIGITAL AUDIOCOMPACT

COMPACT

のマークが入ったディスクをご使用く
ださい。このマークが入っていないディスクは正しく再生
できない場合があります。

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。
ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶
対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原
因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますの
で、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて
図のようにクランピングエリアに
シールが貼られているディスクは
ご使用にならないでください。

シールから糊がはみ出したり金属
板が貼られている場合があり、
ディスクが取り出せなくなる恐れ
があります。

シール類をはがした後、糊がレーベル面に残っていると、
故障の原因になります。糊のベタつきがある場合、必ずふ
き取ってください。

クランピング
エリア

レーベル面
再生面
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MDの取り扱いかた
MDのディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カー
トリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ディスクアクセサリーについて
レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご
使用にならないでください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、MDの誤消
ライト プロテクト

去防止つまみ（WRITE PROTECT）を開いた状態にし
ておきます。再び録音する場合は、つまみを元の状態
に戻します。

誤消去防止つまみ
ライト プロテクト

（WRITE PROTECT）

開く（録音禁止） ふさぐ（録音可能）

ディスクに直接触れない
シャッターを手で開けて、ディス
クに直接触れないでください。無
理に開けるとこわれます。

置き場所について
極端に温度の高いところ（直射日光の当たるようなとこ
ろ）や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について
本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。
従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生
が終わりましたら、速やかにMDを本機から取り出し
てください。

お手入れのしかた
定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾い
た布でふき取ってください。

MD裏面

カートリッジラベルについて
ラベルははがれないように端のほうまでしっかりと貼
り付けてください。またラベルエリアよりはみだして
ラベルを貼らないでください。

あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、
著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デジタル
録音機器（この商品）の価格には、著作権法の定めにより、
私的録音補償金が含まれております。
なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、下記にお願
いいたします。

デジタル録音と SCMS について
SCMS（シリアルコピーマネージメントシステム）とは、
著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間
でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、
一世代だけと規定したものです。

デジタルコピー
を繰り返すこと
はできない。

クリップ

MD-Clip データ（静止画等）を書き込んだディスクは、本
クリップ

機で録音・編集を行わないでください。Clip のデータ内
容が失われることがあります。

クリップ

MD - Clip データについて

社団法人私的録音補償金管理協会
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
東京オペラシティータワー11F

電話（03）5353-0336（代表）
FAX.（03）5353-0337
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故障かな？と思ったら...故障かな？と思ったら...
調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには
電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは
外部からの要因により、マイコンが誤動作（操作できな
い、表示部の誤表示など）することがあります。この場
合、次の手順をお試しください。
マイコンがリセットされます。

÷ リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷
時の状態となります。ご了承ください。

電源プラグをコンセントから抜き、  キーを押しなが
ら、差し込み直す。

音が出ない。

パソコンからの音が小さい

パソコンからの音が出ない

スタンバイ タイマー

"standby/timer" の表示が赤く点滅し,音が出
ない。

スタンバイ タイマー

"standby/timer" の表示が緑色に点滅する。

ヘッドホンから音がでない。

スピーカーの片側から音が出ない。

時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅し
ている。

タイマーが作動しない。

÷ "接続のしかた" をみて正しく接続し直す。 0
÷ 音量を上げる。 *
÷

ミュート

MUTEをオフ（解除）にする。 (
÷ ヘッドホンが差し込まれているときはプラグを抜く (

÷ USBインプットレベルを調整する。 f

÷ パソコンの音量設定を調整する。

÷ パソコンとの接続を確認する。 S

÷ ドライバが正しくインストールされているか確認する。 D

÷ パソコンの音声に関する設定を確認する。 F

÷ 使用を中止する。内部的な不具合が発生したことが考えられます。電
源を切り、電源プラグを抜いて修理をご依頼ください。

÷ 現在時刻をもう一度合わせる。 g
÷ タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。 j

÷ ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。 (
÷ 音量を上げる。 *

÷ "接続のしかた" をみて正しく接続し直す。 0

÷ 現在時刻をもう一度合わせる。 g

÷ " 時刻合わせ " をみて現在時刻を合わせる。 g
÷ タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。 j

÷ アンテナを接続する。 0@
÷ 放送バンドを合わせる。 §
÷ 受信したい放送局の周波数に合わせる。 ª

÷ 外部アンテナを道路から離して設置する。
÷ 電気器具の電源を切ってみる。
÷ テレビから離す。

÷ もう一度オートプリセットする。 ¶
÷ 受信できる周波数の放送局をマニュアルプリセットする。 º

放送局が受信できない。

雑音が入る。

プリセットコール

オートプリセットしたあと、P.CALL （4、
¢）キーを押しても受信できない。

処　置症　状

処　置症　状

アンプ部・スピーカー部

チューナー部

マイコンをリセットすると下記のように表示されます。
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症　状 原　因

MDレコーダー部（MD規格上の症状）

ディスク フル

まだ録音可能時間があるのに"DISC FULL"と
表示される。

短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。

曲をつなぐことができない。

録音済みの時間と、録音可能時間の合計が
MD全体の記録時間（60分、74分、80分）と
一致しない。

編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音
が途切れる。

トラック（曲）番号が正しく付かない。

リーディング

"READING" が表示される時間が異常に長い。

モノラル録音されたMDのとき、時間表示が
不正確になる。

タイトルが1792文字入らない。

÷ 256曲以上（トラック番号256以上）は録音できません。
（トラック番号256未満でも録音できないことがあります。）
このとき、ディスプレイの録音残量時間表示は、"0:00" になり
ます。

÷ MD全体の残り時間が 12 秒未満の場合は、ディスプレイの録音残
量時間表示は、"0:00" になります。消去された曲の合計時間が 12
秒を超えると録音可能時間の表示が変化します。*1

÷ 編集を繰り返したMDの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えな
いことがあります。

÷ 編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。
÷ 異なる録音モードの曲同士はつなげません。*2
÷ Net MD機能でパソコンからチェックアウトされた曲と通常に録
音した曲は、つなぐことができません。

÷ 2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しな
いことがあります。*3

÷ さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合があり
ますが、故障ではありません。

÷ 録音したソース（CDほか）の内容によっては、短い曲ができることが
あります。

÷ 新品の録音用MD（全く録音されていなもの）を入れた場合、通常よ
リーディング

りも長い間 "READING" が表示されます。
÷ 登録されているグループが多きときは、通常よりも長い間

リーディング

"READING" が表示されます。
÷ モノラル録音とステレオ録音が、それぞれ異なるフォーマットで行わ
れるためで、故障ではありません。

÷ タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているため1792文
字入りきらない場合があります。

＊1
ステレオ モノラル

録音モードが STEREOモードの場合（LP2/MONOモードの場合：24秒　LP4モードの場合：48秒）
＊2

ステレオ

STEREO（ステレオ録音）モード、LP2（ステレオ2倍長時間録音）モード、LP4（ステレオ4倍長時間録音）モード、
モノラル

MONO（モノラル録音）モード
＊3

ステレオ モノラル

録音モードが STEREOモードの場合（LP2/MONOモードの場合：4秒 LP4モードの場合：8秒）

ES-7NET_093-new 03.8.4, 8:50 PMPage 97 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



98 JA

故障かな？と思ったら...

÷ 挿入口の中央にCDを入れる。 )
÷ 本機はCDを光学的に検知して内部へ引き込むため、透明なCDは使
用できません。

÷ レーベル面を右（外側）にして、正しく入れる。 )
÷ "ディスク取扱上のご注意 " を参照し、ディスクを清掃する。ƒ
÷ "結露にご注意 " を参照し、露を蒸 発させる。 ∂
÷

ネット

"Net MD機能が正常に終了しないときには " を参照して、Net MD
機能をオフにしてください。 ¬

÷ CD 6 キーを押す。
÷ "ディスク取扱上のご注意 " を参照し、ディスクを清掃する。ƒ

÷ "ディスク取扱上のご注意 " を参照し、ディスクを清掃する。ƒ
÷ 震動のない場所に設置する。

÷

チェック ディスク

CHECK DISC（z）が表示されているときは、表示は切り換わりま
せん。

処　置

CDプレーヤー部

CDが引き込まれない。

CDを入れても再生できない。

音声が出ない。

音とびがする。

ディスプレイ キャラクター

DISPLAY/CHARAC.キーを押しても表示が
切り換わらない。

症　状

÷ 新しい電池に入れ換える。 &
÷ 操作範囲内で操作する。 &

症　状

リモコンで操作できない。

処　置

リモコン部

÷ 録音済MDまたは再生用MDを入れる。

÷ 誤消去防止つまみを元に戻すか、録音可能なMDに取り換える。
©

÷ 入力切換を録音したいソースにする。 ¤
÷ SCMS によりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようと
している。 アナログ録音に切り換える。 fl

÷ AUXインプット（録音）レベルを調整する。 f

÷ AUXインプット（録音）レベルを調整する。 f

÷ 電気器具、テレビなどから離す。

÷

ブランク ディスク ユートック エラー

BLANK DISC、UTOC ERROR（z）が表示されているときは、表
示は切り換わりません。

再生キーを押しても音が出ない。

録音ができない。

録音レベルが低い。（AUX 使用時）

録音後音がひずむ。  （AUX 使用時）

雑音が大きい。
ディスプレイ キャラクター

DISPLAY/CHARAC.キーを押しても表示が
切り換わらない。

処　置症　状

MDレコーダー部
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÷ 使用しているパソコンの環境を確認する。 J

÷ タスクバーに［CDDB Active X Control］が表示されているとき
は、「Muliaのインストール中に、タスクバーに［CDDB Active X
Control］が表示されたときは」（…）に記載されている操作が
必要です。

÷ 本機がパソコンに認識されているか確認する。 …

÷ MP3、WMA形式の音声圧縮フォーマットディスクなどの音楽CD
（CD-DA）以外の ディスクは、Muliaでは再生や録音することは
できません。

÷ 再生期間や回数に制限のある音楽ファイルは、制限を越えて再生
はできません。
音楽ファイルによっては、著作権者の意志により、再生方法に制
限が付加されたものがあります。

÷ 誤消去防止つまみを元に戻す。 ©

÷ 音楽ファイルのチェックアウトは、制限を越える回数はできません。
音楽ファイルによっては、著作権者の意志により、記録方法に制
限が付加されたものがあります、このような音楽ファイルも
チェックアウトできない場合があります。

÷ WMAファイルはチェックアウトできません。

÷ 誤消去防止つまみを元に戻す。 ©

÷ チェックアウトした音楽ファイル以外は、パソコンにチェックイ
ンできません。

÷ チェックアウトした音楽ファイルは、チェックアウト元のパソコ
ンにしかチェックインできません。

÷「Mulia」を終了し、再び「Mulia」を起動する。

「Mulia」をインストールできない。

「Mulia」のインストール中、セットアップス
テータス画面の次の画面に進まない。

「Mulia」上で本機が外部機器として認識され
ない。

CDを再生することやCDをパソコンに録音す
ることができない。

ライブラリの音楽ファイルが再生できない。

MDにチェックアウトができない。

パソコンにチェックインができない。

「Mulia」を使用中に不具合が発生した。

その他「Mulia」に関しては、「MuliaとNet MD」（G）、「アプリケーションソフト「Mulia」での著作権保護による
制限」（ß）および「Mulia」のオンラインヘルプをご覧ください。

処　置

「Mulia」使用時のトラブルシューティング

症　状

タスクバーの［CDDB Active X Control］表示

Net MD機能が正常に終了しないときには
（MDを取り出しても 表示が回転表示したままになる）
MDを取り出し中に、Net MD機能をオフにした場合、Net MD機能が正常に終了しない場合があります。
ネット

NET MDキーを押してNet MD機能をもう一度オンにしてからオフにして終了してください。
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タスクバーの［CDDB
Active X Control］表示

［セットアップステータス］画面

［CDDB Active X Control］画面

［はい（Y）］ボタンをクリックする

Muliaのインストール中に、タスクバーに［CDDB Active X Control］が表示されたときは

インストール中のタスクバーに［CDDB Active X Control］が表示され、セットアップステータス画面の次の画
面に進まないときは、以下の操作をしてください。
（1）タスクバーの［CDDB Active X Control］をクリックして、［CDDB Active X Control］画面を表示させる
（2）同じ画面にある［はい（Y）］ボタンをクリックする

「Mulia」のインストール画面に戻ります。
（3）画面に表示される指示にしたがってインストールを続行する

パソコンにNet MD機器として認識されているか確認する

「Mulia」をインストールしたのに、本機が検出されないまたは「Mulia」上で外部機器としてNet MDが認識さ
れない、操作ができないときは、次の方法で本機が認識されているかパソコン上で確認してください。
ここでは、Windows®XPで説明しています。
（1）本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、Windowsを起動する
（2）

ネット

本機のNET MDキーを押して、Net MD機能をオンにする
（3）[スタート］→［コントロールパネル］→［パフォーマンスとメンテナンス」→［システム］→［ハードウェ

ア］→［デバイスマネージャー］を開く
（4）[USB（Universal Serial Bus）コントローラ]の［＋］をクリックして、［Net MD]があることを確認する

[Net MD]があるときは、本機はパソコンに正常に認識されています。

÷ パソコンによっては、BIOS設定にて、USBを有効にする
必要があります。詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書
をご覧ください。

÷ 「Net MD」は、Net MD機能がオンになっていないときに
は、「デバイスマネージャ」に表示されないのでご注意く
ださい。

[USB（Universal Serial Bus）コントローラ]の項目に
［Net MD]がないときは、本機はパソコンに認識されていません。
次のことを確認してみてください。
■USBケーブルが正しく接続されているかを確認する
■パソコンのBIOS設定の次の項目を確認する

÷ USB機能が「使用する」に設定されている。
÷ USB IRQが「AUTO」または使用可能な IRQ番号に設定されている。
上記の設定が正しく行われていないと、本機が正しく認識されず、動作しないことがあります。パソコン本体、マ
ザーボードによっては上記BIOSの設定項目がないものもあります。設定項目の有無や設定方法については、パソ
コン本体またはマザーボードの取扱説明書をご覧ください。

例：Windows®XPの表示
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メッセージ表示の一覧

*
トック テーブル オブ コンテンツ トック

すべてのMDには音声信号以外に TOC（Table of Contents）という情報が記録されています。TOCとは本の目次に相
当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。
トック ユートック ユートック

TOC 以外に録音用MDに特有な情報をUTOCと呼びます。このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き
直し可能な情報が入っています。

意　味ディスプレイ表示

ブランク ディスク

BLANK DISC ÷ 何も録音されていないMDです。
バッファー オーバー

BUFFER OVER ÷ 74分以内に200曲以上のCDを4倍速録音しようとしている。
キャント エディット

CAN'T EDIT ÷ 長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。
÷ プログラムモード、グループモードのときに編集しようとしている。

チェック ディスク

CHECK DISC ÷ TOC情報を読むことができない。
÷ ディスクが正しく挿入されていない。

ユートック エラー

UTOC ERROR ÷

ユートック イレース トラック オール

UTOC* の内容が異常である。"ERASE TR ALL"を行う。 ´
それができないときは、MDを取り換える。

ディスク フル

DISC FULL ÷ 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。録音用のMDを入
れ換える。一枚のMDには256曲以上録音できません。

ライティング

MD WRITING ÷ 編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。
ノー トラック

NO TRACKS ÷ 曲は録音されていないが、MDタイトルが書かれている。
プログラム フル

PGM FULL ÷ CDまたはMDのプログラムで33曲目を選択しようとしている。プログラムできる
のは32曲までです。

プレイ オンリー

PLAY ONLY ÷ 再生専用のMDに録音しようとしている。録音用のMDを入れる。
プロテクテッド

PROTECTED ÷ MDが "録音禁止 "されている。"録音可能"にする。 ©

ランダム モード

RANDOM MODE ÷ CDランダム再生のときに O.T.E.録音をしようとしている。ランダム再生を解除す
る。 ‚

リーディング

READING ÷

トック

TOC* 情報を読み込んでいる。

SCMS ÷ SCMS によりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。デジ
タル録音はできません。アナログ録音に切り換える。

テキスト フル

TEXT FULL ÷

テキスト

1536バイト以上のテキスト情報があるCD TEXTのテキスト情報を表示しようとし
ている。

タイトル フル

TITLE FULL ÷ 最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。
入力できる文字数は、全体で1792文字、1曲につき80文字（"LP : " も含む）ま
でです。

" ? " の点滅 ÷ 設定やMDの編集を実行してもよろしいですか？ という確認のためのメッセージ。
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[ アンプ部 ]

実用最大出力......................... 5 W+5 W（JEITA 4 Ω）

[ チューナー部 ]

FMチューナー部
受信周波数範囲 ....................... 76 MHz～90 MHz

AMチューナー部
受信周波数範囲 .................. 531 kHz～1,629 kHz

[ MDレコーダー部 ]

読み取り方式.........................非接触光学式読み取り
（半導体レーザー）

記録方式.....................磁界変調オーバーライト方式
音声圧縮方式............................... ATRAC, ATRAC 3
D/Aコンバーター .............................................. 1 Bit
ワウ・フラッター (JEITA) .................. 測定限界以下

[ CDプレーヤー部 ]

読み取り方式.........................非接触光学式読み取り
（半導体レーザー）

D/Aコンバーター .............................................. 1 bit
オーバーサンプリング ...................  8 fs (352.8 kHz)
周波数特性 (JEITA) .......................... 20 Hz～20 kHz
ワウ・フラッター (JEITA)

........................................................ 測定限界以下

[ 電源部・その他 ]
電源電圧・電源周波数 .......... AC 100 V, 50 Hz/ 60 Hz
定格消費電力（電気用品安全法に基づく表示）.... 33 W
待機時消費電力 ........................................ 0.25 W以下
最大外形寸法 .....................................幅 115 mm

高さ 210 mm
奥行 277 mm

質量（重量）.........................................3.8 kg(正味)

スピーカー部
形式 ....2ウェイ2スピーカーシステム・防磁設計（JEITA）
エンクロージャー ............................... バスレフ方式
スピーカー構成

ウーファー ................................ 80 mm コーン型
ツイーター ................................ 25 mm ドーム型

インピーダンス ................................................... 4 Ω
最大入力........................................................... 10 W
最大外形寸法　 ................................... 幅 115 mm

高さ 210 mm
奥行 215 mm

質量（重量）.......................................... 1.8 kg（1本）

定　格
本体部
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保証とアフターサービス　（よくお読みください）

製品には保証書が（別途）添付されております。保証書
は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめ
の上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読
みの後、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没な
ど、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内で
も有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼される時は
「故障かな？と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、
お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切そ
の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
÷ お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
÷ 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ
の販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問
い合わせください。
（お問い合わせ先は、「ケンウッドサービス網」をご覧くだ
さい。）

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売
店またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていた
だきます。
修理に際しましては保証書をご提示ください。

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種に
よって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張
修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており
ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリア
ル番号が印刷されています。
付属の保証書で、お買い上げのシステム機器（基本システ
ム）すべての保証修理が受けられます。

シリアル番号について

保証期間

保証書 (別途添付)

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切
り後8年保有しております。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために
必要な部品です。

補修用性能部品の最低保有期間

保証期間中は
保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合
には、ご希望により有料で修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

出張修理／持込修理

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

÷製品名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

÷製造番号（Serial No.）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

÷お買い上げ年月日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

÷故障の症状（できるだけ具体的に）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

÷ご住所（ご近所の目印等も併せてお知らせください）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

÷お名前、電話番号、訪問ご希望日

修理料金の仕組み
（有料修理の場合は、次の料金をいただきます）

÷技術料：故障した製品を正常に修復するための料金
です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器
等の設備費や、一般管理費などが含まれてい
ます。

÷部品代：修理に使用した部品の代金です。その他、修
理に付帯する部材等を含む場合もあります。

÷出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の
費用です。別途、駐車料金をいただく場合が
あります。

÷送　料：郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に
無償修理などを行うにあたって、お客様に負
担していただく場合があります。

お買上げ店名

電話 （  　   　       ） 　　   　　-
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〒192-8525　東京都八王子市石川町 2967-3

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。
カスタマーサポートセンター 電話（045）933-5133 FAX（045）933-5553 〒226-8525 横浜市緑区白山1-16-2
カスタマーサポートセンター大阪 電話（06）6394-8085 FAX（06）6394-8308 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22

アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、上記の「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、
最寄りのサービス窓口にご相談ください。

サービス網
製品に対するお問合せ、 アフターサービスについてのお申し込みは、 お買い上げの販売店または最寄
りのケンウッドサービス窓口にお申しつけください。

北海道

札幌サービスセンター 1007-0834 札幌市東区北34条東14-1-23 0(011) 743-7740

東北

仙台サービスセンター 1984-0042 仙台市若林区大和町5-32-12(サンライズ大和) 0(022) 284-1171
盛岡サービスステーション 1020-0124 盛岡市厨川4-5-11 0(019) 646-2311

関東・甲信越

埼玉サービスセンター 1362-0032 上尾市日の出3-9-1 0(048) 775-9730
千葉サービスセンター 1277-0081 柏市富里1-2-1 0(04) 7163-1441
東京サービスセンター 1169-0073 新宿区百人町2-16-15(MYビル1F) 0(03) 3363-1650
神奈川サービスセンター 1226-8525 横浜市緑区白山1-16-2 0(045) 939-6242
新潟サービスステーション 1950-0923 新潟市姥ケ山1-5-37 0(025) 287-7736
静岡サービスステーション 1420-0816 静岡市沓谷5-61-1 0(054) 262-8700

中部

名古屋サービスセンター 1462-0861 名古屋市北区辻本通1-11 0(052) 917-2550
松本サービスステーション 1390-0832 松本市南松本2-7-30(昭和ビル2F) 0(0263) 26-7331
金沢サービスステーション 1920-0036 金沢市元菊町21-87 0(076) 265-5045

近畿・四国

大阪サービスセンター 1532-0034 大阪市淀川区野中北2-1-22 0(06) 6394-8075
高松サービスステーション 1760-0068 高松市松島町3-1 0(087) 835-2413

中国

広島サービスセンター 1731-0137 広島市安佐南区山本1-8-23 0(082) 832-2210

九州

福岡サービスセンター 1815-0035 福岡市南区向野2-8-18 0(092) 551-9755
鹿児島サービスステーション 1890-0063 鹿児島市鴨池2-15-10(パレス鴨池1F) 0(099) 251-6347
沖縄サービスステーション 1901-2132 浦添市伊祖1-5-2 0(098) 874-9010

カスタマーサポートセンター 1226-8525　横浜市緑区白山1-16-2 0 (045) 933-5133 5 (045) 933-5553
カスタマーサポートセンター大阪 1532-0034　大阪市淀川区野中北2-1-22 0 (06) 6394-8085 5 (06) 6394-8308

÷ ケンウッドサービス窓口　営業時間のご案内
月曜日～金曜日（土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く）午前10時から午後6時まで

÷ カスタマーサポートセンター　営業時間のご案内
月曜日～金曜日（土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く）午前9時から午後6時まで

2003月8月現在
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