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FM室内アンテナ (1*)

スビーカーコート、 (2本)

ミニディスク
XM~3Mn [J] 

l二三ztoL/士二、サンアソンクレ

ド、チュ ナ ロ)Aモ一一ド総送等。

キ を押すだけとて~D 、 MDl 牧または1f訟提縁者

1枚び)CむなMむとテープ{こ悶鈎銭高

卜したさ主て口')CD(ワ1組問だけな 詳言、仁川口または、

喜子きな訪日を京子ぎな11院に絞殺

指定'[.時鶴湾(こ日11がi黍絞れないように銭湯、CD時 TAPEのみ¥

@フェード編集録音

ツトデッキ機緩名主事をについてお知りになりたい場合

は、最寄りの営業所、もしくはサ…ピス・センターまでお問い合わせください。

AMJ~ープアンテナ (1俄 AMループアンテナス女ント、 (1 総) 光ファイバーケーブル (1本)

1)モートコントロ ルユニ y ト (1j箇) リモコン用乾搭也(陥lSUM-3) (2本) 平行コ…ド (12ド)



重苦E'必ず街{ζ

ttι‘めに…，.""""，."".."'".............・H ・H ・-・，，，，，，，，，，..，，...，，.......，，...........，，，.……g
*援の手事長…...・ a・.................……-…....・H ・....・....・H ・....… 2

f!jJiX ……… ・・M ・M ・-……… ...・E・......・H ・.................・H ・..… ……  3 

{必ずお緩みぐださLり…ー ……......4 

接 続のLか法……"""""・H……""'....=..111.."..""…………8
システムと付庭局の接続…....・M ・-…“・H ・H ・....・M ・....・M ・……… s
fず厳d語以外のるのの緩著書………………………………… 10

3雪之と鰯~....……"...."伺……………… 12
9'::1-7-'イコライ+f-{fs………….R....……………………… 12

アンフヨ'fJ.………………岬H ・a・H ・a・-…圃...・H ・……...................・a・...14 

CDアジレーヤ-{fs……………………………….....“……….........…盟 15

MDレコーダ-{fs………………...・M ・-・調H ・H ・..……………・H ・a・…… 16

ヅ"'Eコン{fs...............・H ・-…………...・H ・H ………...・......・H ・..….18 

1)ぞ コンの舘いか法 … … … … … … …...........19

そを崩L

!被灯、 閣.:f;/の基本てす

ま L ょう""''''~ ，，~'" ~'" ~."".'" "'''' ~，，~ ""…………..20 
議事本的IJ:使いかた……M ・M ・-………………………… 20

CDH苦ぐ ，姻H ・H ・.......ー…………....・M ・....・・H ・M ・-………...・ a・....22

MDを綴ぐ……H ・H ・-…………………………………....24

$.泌を務ぐ……….......…………………………....28

鋸苦Lでみま Lょう.""""............…………………30
MDIζ鍔濠す~…………………………………………… 30

蕗用議事
長著~ 'd fJ'広がります

CD{f:締ぐ … … …H ・H ・-……………・..."'，...….33
政府を髭べ義ヂiで草書ぐ fプログラム痔主主)..... 届・ .......届 ..........33

繰り返心殺ぐ!')どート痔2主)...……...・..............・・ a 町...........・ .....35

7早期L.T.i:P/i番勝E'議苦心む [ランダム痔3主).・....…….....・......…ー 36 

/v1設を騒ぐ……………………………3i
政府a'波ベ華子えで綴ぐ fプログラム符主主j………........…………………37

繰り;渡ι緩ぐ fゲどート真相j “………… … ι………… .. …守.. “…………ι“……ι“……掴川…耐“…伺M綱 3却9 

舘j手狩王呼IJ~牢~.~諜翠霊晋苦あtれ1.':才れL…….. …..尉e……..…a日..……a日…..即…….日…...……a日…..，……伺日…a日.. …… .. …...……省目…a吋 a胤……a日…a日a胤…鍋日.40
録音のタイプa'選必…H. '・H ・-…....・H ・-…・................………日 40
1殺のCD，MD É' ワンタッチ子議選管't~

(ワンタッチエチィッ弁会長富凝重苦') ...............届 ..................42 

いい星野があれIt.予の激だげ緑豊苦ず~

fワンタッチエディッム語!jj薮') .... … ..................43 

7説書 f!jJ;をげを緩めた義者i又テープH宮~

45 

リ:t~宮y士 It、複数殺のCDH1裏書苦't:fJ →MD)

fプログラムお詰寄'i ..……...ー……………………………………46
1絞または、複数枚のCDそを録音すす;S(CD→TAPE) 

{ブQグラム髭器密j

テープの姦ぎにぷレで話番線そをλ:h義ヂi~ (CD→ TAPEのみj

fタずム綴築基要絞)..........................届 ......…・"。日句。… e 守48

XM.3MO IJ) 

テープの折り返Lでフェードアウト/フェードインす-:5 (CD~TAPE のみj

(7工一戸品事薬銀管') ..............マ.........................................… 50

品IIDの繍薬機能…………………………..・..…51
編集機1111のタイプを選必………………………………… 51

ミニディスクや織にタイ卜 )ýをつけ~ ...・M ・.........・M ・...・H ・..52 

タイト)ý á'変更、消去す~ ..........…………………… 53 

a腐をまとめてλれ容え 6 ゆいとXMOVE)..・・・ ................54 
トブ f ク

感謝草a'1 dll ずつλお答え~ (TFIAeK MOVE) ・‘ ..........55 

織をfflt~ (T，品ど片品IUjb主j ………… .......................................56

織をつなぐ f泊五片付端的E) ….......… ...μ...............................58
イレ}ス

織をまとめ了消す (QUtCKERASE)……M ・M ・...…・・…… ..............59

1尉消す (T，品CKE脳会j またはZ昔話書消す(紅白福 .......60

識果的客室苦麓諦盤……..".....……………………62
管場効果HiJL.t;…・・..........…………………....・M ・…......62

お好みの豪華ぎで彦選専を嫁ぐ fイコライザ一般結)............……… 63 

ハランスとインブッ弁レベルの筋量~.........圃H・....困 H ・H ・....・M ・ .64

$彩T.i::i寄1育祭切り綴i~ (デぞンストレーション醐針 ……....・-… 65

3ウラオクÉ'楽 ~t; …………………………....・a ・............... 66 

tt .................................……….........68 

タイマー う ，.，..Ift，.Ift"，.""''''.."'''，......."....，，..，，...・......，，1ft，.....梼..........69
;fベレートイーシー卜ゥーユーズタイマー (O.T.T.J ..........69 

4旨やすみタイマー...・H ・..…........................“………………… 69
プロクラムタイマー予約....・H ・......…...・a・..ー圃M ・M ・........・M ・....70

知識調
知ってP~ と何かと西宮初です

実Hっτおきま Lょう"'"111，...，..... ~ "1ft"""""."""，，……...・H・.....74
〆ンテナンス…町H ・a・.............….................・a・...・H ・.....・H ・....・H ・74

3努考………………………………………υ ………a・w・….74

ディスクのlfX扱い方………………........…・...・a・-………日 75
MDシステムと It..............・...・........………........……....・M ・..76

デジタル銀霊まとSCMSについ了困.......・a・-…....・M ・...・H ・-…….77

遺骨盤と思われ Q 若宮~"(すが...... ".... o _ ~…………… ï8 

震構…………………側.，，，，，，，，，，，…………… 82
探証とアアターサーと'A (必ずお緩みぐだれり……… 84



を

鎗襲恭につい

A 逸品
臨事

融号襲恭の静j

③ 

XM~3MO [-3) 

いただくた町、 ょく ください。

この取扱説明饗では、製品を安全に正しくお使い]真き、あなたや偽の人々へ

の危醤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。

そのき提示と意味は次のようになっていますO 内容を良く理解してから、本文

をお競みください。

この襲来を無課して、競った取扱いをすると、人が究亡またiま翠傷を員う可能

性が想ぷまされる内容を恭しています。

と、

および物的損審のみの発生が想定される内容を示し

ム記長きは、 j主意(危険・警告を含む}を慢す内容があることを告げるものです。

留の中に具体的な法意内容{在踏の場合は感電注意}が撞かれています。

S記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

留の中や近{警に異体的な護憲止内容(:tr:摺の場合i草分解禁止}が描かれています。

嘩記号は、行為を強樹したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的

な指示内馨{在留の場合は電灘プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

本製品の紋降、誤動作または不具合による、テープやテーィスク毒事へ記録された内容の損害号、および録音、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ために発生した讃饗等、付随的損害撃の繍僚については、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。

この f安全ょのご注意jにlふさ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。

(説明演自の中には、操{乍説明部とZ重複する内容もあります。)



指建以外の電症では使用しない
a この機器は、 3主流100ボル

j，¥ ，，~交流10附しト以外の電圧で使用すると、火
~主 災、感電の原閣になります〉

放熱iこj主意。一壁から1

e風通Gの悪い、

制黄{到し、あおむけ、逆さまに濃かない。

、じゅうたん、裕司の上に欝かない。

〈通風孔がふさがると、内部が異常高混となり、

火災のj京臨になります》

風呂場では捜舟しない
ど、湿度の高いところや、水はねのあ

る場所で使用しないでく

《火災や感重量の危険がありま

7ごさいρ

A 
S 
使用品宅上ヒ

電源ヨードの取扱い

く火災や感電の危険か、あり

ますヲ

電灘コードの配線iこi主意
コンセント

ださい。

XM-3MO (J] 

翁fEを引っ掛ける恐れがある配線をしない。

イコードが傷つき、火災や感電の原底になり

異常か本?と患ったら

電1号、プラグ
をコンセント
からけ

り、

〈火災や感電の危険がありま

、コンセント1J¥ら電

し主主い

液漏れにより、火災や、けがの原



く

畿点検、修理をご依頼ください。

ご3ード
電源コー

アイ

ないでく

ードの被覆が溶けて、

火災、感電のi奈思になる

こどがあります〉

かないで、<

〈落ちたり倒れたり

して、けがのj蒸留に

なることがあります》

ほこり
謹かないでaください。

〈火災や感電の原因に

なることがあります〉

ノ

XM<lM口(J)

〈指定以外のコードの使沼や、コードの延長は、発

熱ならびに、やけどの原田になることがあり

@指定コーードt/不明の場合は、販売践にご相談
くた込合い。

置しないでく

〈本体や部品に慈し

を与え、火災の際部になる

ことがあります〉

長期間鑓揮しZまいときは

雰校、:ブラグ

をコンセン?
長iナ

きは、

コンセントから抜いてく

〈電源プラクをコンセントに接続したまま長期問

放置すると火災の原因になることがありま



A 
電源を入れる前に、

してください。

《突然大き

ことがありま

て
苦言霊 (ボソ 一一ム)を章受!J¥に

なる

ヘッドホンキEご使用になるときは、音量を上け

すぎないようにご注意く7ござい、
く3専を刺激するような大きな音震で長時間続けて

聴くと、聴カ障害のj原因になることがありま

〕た L)、ぶら下がコたリ

いように、ご7主意くだいf

り、こわれたりして、けがの原因にな

」とがありま

お子様がカセットテ フやディスイフの防人

に、手を人杓ないように、

《けがの原E患になること

があり

〈感震の原00になることがありま

ときは、ブラク合符づ

でくださいο

ードの部分を引っ張ると、コードカゴ傷つき、

火災や感電の原因になることがありま

ラグをコンセントか

ま震澱フラグ

なコンでント
から級It

XM-3MO [J) 

コンセント

から抜いてください。

クをコンセントに接続したままでの

作業は、慾震の原閣になることがありま

〈内部にほこりがたまったまま長期間使用する

と、火災や故障の原閣になることがあります》

、反駁した

り、火

の中に入れな

いでくださいっ

ま移動すると、コードが傷つき、火

災、感電の原田になることがあります》

くさい、



本体と付属品の接続方法です。 留をよくご覧になり、正しくのよ

うに接続しでください。

ンデナ
付信義のアンテナは室内問で、一時的に使F号するものです。安定

した受信のためには合アンテナ〆m~&ì の持続辛お勧めしま

すり議外アンテナを議終したら 障害務アンテナは取り外してく

ださいハ

。コ ド先主南口〉被穫を取り、ねじる。

~華僑状慾のよい(立獲をさがす。
。(]llJ定する。

ストカ由緒)

官会
累

アンプ、デコーナー/イコライザ-CIJ

。
日手日時

ねじる d 
@ 。

cず

A3車産霊 蟻鱗貯と注意

援続をするときは、電源コードめプラグをコンセントに撃し

込まないでください。

機器警の接続i立、留めように行なってくださ

A部Jl-- アンテナ
付穫のアンテナは2室内問で寸(ヰ機、 TV

コ 震源コ ドからなるべく欝才ところで

f言状黙の…番よい方向にl均げます。

ヰ詰

〆可
J=!d 

電線コード

平行コード

スど-:/:Jーコード

+と+、"と・を正しく接続します。

平行コードの接続について

-平行コードはカチッと務力守するまで平行に差し込み、確実にロックし

てください。

・平行コードの白線を、左側にして後続してください。

・コードを扱くときは、ソケット宮部分の両織を揮しながらまっすぐに引

2"抜きます。



設麓ょのこ注，曹 ぽ肋'6居たとこ-3)

デジタル出力端子
保護キャッフをはずして使います l

キャッフの総生にとっ干慾ください

DP柳 MH5とDM-H5

との接続は、必ずこ

の場所 (OPもるみし
1 )て怒摘してくださ

L 、。

CDプレーヤ一部
DP圃MH5

MDレコーダ-t1/J
DM-H5 

と+，綱と欄をましく接続します。 ス

ねじる

XM-3MD (J] 

マイコンの摂動作についで / 
正しく概したのに動作ができなかったり、ディスブレ臥括主〉

イが綴った表示をする場合は、噛憶と思われる症状で¥/晴子¥

すが を参照してマイコンをリセットしてください。~ミ:1/

泉信

J 

。

;t;ファイパークープノルの

藤揮について

。グピファイパ は繋コ産主ぐに i カチッと

号きがするで平行に蒸し込んでくださ

いハ

@様子在使わないときは、必ず保護

キャッアをイすけて;おいてくださいυ

。光ファイパケブjレJ品、絶対に折鈎

げたり、予定ねたりレないで$ください。

@庁1鍛0)光ファイパーケーブjレが， 9べ

で使えるとは限りません~接続ウぎな

いと?警は、燐人庖または、もよりの営

業所にご場談くざいL

品
工すべての媛綴コ…ド11磯要震に皇室し込ん

で<ttdいn 主義しゑみがコド害警護をです

と、官費がt長なくなったり、

することがあります。

2.接続コードを主主意幾しする場合i革、必

ず殺漆コードを雲監禁震コンセントから主義

いでくだ幸い。霊童話事コードを主主かずに

惨事懇コードぬま奪意義しを行うと、幾重設

作2または毅畿の療5惑となり設すφ

3.セγ トの意義み重量ね俗、議事発協議室げに行

なってください。

4.葬審議華システム害警選告を主義綬するときi革、

議議選撃機畿の議室主義憲義務署警も、会わtきてよご

護憲くださ

ゑセットの華寺瀦は鍛えてくだ

ゑスど-tJ-:lードの十と

7. 

シミ週刊トさせないで鳴ください。

き

りしない、司丈S善意義な音量になります。1E
しく接続してください。



XM-3MD IJ) 

イ守属品以外のものは、留のように接続します。

接続が終了するまで、霊童話襲コ…ドのプラグをコンセントに幾し込

;l':ないてもください。

接続をするときは、電源コ…ドのプラグをコンセント iこ援し

込まないでくださし

機器警の緩続i手、臨めように行なってください。

;tムニX -(OMNI-A5) (fJ~ 滞j

スーパfーウーファー (SW・05)(fJlj芳j

重低音をカ強く再生します。どのような再生のとき

でも使用できます。

音場の広がりを演出します。自由なレイアウトを楽しめます。

書riA宮コンセントヘd

A注意撞外アンテナ設麓上のご注意

アンテナエ惑には、技術と経験が必要ですので、販売Ji5!こご

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蔚になること

があります。

FM，磨舟アンチナ
750向車通ケーブルを使ってE壁内へ引込み、 FM750端子に接続します。屋

外アンテナを接続したら、鶴易アンテナ{手取り外してください。

システムコントロールコードの接線

コネクターを差し込む コネクターを抜く

d事

恥
/
百
グ 后~

1.関連システム事聖書告を接続するとぎl求、害者i護機著書の取扱説明書書

も、合わせてこど議ください。

2.コードを抜くときは、ソケット部分0)雨織を押しながらまっす

ぐに引き抜きFます。
カチッと奮がするまで平行に差

し込みロックする
コネクタ一部分の荷端を押しな

がらまっすく‘に引き抜く



サイノずータイトラ -(CれG90)(JJIj!f6) 

MDのタイトル入力がJIS規格商c:9IJのキーボードにより、

簡単に入力できます。また、入力した文字をプリントア

ウトして、ケースに貼ることにより、オリジナルソフト

を作ることができます。

アンプ't}{J

一一一一一一一一一

システムコントQ-Jltコー"•• 

XM-3MD (J] 

デジタ)v入力端子

保護キャッブをはずして

使います キャッフの紛
失にご;主主義ください I

叱ファイバ

ケブ

キャッブを

はずす

。れ~綱 F70 と DM-H5

との接続は、必ずニ
オプテイカル

の場所(OPTICAl

2)で接続してくださ

し、。

このシステムコントロー)v端

またはDAT、Bsl子にひM-F70からのシステムコ

ヂヱーナーなど iントロールコート‘を接続しな

{カセットデッキ (fJlj第)/こ付属j いて"

スーノずーウーファー ついτ

S.W.PむW部

スバ ゥ ツアーの建設潟、をオン オフし

在

。リモコンはス パーウーファ lこ向けでくざいの



Kξト~WOOD TUNER I G陥 PHIC開山間間 C-H7

。EQ.εFFECTキー

イコライザー去)J裂をオン オフします。 また、イコライザー効果口コタ

イフを:議びます0

"クストラ J、ス。EX.BASSキー/イン
ヱクスト

電源オンのとき EX. 8ASS袴主主のオンノオフに使います。

言霊源オフのとき タイマ 設定に緩います。
ディスプレイ テモ〆ストレン

g DISPLAY /OEMOキー

ディスプレイの表示内容を切り換えます。デモンストレ ションのオ

ンノノオフに使います。。SRS30キー/インジケーター

き霊源オンのとき SRS 3Dのオンノノオフを切り換えますの

窓潔オフのとき タイマ こ使います。
モ t

o MODE;f一 時進]
TIJNlNh bJ6/D61んNキ の機能を切り換えます。選択できる環8

は、そのときの状態によって異なり:ますの
チょーニJ ク アノプ ダウ。TUNINGυP/DOWNキー

通常(立、主主送腐の渓択に使います。

切リ換えることがでB きます。。MIC1， MIC 2端子

マイク(lSU亮)を援続しますα

掛

X~叶 ψ口 [J)

マイク 4リスーム。MICVOL.つまみ

ミキシングをするとき、マイクの音畿を詰連鎖します0

9料ITMASTεRキー

カラオケをするときなどに使用します。

OO.T画T.キー

O. タイマ 設定に使います。
スリプ

OSLεEPキー

おやすみタイマーを設定するときに使います。

OMUTξキー

電源オンのとき -8守的iこ琶を消したいときに使いますの

震源オフのとき フォ トパつーセーブのオン/オフ(こ使います。

f!lBANDキー

受像バンドを切り換えます。

OAUTOキー 時[瓦，時遜ミ
震頭オンのとき 還問モ ドの切り換えに使います。

雲監瀬オフのとき 碍五日合わせに使います。

@国千四キ一 時峰，-~己
住守安リ合わせや、タイマー設定などに使います。



表恭o/I (チューナ~イコライザ-Clり

[;ji i iiJ 
cs，p!硲ぶ三三三三三

? 

XM-3MD [J) 

スベク卜ラム・

アナライザー表示

:現翌日々野額損韓関理韓関;舗盟ょ::儲極量;
文字表示

。ボリューム表示部

E見ぞ王設定ざれているポリュ ム(])概略の大きざを示しますu

eスペクトラム・アナライザー/イコライザー表示昔日

手写生ctの2苦楽lこ合わせてパタ ンが3変化するスペクトラム アナライ

ザ一、または現在効薬のかかっているイコライザーパタ ンをテ去しますの

@ミュージック・カレンダー表示

。チューナ…・応用操作毒事表示書官

チュ ナー表示のほか汁 CD、MDの応用操作害警の表示を示しますυ

。文字情報表示部

入力切換、濁波数表示、者霊童レベjレ、 CDのディスク番号、 3寺R号表示

持iを表示します。

。タイマー予約番号、ミュ-1--， N.B.;J提示
スソープ

@タイマ一問題係表示 (SL夜EP‘。_T_T表示)

。イコライザ一関係表示(定Q.ON、MANU.表示)

@ミュージック・カレンダー表示部

1完夜、主義ばれているCD (トレイ 1~6の内の つ:の収録tされている録

数を示しますυ 再生が終了したトラック番号は消灯します。



際欝議欝議畿畿議議 j 
XM-3MD (J) 
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。dN/ST恥'DBY(I/くう)キー
官霊i慌のオンノ/スタンバイを切り換えますc

スタンパイのとき ニトーが赤色に点灯し法す。

雲霊源オンのとき キ が緑色iこ点灯し

~SOURC医 DIRECTキー

よりピュアな替を楽しみたいときに使います。
ボリ 1 ム コ/ト口一ル

eVOLUMεCONTROLつまみ

通常l立、 t著書室の調節に使います。インプットレペjレの翁撃に使うこと

もできす。

。
ヘッドホン宅)を媛縦します〉

@入力切換キー

入力ソースを遂げます。 CD.fV1Dを渓んfごとき すでにディスクが

セットされていれば、E!動的(こ潟生/うで主告示l)

。入力切換インジケータ一 時頃;
主環筏E霊ばれている入力ソ スを示します。

サキノト

o N.B.CIRCUITキー

小さな沓で聴くとさに、霊童低琶のE霊売事不足を補います。



。。ァレーヤ-Cs

lくENWOODMULτIPLE COMPACT 

。ディスクトレイ

CDを6枚で級車時で考ますο

QTWIN RECキー

CDをMDとテープヘ、凋日寺lこ銭湯しますι
オプノ クロース

E)OPεN/CLOSE (金1~企6) キー

ディスクをとおし人杓すると使い

。サーチ(......、静静)キー

組の'1"i突しや、京滋リに使います

@スキップ (l噌喝、静静1)キー

衡の飛び越しゃ、主語註jLノ(こ使いま

XM-3MD (J) 

ラノダムo RANDOMキ…/インジケーター

ラン夕、J入手写生をしたいときに使いますハ

@ディスクセレクヲー (DISC1 ~DISC 6)キ…/インジケーヲー

。

fまたは銭苔j したいディスクを議びますヘトレイにディスクが

入っているときは、インジケーターわ¥点灯し、テ‘ィスクの手写さ主中l立点

一/インジケーター

繰り返し針金をしたいときに使います

@停止懐)キー

⑬誇主主/-ß寺停止 (~/II) キ…/インジケ…タ



XM-3MD [J) 

[;:5-' "oJ極 [ 0 M れ OA剖|…

@ 

@ 

タイトjレ表示などのモードな切り換えます。

@ミニディスク係入部
キラクター。CHARACTERキー

タイトル入力のとき、:文字のグループを選択します。
タイトル サーチ

@ TITLE SEARCHキ
タイト)lサーチをするときに使いますJ

セノト。SETキ…

タイトjレ入力や、編集をするときに使い去す。

OTI十i:EiN戸UTキ
タイトル入力者Eするとき予に使います。

。志向千四キ一 時頃
編集処理の5走行や、入力したタイト)[;0:稼定なともに使います。

。シ‘ョクタイヤjレ~......、炉骨1)

手写生開立、スキップ(鴎の飛と冷悲し)キ として{凱1ます(

その{似こ、タイトルサーチや、潟県こも使用します。

φ 黒~り、早戻し(噌4、静酔)キー

手写生時立、 E手法リ、 i宅僕しに使います。

タイトjレ入力日守は、カーソル0:移動(こ使います{
'l-{I¥… ι""'ラ{o CYBER TiTLER入出力端子

サイバータイトラー(日腕〉と防雪強烈こ使います。

00.T.E‘キー

CDの手写生中に押すと、そのとき手写生している織だけをMDヘ録音しま

す。停止中(こ押すと、そのとき主義ばれているCDを、 1磁8からテーブ

ヘ録音しますり

@ 

1E自宅、;隈{こMDヘ銭湯します勺

@ 

S量tきをするときに使いますυ

o-a新卒11:(11)キ…

@タイトル入力、編集、編集録替、再生関連キー
Jピート

除EP巨ATキー

繰り返し手写生をしたいときに使います勺

dEb iN戸前キー

ドを切り換えます。

ぺ最，
幽i績の入才1務えまたは削除をするときに使いますれ

トランク エデイノト

TRACK EDITキー

践を編集するとき、あるいは総またはディスク全体を消去するときに使い

ますc

CHd点kbTERSOK6Eキー

タイトjレ入力のとき、 1文字ノ3い:)J)空白を婦人します。
キャラクタ… デリート

CHARACTER DELETEキー

タイト)[;入力のとき、 1文字を諸事余します。

OEJECτ 後)キー

ディスクを取り出すときに押します。

@停止畑)キー

手写生ゆ)キー

時議j



護憲訴蔀 (MDレコーダー劇

⑫走行表示

。文字情報表示部

[油やディスクヴ〉タイトjレ、邸主客号、雨露集a:需?誌などを表玄¥しますι

DTOTAL (トー知的、 SINGLE(シングル)、 REMAltせ (1)メイン)

ドキ:示します。DIGITAL1、 2 (デジタ}!.-1、2)表示

デジタル入力が遂ばれているときに点¥nします

@録音禁止表示

銀宝苦筒ミニデJスクゲ安委熱ピ， (こはコてしおと患に刻Tいますv

窃誇主主、一持停止、録音表示

スウ(r涜妙子殺をf択しま寸

@τiτしE(タイトJレ)表示、

タイト)[ノ')JJ、タイト)1ノザーデ、う

QSEARC対…チ)畿7F

タイトjレサ…チのときに宗主悲します

QMANU. (マニュアjレ)表示
オト マーュアル

XM-3MO [J) 

文字傍線、録音手専念関送

信綴表示

どークレベ}y.

インシマグーター表示

AUTO/MANUキーで罰マニュアjレが滋ばれでいるときに点灯し法す〉

9PGM (ブロクラム)表示

プログラム湾生、プログラム意義務時に点'，;I:Jします。

③悶P出，T (リピート)表示

ソヒ: ト手写生時点灯(ノます。

@時間霊祭~部

⑫データ読み込み、著書き込み表示

スクに諸説会れる各轍耕汁仁二、りTOC号事 o漏みiふみ

み叩(こ点、或します J この表示のが減じ刊誌、サイパ タイトラ (5:l1洗j から

スク(こタイト jじを入れ丈 lj ミ二ディスウゲらサイバータイトラー

(完告充 iこタイト)uを読み込んだりすることは出来まぽ片。

話器どークレベインジケ…タ

口ゲ縁者0)と売の線荷!ノベ)1ノO)E1望号とじて使い殺す

建設デジタJ!.-入カ表示

下ジタjレ主要まきのとこ逐;まれていおイ終点)01とちて点人します げまたは



KENWOOD 
RをまれnOγECONγROLUNIT 

日C-H90

本体部と悶じ名前のキーは、本体部と肉じ

働きをします。

。苦著書壁、斎場関連キー

SRS 3Dキ-

EX.BASSキー

EQ.キー :ィコライザの種類とオン/オフを切り

N.B.キ-

e数字キー

換えます。

CDまたはMDの紛を渓ぶときや、 TUNERの数字キ として

使います。 (+100キ (誌、 MDレコ ダ奪戸時です。〉

DMDレコーダ一関連キー

T点ACK面的cH砧人キー

tlIJを編集するとき、あるいは創またはディスク全体を消去守るときに使

います。タイトル入力のとき、文字のグ)lJ プを選択します。
クインク エディノト

Q.EDITキ-
，.ト マー vアル

AUTO/MANU.キー

で付ける

晶子キー

主NTERキー

Ti十ピEiMUVキー

後で手重力

キ

キー

QCD/チューナー/テープデッキ(別発)関連キー

一{チューナ…)

キ γプ(!噌噌，酔酔i)キー(チ」ーナー/CO)

:記憶ささせた放送路な受信すると

使い殺すコ

Cひ→MOO.T 笠キー (CO)

本体のO.T.E.ニドーと鈎じ働]ぎをしますo

誌とSKノi会キー (CO) 隠さたいディ λウを遂げます。
… "'γι々-

TiMε/医おTε只キー (CD)

:Cむの時降雪表示モ ドな切り換えます。

放送局な記憶させるときに使います。

TUNING/零送り、卒戻し(噌噌，骨骨)キー

(チューナー/CD、テープデッキ(別売))

Aむす0/停止(盤)キー(チューナー/CD、テープデッキ(jjlJij宅))

再生/一時停止(砂/隙)キ… (CD)

再生(噌，酔)キ…(テープデッキ (jjlJ発))

@ス…パ…ウーファー(別売)操作キ

。
@ 

スバウ Yァ の雲霊源キオンオフ

します p

(τ7，ム)キー

ヌァーのお遂な調室内いますの

: n悲Zうたい、または録芳したい入力ソー

を遂げますけ

:おやすみタイマ を6安定するとさ雪{こ

使いま

。/くう)キ
。 CD、MO特殊誇主主関連キー

長るけキー (CO) : CD伝テーブiこ編集録澄するときに

使います O

RA“DOMキー (CO) : CDの邸機をili費不向に再生します。

bfど足。ノ氏キー (CD，MD) プログラムした的;績を主導1認のため

(亡表示しますの 刊誌，

pn.とLEARキ-(CO，MO) プログラムした泊111'間取り滋しま

すれ 干支忌，
p・M6o巨キー (CO，MO) 砲111買をプログラムするとぢに使い

す。 時啄i，
己点Tキ… (CO，MO) 繰り返し手写生するときこ使います〉

(CD. MD共同のキ [立、入力切り換えに応じて、 CD、MDのうちの

、選ばれている絡に対して働きます。

W VO'WME CONTROL (マ，ム)キー

G)MUT夜キー
一略的(こ音寺t;討したいときに使います。



露Zj曹のλれかJを

。カバ…を開く 。電池を入れる

@長担3車5雲量ち (R6!SυM-3)21闘を徴性マ クに

従って入れるの

グをコンセントに差し込み、リモコンのdN/

/の)キーを搾すと、電源がオンになります。電源

るスタンパイ状態になります。

ら次のキ一一毛ー押すときは、約1秒
裂名:円C州 90

赤外線方式

2.媒袋十作ドででネきぎ?るE鐙E密難tカがて短くy広芯 コた Iらう、 21姻悶とと:も新しい雲勢設:治t匂bと3亥主幻;換奥{しノて〈だささぎしい¥，} 

XM-3MD IJ] 

@カ八ーを踏める

操作範殴のめやす

喝 1

3 リモコン受光部に議 8うもやあ廃液点灯:インバ ター15式害事)の蛍光灯口〉光がさ当ると、しく動作しないことがあります。このような場

合、誤動作をま意lづるために設議場所を衰えでくださFい



騒議灘鱗鱗議議機議 問
XM-3Mむ [J)

係資と華客室普を総務する

-u寺約に資を消す

よりどュアな畿を楽しむ

を押す

電源がオンのとき

(1/の)キーを降すとオフ(スタンパ

イ)になります。

@ア川淵1仇問)口1うN/STANO'SY(1 / o)キー

だけで、察本システムヴコ電潟オンノオフ スタン

パイ)わてて。方法す

@電源がオフ ;:zタンパイ〉のときは表示裂がj意〈

はりまず

qb 3

0

送

臼

M

放

@リモコンを使っとぢ{立、 INPUTキ…を線リ返

レ押して選んでください{

..c口、fV1Dを幸運んだとき、すでlこディスク1f
入コている場合は、手写生わて始まリまずけ

eテ一一フ}が百幸、きたいi混合は ι カセットデッキ:日u

3宅、:付径の取扱説明害警のηテープの再生なお読

みくざい j

官苦愛を下げる 管援を上げる
3. 護手量~調lífす9

@王手く

'AI 

@表示部に目安の数字1f表示されます。



よりどュア~音を楽L，t，' (SOURCE DlRECT) ぽ体のみj
ース ダイレクト

SOURCE DIRECTをオンにすると、信号経路がシンプルになり、替の純度

が向よします。

時点灯

-パランス，コントロ…jレ以外の機能は、官奇声蕗f繁華警がその@li告をパイ

パスするために使えません。

・もうー皇室キーをき唱すと解除されます。

髪結葺を荷:jfず苔 (N.B. ; N;t~;al B;~S cir;;~it) 

点灯

持すたびに切り換わります。[おN81;鵠叩て俊一五(噛
草寺に有効です}

必 NB2."鳩山増刊号華量まにかかわらず後資金譲受著書iE
爪 N践OFF..

，，'ノ主選んだと

XM-3MD [JJ 

低音と高宮まを館調1"() (E正BASS)

工場出荷持はオンの状態になっています。

題己7

-押すたびにオン/オフを切り換えます。

一時的に苦を消1"

』軽減

(尾翼b
-もう一度搾ずともまとの管室震に震ります0

・t苦畿を綴作したときも解除されき去す。

ヘット・ホンで聴ぐ

。ヘッド水ンのプラグをPHOi長ES様子に援し込む

・スピーカーから王寺iJt，とおなくなりさ長す。

修習若貴重を鱒節する

・プラグの銭2雪遊しをするときは、先に蔭愛者E絞ってください。

オト ノfワー をープ

AUTO POWER SAVE機能について

事震源がオンで、録室まも湾主主もしていない状態のとき、 30分以上放議す

ると自動的に驚瀕がオフ(スタンバイ)になる機書きです。このt鮪告は、次

の操作で、使う/使わないを選べます。

む号も CRSRi;fjc G 

押すたびに切り換わります。

角・オートパワーセ…フ槻う

2 "OFF""，オートパワーセーフを使わない

命人htiJ括主力，'AUXのと容は{動きません。 創立、笥畿の与を

示tfイぜりのときに員長り散さ号

ンノずイ a ぞ-，....ついで

これをスタンパイ状怒とL、いますο 草寺刻表示

とき、リモコン操作によっても電源のオンができます。



そ管轄ぐ
6枚のテ、イスクを収納できます。また、再生中にも飽の5枚のディ

スクの入れ縫えができます。

喜子宮?な益事から悪事く

i湾腕止める i 好ぎな織から緩く

持主送るj、思E罷しする 織を飛び滋す

重量を費竜び銭す

キーを押すとその事番号のトレイが鰯意、もう

一波狩すと接持まりますのトレイが繍いている

と曹に紛の号番号キーを狩すと、感動的にトレ

イが務まってから、持した番号のトレイが織

さ家す。

点灯

。トレイを開ける

@ディスクを入れる

@トレイを閉める

。~Oを繰り返して、 S枚;t:でディスクを収

納できます。

ディスクを2枚以上重ねていれると、放機の

原~になります。

且再生 ~/:i ιめ議

ディスウトレイ

テイスク取扱よのご注，曹

XM-3MD [J] 

シンノブJLCD、 f司
丹おヨ 1:'(;1'、 !11 

ディスクlこセロハンテープやレンヲルCDのシーんなどの、糊がはみ出

したり、剰がした銚のあるものはお使いにならないでください。そのま

ま再生すると、ディスクが取り出せなくなったり、故持草するj京阪となる

ことがあります。



XM-3MD (JJ 

JF.iぎり・窮度[;9~

相し巳エコょこコi鞘 iJ

. 科 離 し た と こ ろ か 閣 し 恒

自己l進む
勺

掛~舟び却す

一時停止す~

l巴司注する点
制4甲Gた方向iこ完走ぴ絡して、主義んだ践の量殺おから湾全しますc・F専生中{こ川噌キーを搾すと、その胞の重量初iこ凝ります。

馬一一

。ディスクを選ぶ

勺
@織を選ぶ

H~ 右足脅か 6聴ぐ

再生を止め~

巳巳ヨ
ロコ CIJ口コn
仁DC口口コり る

リモコン部出血

芭回目話回

跡
一
四
一
四

す

“

制
作
ら
ら

を

な

な

一

間

同

信

M

キ
強
磁

学
問
帥
的

数

;

4

品川ク…十は、震源をオフ(対ル…ンμ川川/バtイ引)川lにこ
た後、再びオンにするとディスクの有り無しにかかわら

ず、全てのインジケーターが点灯します。

機いたトレイの番号のインジケ ターが点滅しJますれ

@手写生百事{こは、触れないようにしますο

。ディスクはトレイの潟に合わせて、正しく緩いてください。(ディス

クを斜めに号室くと己主磁のj孫自ヨとなりますに)

・汗5員長のCDシングル(8cm)ディスクアダプターは使間 Pきませんυ

ーヤーの暗闇諜毒そについで f湾企ゅのみ)

う子句イスプレイの表

CD 
1)モコ

ヨミが切り換わり:ます。

[ ワ令: j;:ρ円山~一一一守H刊::1iii'i rtO)一一湾削和一一一一生仰山一一中問吋叩の哨叩路蜘の

(2ルj… : 37 湾生中の紛の殺り時悶

海 ♂345イ5ディスク全体の続適時務

也、 寸 F~ .ら ディスク全体の残リ時慨

@ブ0グラムモード、エディットモードとランダムモ ドl法、手写生中

の践の8著書号表示のみです。

女秒後(こトレイ番号?の、 1註
a好きなディスクから緩くときは、

レクター…)キ て省選んて。くだZEい。



議欝議 欝鱗畿畿畿j
瞬時著書響ぐ

織を子議び緩す

E手送り、 Z手重要しする

矢印の方向iこ入れる

XM3MD (Jl 

織を請をび議選す

ミニディスクを取り出す

手専念を止める

t ミニヂィ X タをλtt~

軽くミニディスクを差し込むと自動的に @ミニディスクや部lこタイト)l;が誌を議されてい

ミニディスクが引き込まれます。 るときは、タイト)l;を表示し去すr

@市販のミニテ‘ィスク務主主ソフト、または"銭潔

l:iJ)ている銭務;資みのミニディスク

が、;番人されると自動的に手寄生が始まり

2. 再生をはじめ~

リモコン
仁司仁司仁羽

ロコ mc口内

仁口仁田仁D~.〆ゐ

@数秒後に、 1話事Elb¥らF写生しますけ

-]'写生命は、各自の最初に十ラックタイトjレな

表示しますり

田園

回

圏

一
…
団
四

一一ら
Eb四

を

な

・

な

一

間

同

一

同

国

キ

幽

…

蝕

{子

n
.
ω

数

;

4

-"尚MII

表示が点、灯しているときは、ソモコン

のpfidb詰Eキーな押して消灯させてくだ会

い。
ディスヴ リーテイ J ク

• "DISC READING"の点;戒中lこミニディスクに

ない闘を遺言ぶと、ミニディスクの苦言後のぬを

手寄生しますぐ

もう一度再生(酔)キーを押すと、その幽の9イトルがスクロールします。

"表示部のスクロールについて"

"ミニディスクや鴎にうPイトルをつける"



早速り、 与さ鹿LすJ.5

E手滋1)

E手漢し 回目
勺

副議十字を止めた所から、手専念が始2まります。 (-8考停止fヰヰこサーチした

場合、サーチ5'Gて'--9警官事止になります)

@手専念cþO)~手滋l)、 E事授しi手、務D~ffi~置す。

@一時停よとやのE罪送l)屯 E詳撲し{立高速となり、警はと臼ません。

J?ニテJイスク'<'f取り出す (2合体のみj

すき

為
ノ
山
出

5
1
f

、、」

h
J

…G
一

。
入簿ク

XM-3MD (J) 

識を漉び避す

E震る 通量む

e窃した方向に飛び越して‘選んだ磁の最初から湾主主し設す。

・手写さ主E告に左{こ少し包す之、その磁の霊登初{こ凝りZます。(手写生害警始後

?秒以内{こ窃すとら哉の紛の童委事万{こ撲ります。

一時停止すJ.5

亡T刊

一匂
e:t申すたびに、一号害修こと湾主主が切り終わり

再生を止めJ.5

日戸)
表示が変わります

ト三

r:j F~ E・ γ('1i j 

イコライザーやSFお 3Dなどのの効薬をかけて録

音したMD'革、効果をかけずに手写生してくださ

い。(アナログ録濠のみ)

護法滞のスクローJ/;についで

ミニディスクや践のタイトルなど、情報の重量が多すぎるとき提示昔日に入り

きらないことがあります。このようなときは、表示部の文学が右から左

に流れて、それまで見えなかった内容が現われます。このような表示の

動きを fスクロール」といし、ます。

スクロールのイメージ

手ぷ去される草色程調(全体を表示できない、

ぞノラJH，重量手 "ð:hl:::~ エディスクについ τ

本機l立、モノラルモードで録音華されたミニディスクも事専念でき

ノラルモードの場合、同じ記録器寺閣の内容がステレオモー

のうタ重量となるため、蒋生時間(記録時路)はステレオモ一

億{媛大148分)になります。



勝~)をい語審普タヂ で探す fタイ

蓄量 させる

~ 
事事J!::tゃに苦手1"

タイ←ル ザ附チ

e TITLE SEARCH ~ -~を押す

タイトル ザー-~

中止すると意獄、もう一度TI'すしES笹Af奇C対

キ-i'押し*す

@聴きたい治名{タイトJレ)を滋ぶ

⑬ 
トラック事番号が渓る トラック号香運きが進む

。手写生を絡める

巴~
才一トタイトノルサーチについて

曲のタイトルを自動的に表示させ、聴きたい歯のタイトル表示中

に、再生キーを押すとその幽を聴くことができます。

。"聴きたい践をタイトんで探す"の手順

。を行なう

eTlftl: SEA詰CHキーを2秒以上押す

TITLE SEARCH 

0tJ 
ミニディスク金幽のタイトルを般に表示し

ます。
イトル ザーチ

中止するときは、もうー疲れTLESEARCH 

キーを押します

。聴きたい幽のタイトルの表示中に祷主主

キーを押す

巴~

XM-:iMD IJ) 

。議議官華街ミニディスクの場合、ミニディスクlこ収録おれている協のタイ

トjレなありかじめ入力しておくと、務ぎたい践のタイト jレて守安すこと

ときは、リモコンの〆ぷ6tjEキ をf申して

消灯ぢせてくださいハ

j両日7させる

@暗唱，静静{ヰこ でも阪を選JS¥ことがで事きます。

I DlGlTAL I 

様2・盤2・
('， n n 
~J 1._1 U 



タイム ディス 7-レイ

TIME DISPLA Yキーについで

MDレコーダ一部の時間表示のタイプを切り換えることができま

す。

TlME DISPLA Y 

本体 。。
押すたびに切り換わります。

再生中

[1融吋の経過時間
再生中の幽の残り詩情

ミニディスク全体の録音可能待問

停1.1::中U-ω:00都)
交l 砲の掛)a欄 (心:00表示)

。:ミニディスク全体の合計記録時間

句、 ミニディスク全体の録音可能時賂

録音中

止 録音中の践の経過時間

ぶミニディスク全体の録音可能時間

ティス 7レイ

DISPLAYキーについτ
MDのタイトル表示(ミニディスク名、鈎名)のタイプを切り換え

ることがで、きます。

DISPLAY 

本体

~ 
f) 換わります。

XM-3MD (JJ 

再生中の繭の経過時間

再生中の治の残f)a寺潤

ミニディスク全体の合計記録時間

..1訟も録音されていない場合..BLt的K

スクタイト)[;がある場合、そのディスクタイト)lノが表示されます)

トラックタイトバ品提示(再生中)とピークレベルメーター (L、R独立)表示

トラノクヲイトル表示(湾主主中)とど…ヲレヘルメー合一(いR)渓7T¥

ラックタイトル表示とピークレペ)~メーター弘、 R独立)表示 ピークレヘ)~メーヲ一色、只独立)表示
ラックタイトル表示とどークレベ)~メーター(いね)表示 「一一一

レベルメーター弘、 R独立)表示

ラックタイトル表示

スタタイトル表示とどークレベルメーター仏、 R独立)表示 トラックタイトl岐部(誇食中)

スクタイトル表示とどークレベルメ…ター(い刻表示

レベルメーター弘、 R独立)表示

スクタイト)~表示

、ごド を押す

と とフレベルメ タ

り後わl)、数秒後に元の3安永戻ります



撲選
XM-3Mむ[，J)

放送局を最大40潟まで記憶させ、ワンタッチで受信できます O

AMステレオにも対応しています。

主女1議長著を…つずつ書記懲させる

放滋E需をまとめて重己犠させる

放送燭を一つずつ記憶させる

菅直星空選/

押すたびに切り換わります。

色、1、FM

2， AM 

ト
自
勺

リモコン

2.まfiぎ庫告を謹ぷ

オート滋局のとき :押すたびに次の放送局を自動約に受信します。

マニュアル選局のとき 受信するまで繰り返し押す。または、抑したままにする。

キーを押すたびに、記憶されている放送局が瀬に切り換わります。

酔惨惨|を押すと… 1 → 2→ 3.….38→ 39→ 40→ 1闘

I~~を押すと“ 40→ 39 → 38.… 3→ 2→ 1→ 40..... 



放送局をまとめτ記鑓dtt~ (オートブヅセットj

ENTERキーを押したままにする(約2秒)

上司b
放送滞~一つずつ記鍍ð tt~ (ブツセットj

@受信!:TIこENTE符キーを押す

コ仁士士士:11 途中で5秒以上放援する

11 ENT程吟じ と、プリセット{正中止さ

11 J、J九円 れます。
三ニ-¥、 I

E) 1-40の“プリセットナンパ…"を選ぶ

ロコとお仁詩

ロコ亡さ][口n 一一
¥ '-ソ1;.....，/

仁羽仁O[口¥¥ ~ 

亡Eコロ沼
数字キーを搾す瀬ff;1手

る

1t15"に詑壊させるとき:

%ゲに記簿させるとき:

!t!法パンドの表示

点灯

出女「

iご M
II 

制甲LAこ毛主去にすると、がJ05紗鯛隔了れ放送路をスキップしノ

XM-3MO (J) 

@喫夜5号怨しているパンドから、宣言大20局までお動的にブリセットざ

れ立すじ

。フリセット伝続けるときは、手I1顔。，@を繰り返します。

@陶l;番号を言重ねて記憶させると、新しい設定内容に蛮更されます。

乏についす

ます。

「骨 ¥1_""AUTO"点灯(オート遂潟}
舛 」句、消灯(マニュアルi薬局)

電波が弱く、聖堂替が多いときはマニュアJHl護局にします" (マニュy

]~~選潟のとき、ステレオ激迭はモノラル受信となります)



ミニディ-"7 XN下3MCI(J] 

阪むの録音には、 CDのデジタ}v信号がそのまま録音されるMデジタル総務“と、放送などのアナログ信号をテ、ジタ}[，Iこ鐙き換えてから録音菱

る“アナログ主義務“があります。

アナログ録音若手〉線、音量iこイコライザーやSfミS3DO)効薬を

かけると、主主主襲のかかった務で録音量?嘗ます。

~ 
CDのデジタル録音苦のときは

乎瀬5へ

@ミニディスクの談消去紡i上つまみ

録音可能な状態にする

@ミニディスクを入れる

@録音可能将簡を確かめる

AUX:デジタル2またはアナロク録音

MO:デジタル2のみ

TAPE:アナログ録音のみ

放送:アナログ録音のみ

CO:デジタ)[，1またはアナ口ク録音

COをアナログ録音したいとき
レノク イJプノト

"除εCINPUTキーの使いかた"

“，  

@すでにじむやMD1j¥人一〉ていると料品、隠さ主力て蛤

去り去すので停lt(盤)キ 存?却して止めてくだ

た'l¥，

@カセットデ、ソキリヂ¥り主主する場合la 付

属のIIXtNc克明義叶デ…ブ在戦く叶をお読みくにF

し与

側、
3.嘩番帯のfずlt:;亨そを選ぶ fアナ日夕諜苦のみj

通常はAUTO("MANυAL"衰弱献の

にしておきます。

"AυTO/MANυ.キ…の使いかた“



銀昔~一時静止す?:í

XM-3MD (J) 

ディスプレイの〆ッセージについで

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。

ティ λケ フル

"DISC FυLL" :ミニディスクが一杯になっている。

時不要な胞を消すc

:談消去紡止つまみが聞いているの
ブ臼ァクアノト

"PROTECTED" 

。
噌
〈
》

ス
mw

ふ
4

あ

入

で

を
M

M

 

J
I
J
z
 

-
ア
平
J

一一一一

腕

恥

訴

時

亙

門

時

仁恥'
L
 

日
u

ル
凶

イ

R寸。λC
 

ア
伊
な口HM

内
H
U
 

このとき、トラック議

。意義彦知〉

サンプリンク.溜J波数について

そを "t?:i 

通常、デジタM雷号lこは次の三つの緩類があり、これはサンプリンク廓

波数と呼ばれます。サンプリンク腐波数はデジタル機器の種類によっ

て、以下のように分かれています。

48 kHz: DATの療準モード、日$チュ…ナーのおモード放送等0

44.1 kHz: DA Tの標準モード、 CD、MD等。

32 kHz: DATの様準モードおよび長持織モード、 BSチューナーのA

モード放送毒事〆l

E幹事警は、サンプリングレートコンパータ を内蔵していますので、

32kHz、48kHzのデジタル信号を44.1kHz'こ変換して録音できます。

。dB

MDレコーダー豊容の表示

d思鐸量管レベルの調草野そをすQ(アナ口ク銀葺のみj

。録音するソースをF等生する

。録音(.)キーを押した後、一時停

止(日)キーを搾す

@録音レベルを調節する
場 ∞dBヘ心dB(81スヂッブ)の華iJlHlで潟書nでき

ます。

@レベルメ タ のOdEうが、ときどき点灯する

ように潟朗自します。

@レベルメーターの称い部分が点灯したとき

は、レベjレを下げてください。

命録蜜(翁)キーを押す

@録音する音楽ソースを手写さ主ずる

ゑ キーは浸iJ1寸けません、

..CDOコ手写さ主と向日守(こ録音を始めるとき{品、 "CD

から録脅するときのホイント Hなお務みく

い。

録音が終わったら、必ずミニディスクを絞り出してください。



盈溢溢単語泌総議議議議議議議議議議議議機織泌総議議議議総議議議議議総議議総必滋綴織泌総議議議謀総長潟議議議議ゑゑ議議議議泌総必泌総ぷ偽総おぶぷふたぷ ふ総ぬぷ以ムぬ泌総必 んぬふゆみ泌…ωぷぷ必んぬお議会系 ぷ総長会ぷ &ゐふんぷムムJ

圃瞳際畿鑓錦織総裁瀦総議繁務総翻潔議機織愛媛援総務総務総数議機幾機織機怒務総務愛媛務総麟繁愛

媛機燃側側州側側愛媛刷機終州側側州側州側側州側刷機州鰍制緩禁制緩縁側側欄後務総務機側漆察側務察側欄欄

軍基となり、録音レべんを縞節する必警警がありません。

デジタ}!，.録督したMDの事専念レベんが適当でない(コたきすぎる、

または小さすぎる)とき、指とキーを俊ってアナログ録

濠Lこすると、録音量レべんを銀節することができるので、費量i滋な

レベルで録音し匿すことができます。

入力切換がCむの場合

押すたびに切り換わります。
，プ予 J ブ1ル[iノ附ALi " OPTICAL I端子に接続さd 器

からのデジタル録音

仁必'刈IAtOG“:アナロク録音

入力七JJ換がCD以外の場合

押すたびに切り換わります。

t 1ノ泌lfAL2": 0崩し帰に接続された機器

からのデジタル録音苦

2:J1NliLbGaa:アナログ録音
デンタル

@入力切擦がMDの場合(立、 "DIGITAL2“以外選べませんの

@人切換が了APE、放送の1議創立 "AFJ五tbGM以外選べませんぅ
え誌記]

アナロク入力が選ばれている場合

r:! i.... C) (::! 

庁プミユィカパ

OPTICAL 1入力が滋ばれている場合

XM.3M口[，1]
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ザ
〈
回一

し

小

錦

タ

畿

仁口仁口
」ン

仁三コにむ

仁口 GD
Q Cりを一得停止にする

a CDプレーヤ…のい喝唾キーを1@押す

選んだディスク iIll' 0コ
宣言紛で…時(専売しこになり

。 MDレコーダーを録音一時停止にする

@アナ日夕、銀をきの壌で号、約(J)湯原めきが主主てできな( ザ

このときは、デジタJレ録ままにしごくださいり

オート マニュア).

AUTO/MANU.ニドーの鰐L

アナログ録音時、トラック番号を自動的に付けて録音するか、録音中または録音後手動でトラック番号を付けるかを切り換えます。

トラック番号は蒋生時、臨の額出しゃプログラムのときなどに使用します。

AUTO 

綴音量するときに、替のない部分が2秒以上続いた後、次の資が

入ってくると、トラック番号を鼠数約iこ句"繰り上げ~す。通常

の録寄島幸はこのよE…ドにしておきます。 1枚のCD念織を録音する

場合、このそ…ドにし~す。また、クラシック宮著書祭などで小さい

穫が続いたとき、トラック者番号が11111繰りよかる場合がありま

す。 付いてし~ったトラック番号は、後で、削除します。

このような蜜楽の場合は、 MA延長瓦しで録音してくださむ%

録音を始める議官に選ぶ

川叱

MANUAL 

議動的にトラック番号を繰り上げない総量震で録音します。録音苦拡が

または重量禁後、 トラック番号を付けることができます。

ライブ演奏や極端にレベJむの低い奮が続くクラシック管楽などの

ミニディスクを録音するとさなどに便利て?す。

押すたびに切り換わります。

説b.ag消灯:拍子。モード

②"MA語む点灯 :MA誕UALモード

ック番喜男きが付け

られます。

dã~
一時にーが始まるー
ためですっ不要なトラック番号は'1 鈎滋す同人じK 内A~~E; または会任h消す :Aしし千円J久円を参日現しど削除してくださいハ

2， Aむモード下、 1泊が綴立高に短いと、トラック漆与が正確に繰り上がらない場合があります〈



描腐吾輩ベ欝;{τ聴ぐ (7~口グラム再生j
XM-3MO [JJ 

トレイに入れたディスクの中から好きな織を、好きな飴願で聴く

ことができます。(最大32幽)

静止抹般を纏認する

11 11 
よ u

仁も

菌聴きが 3艇に臓を選ぷ

航

A
V

州
内
燦

同
問
手一一勺

λv
総

F
I時

滋

z

をh
J
 

スイ一ア

。

ディスク ディスク

.DISC 1-DISC 

.32翻で選べます。

ラムは受け付けません。

スクを選んだ後、

@筒遼えたと:脅(立、 p〆MODEキーを押しでブ0グラムモードを解

除し、手11際医からやり箆してください。@盛告を選ぶ
仁口仁田亡口 語秒以内Eこ

手陣翼@ヘ

ロコ CDCD円

仁自立口仁口。)

口コ日誌
@媛定ずる

数学キーを拷ゴヂ綴浮は

23畿滋なら 'U

40重量綴なら…
2枚以ょのCDから議議奪還霊，おと曹は、重量、

運語、要議後繰り遂してください。

笠んだJ殺 番号I1際) Iこ算手生します}

窃手写生にわにい胡噌または酔桝ニギーヰ長押すと、術後のブログラム

的へ飛び越しノ

移主コ(ご l噌噌キーを I で?と、その鈎0)懇初(こ怒り



メM-3MD[J) 

再生を止め長

問。
雌腐を確かめ6

品章者追加す~

ブログラムj際{立の司自の
"PGM“点滅 ディスク議号 ブワウ恥ラムi願{守

側、 e 押すたびにブログラム:ぎれた街を11演(こ表てしでいきまlL

。ディスクを滋ぶ

ペコ
8秒以内iこ

手j綴@へ

@泌を議室ぶ

m[口 仁 司 8秒以内Lこ

仁口仁田仁口内 号車線@へ

ITJ口コロコ勺ふ

仁口 E部
@確定する

@追加したい邸宅寄号を選ぶとブログラムの菱重後lこ追加されます。

同叱
プログラムιf.;織を取り消すには

後ろから綴に消していく -押すたびに、最後の飴から 11113ずつ消えていきますc

・そのとき聴いている飽は取リj隠せません。

消~1

側、念講s)誇す
山
恥
》 -ディスクトレイを関けたときも、プログラムの内容が全部消えま

90 



J) 

繰り遮ι鱒ぐ (I)f::Oーか再生j

お気に入りの鈎やディスクを繰り返し聴くこtごができます。

すベでのディ X ク~;，繰り遊 ~:q，署ぐ

。 る

L 、。

亡も
@ せる

@袴生後絡めたいディスクを選ぶ

可》

，t~繰り遮L灘ぐ

e “暴露燦をきまベ答えて聴く {ブ!:!グラム寓

主主)"の手線懸念で行ない、騒ぎ

をプログラムずる

@ せる

縁海食する

XM-3MD [J) 

:肖出?を殺かめる マ吟

搾すたびに切り換わります。

帰怒
点灯

りビート線総()織す)

母
繰り返L再生をやめ~には

もう…度決定語キーを抑します。

、CDプレーヤーのモードに従った蒋

さ主にE棄{二)~長す。

押すたびに切り換わります。
点灯

制:))
1)ビート解除()総m

L ~ ~tζ 

*-'9 Q 



XM"3M口[J)

L 
毎回砲がランダム(書著作為)(こ選択されるので、豊富ぎることなく楽

しめます。

臨
舗装君王が点灯しているときは、

ーをき申して潟灯させてくださ 《L '0 

問、臨 RAん品Mぞ一時避〆主

6iSるRA福bM費量産ぶときは、5¥';1ニディスク在 搾すたびに切換わります。

草壁んでおいてください。
..1枚のディスクをうンダム手写生する

…会てのうF彦イスクをうンダム事~~主する

鮮 7

噂
l牧ディス /;J ランダム

荷斗寸与と

、/ダム

ランダム手写さ主が繰り返さ才]絞っす

臓の遊中でJJIjの臓を選，..}，'・にほ ランダム再生fをやめ吾には

ラ〆ダム

RANDOM表示を消灯させる

附
恥
》

@崎叫ごドーヰ~ 1白子申すと、手専念しているf協の紛めに戻りま

す。
、手写生ctの窃から窃言書i擦の再生にな

ります。



J) XM-3MD [J) 

グラム再生j

好意な磁を好きな順番にプロクラムして聴くことができます。

銭大25紛

CT-G90 (サイバータイ

i;::J l;::! F: f::i !.:.~ ~:::; 

f;事ll::ゃに押す 点

L 

綴織を選議ぶ

口コ m 亡出

むコ口コと:on
口コ m と誌で b 

c口白羽応部

務確定する

脚叱

数字キーを搾す瀬~，草

23議活なら:径訪日認国
40織隠なら:院高i同事}自習臼車問

ださいu

2員選J-:4ょを滋ぶときは、重量と要量を繰り返し
てください。

"1通機に勾い闘は、ブ[コグラムでをません。

@ブロゲラム5守閣の合計が200分以上になると、 3寺筒表示が

ヘー"になりますじ

P…姦号)1言:
窃手写生、時4 立たは静静!キ ヰそ押すと 烈した方向へ然

0'走馬L〆

~，ζ t;;t 
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話番願f管轄か品事

ιυ 
国

間

自

由

附

印

国

自

国

山

ぶ

白

山

田

田

修

る

選

す

践

穣

~ 
@追加したい約番号を選ぶと、フ

す、

LJJ)最後(二滋加されま

2級以よ幸運主ぶと曹は、@と@を繰り返し

てください。

山
県
》

に旬。

ブ9Qグラム L，;な話番~鞍 f}滞ずに11

@押すた{づ:こ、 Y ロクラム会 ~ll、自在民需(こ表示いていきます

後ろから般に消していく 取り消された後のき提示

吋コ
全部消す

りそコン

劇部すたびに、鼠千告の防庁ら?闘すっ消えていさえす

本体
EJECT 

可3または Gも
停止やに押す

@フログラムロコ内容が 全部:添えます



繰り謹ι轄ぐ (1)どート再生j

XM-3MO [J] 

tt蒼2鱒fJ，留すに/1

G"盛義1僚を主主ベ替えて聴く (プログラム蒋
主主)"の手緩霞まで行ない、聴き
をブQグラムする

: ::::: i:::: :-::: ly~ a::: : '.": r" !.::i j'! 

e せる

傍選んだ脱会部を繰り返します

。11室長窪んだ議会(法、その段ちだけ伝繰り返します υ

鈴

繰り越L再生を止めl)には

もう一度、百五百ATキーを搾します。

、プログラム再生になります。

ィ X タ金体'<f~繰り避すiζ/1

@ せる

修ll::状態で事事す

9 せる

i;:.::::.1 .L同，

@蒋主主ずる

[; 

り
Jいな金一得mw 

隅
隅

c
m
m訟叩

す
暗
殺

務

総

もうー媛、



XM 3MO (Ji 

離昔話ワ

yトデ y:¥，- (7JIJ禿)と綴み合わせた場合を考慮し

ッキの録音安機能も説明していますハ

便利な綴管機能が、多数馬意撃されています 滋途に応じて選んで

ください。

2枚以上のCひから、好ぎな殴を好きな鴎麟で綴集することもcき

ます。そのときは、“プログラム録音"を選んでくださし

テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別売)付属

の取扱説明著書"録音してみましょう"をよく

お読みください。

しますか?

一枚のCDを全磁

しますか?

でん選
J
h
o

断

制

な

銭

安」好

ブログラ

複数枚のCD

ワンタッチ

エディット全治



CCRSe:tt (カセットデッ.:f(slj貯のみj

CDをワンタッチでカセットテープに録音苦する機能です。

CCRSキーを押すと、約60秒間で (CDの内容によって羨があります)、

CDの内容と、使用するテープの特性を調べて、重量資レベルが自動的に設

定され、銭湯が始まります。録音が終了すると、自動的に停止します。

資源をオフ(スヲンパイ)にしたり、 CDを停止すると設定は解除されま

す。

A 1ixQ)CD、問。若ワンタッチ

fワンタッチエディット金属書録音j

CD1枚、またはMDの全践を、ワンタッチて努澄し

ます。 CDからはテープまたはMDへ、 MDからは

テープに録音苦できます。

Q 

テープの折り返しゃ、終わりにかかった酪は、

そのままになりますっ

B 捕ま去は、議数段の印を銀苦杯抑制。j

fプログラム銀管j

1枚のCひから| プログラムした側関でCDからMDまたはテープへ

録音します。

テープの折り返しゃ、終わりにかかった践は消去

され、祭器富はそ!J;飽の最初から録斎しますv

働大32幽まで)

テ…プの絞り滋しで量動か主主切れないように、数綴を

癒鰍守iこ入れ換えて録苦苦しE主すν

儀務;:32語調*てj

XM-3MO (J) 

7xードイン/7xードアウトとほ

フェートアウト :だんだん管制、さくして劇か終わること

フェードイン .だんだん斎を大きくして砲が始まること

いい曲があれ 子の揚t='if&.票差苦ずQ

fワンタッチxディット1鋤録音j

CDやMDを絡し、ているとき、ワンタッチで、今電車いている織だけを、

始めから録畿できます。

CDからはテープまたはMDへ、 Mひからはテープに録音できます。

初めて総くディスケから、気に入った繭だけを選んで在摘するときに

慨付す。

ァーノ -2-f1=Q 

セットされている全てのCDの1織闘を、瀬lこMDまたはテープへ

録音する機能です。

(CD→TAPE) 

から|搬のCりから、好意抽出憾んで∞から

MD またはテープへ髭精します。

テープの折り返しゃ、終わりにかかった践は消去

され、護話器はその鈎の壌紛から銭苦苦します。

緩大32駒*で)}¥ 
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CD(1枚)またはMDの金歯を、ワンタッチで録音華できますc

Cむからはテーフ。またはMDへ、 Mむからはテープヘ録音苦し*す。

…ブへの録音苦のま議会i革、ブヲセットデッキ{霊IJ善意)付緩め滋扱談務

警警“録音してみましょう"をよくお読みください。

盟銀昔の準僻する

CD→MDのとま
。 MDレコーダーに、録望者可能な

うFεイスクを入れる

@入力切換キーでUCDliを選ぶ
eCDプレーヤ…lこディスクを入れる

テー;7"

MD→TAPEの l:::~
。テープ受入れる
。テープの動く i勾~(噌酔)'â:1I撲かめる
@綜ニヅ晴海録蜜)を選ぶ
。ドルピーノイズリダクションを選ぶ
@入力切漁キーで符MD"を選ぶ
。 MDレコ…ダーにディスクを入れる

@銀資レベJレを翻援する

XIv1-3Iv1D (J) 

ンタッ ット

チーフ

CD吋 TAPEのと書
。テ…プを入れる
@テープの動くj勾ぢ{噌静);を篠かめる

D"="(街蕗録音量)を選ぶ
@ドルビーノイズリダクションを選ぶ
@入力切換キーで"CD"を選ぶ
。 CDプレーヤーにディスクを入れる

@録音量レベルを灘撃する

霞銀苦を始め3

CD→MD~っと掌

CDプレーヤー、 MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

。騒的のディスクを滋ぶ

@銀資を始める

勺

鳥
CDの蒋主主が始まる寄れこ、
押す

占禁??ってからO

線苦を遊中でやめQには

とZ雪 とZ苦

。滋釣のディスクを量産ぶ

五~~召~~豆ヨ包辺

~ 勺
{挙J上中Lこ狩す @録音を始める

感コ
CDの蒋主主が始まる吉守iこ、
fIllす

@デブに録音守る縫合テブの折り返し部分ではガイド
テ ブのぶんだけfIl31f録務されません。 綴が添切れないように
録音したいときは、イ也の録務方法をご利用ください。

CD→MDのとき 淡tT MD→TAPEのとき 消灯

印戸) Goo 
@録音、手写生ともに停止しますの

s 
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ド
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いい曲が持者(:t:ずの嘩/::'，t鐸辞すQ fワンタッチエテJイツト1描諜晋j

COやMOを聴いているとき、ワンタッチで今総いている幽だけを

最初から録音できます。 COからはテープまたはMOへ、 Mひから

はテープに録音できます。

テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別発)付属の取扱説明

書"録音してみましょう"をよくお読みください。

重要護学の準錯そ?する

CD→MD~っと意

。 MOレコーダーに、録音可能な

ディスクを入れる

@入力切換キーで"CO"を選ぶ

DCDプレーヤーにディスクを入れる

CD~Jを f:tMDti再生す吾

ァ-7

MD→TAPEのとき

@テープを入れる

@テープの童書く向者(噌静)を確かめる

@“口ぺ降磁録音苦)を品，S{
。ド]レピーノイズ 1)ダクションを選ぶ

@入カ切換キーで"MD"を選ぶ

。 MOレコーダ…にディスクを入れる

@録音苦レベルを鏑慈する

ワンタッチ工タイツ卜

銀昔0Jない描の再生中に、 O.T.E.キ-ti押す

とき

信司、コ
事専念ゃに搾す

とま

0a 
湾主主'*'に採す

テープ

CD→TAPEのとま

@テープ=a:入れる

@テープの童書くi勾念(....酔)愛媛かめる
Ð"口，，(関滋録音量)を聡，~{

。ドルビーノイズリダクションを選ぶ

@入力切換キーで'''CD''を滋ぶ

。 COプレーヤーにディスクを入れる

@録音量レベルを類整する

ゅTAP，症のと意

~ 
湾全ゃに搾す

@再生中の[訟の宣言初に主要リ、録音が始まりますの

〆ヲ 11出 Vj間往時四'-J"<:'> ~'- ~d-..... '"T" 1I間際，EJを繰り返してください。

議

i務 と2雪 j潟支?
弘樹F晶'"事，.轟"'V""4岬 c 

再生三一 lL!ノ
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ツイン レコーデインタ

TWIN RECORD/，柑窃機能
Cひから、 Mひとテープlこ何時に録音する機能です。 CDl枚ぶん

の全曲を、 CDの織願で録音苦します。

テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別売)付属の取扱説明望書

"録音してみましょう"をよくお読みください。

プZヨダラム。"PGM"霊祭示を消灯させる

.MDレコーダーσ厳密入力は、陽動的に"DI註11'入L1"になります。

服、SIliI約のディスクを選ぶ

勺 テープテ、ツキ録音レベル鶏繋'*'のMDレコ…ダーの表示

議紛(こ奇される羽iのトラソ

~ 

$T骨折制点出…伸す

点灯

@約50秒間で 、cnの内容字によコで主主あ1)とて 宣言玉音レベ)1ノ口〉

潟雪惑が行なわれた減、録音が対 u戸ます

@ヂ ブロ:〉折り返しで泌が主主切れないように、 E当数的:こ処還が行

われます、こO){，以塁0)務係てへ MDl二口:歯医警に、ごく均い無琶813分
が挿入される場合があります〈

鐸普~遊中でやめ~に l;t

CDプレーヤーの停止(綴)::f…を押すと、録音、蒋ゑともに停止

します。

d習1. CDブレ ヤーの再生中(ごTWINRECキ を押すとこ、手写さ主は司コiとされ、 CCRSii{，探(市議繁録音準備)仰台Eります〉

2 市議主主録ま去するときの絞務レベJレ自動設定{こは、セット汚れているCDの、主義レベjレの設定に渡した続分を手IJ閉しています J

3 デッキが片[jjj録音〈ごさ)(こセット杓ている場合、テーブ折 L)返し部分の処E型は、おもで函だけになリ



セットされている全てのCDの1幽尽を、トレイ1から般にMDまた

は、テ…ブへ録音します。

テープへの録音の場合は、カセットデッキ(71IJ禿)付属の取扱説明

番"録音してみましょう"をよくお読みください。

と~

。録音湾総なミニディスクを入れる

建設入カ七万話題キーでl!CDl1を選ぶ

毒事 CDプレーヤーにディスクを入れる

(CD'ま録音著したい綴iこ、 トレイ1から入れます)

停止やに搾す

ヘスト とッツ

HlTS締結j

テープ

とま

@テープを入れる
φ テ一ブブ。の翼勤車く i向勾 iき~ (噌掛)を確カか〉める
@ 

窃 ドド‘Jルbど一ノイスズ‘iリjダクシヨンをi滋滋，ぶぷ
窃 入カ窃換キ…でで‘叶引"C[ひ)"を選ぶ

。 CDプレーヤーにディスクを入れる

。録音レベルを調整する

XM-3MO (J] 

思コ

:う[

/ 
、一

停止中に押す

イスイントレ j

慾)今一号を持すと、録音筆、袴金ともに俸



す

6枚のディスクのεゃから好きな幽を好きな綴議でプログラムした

ものを1枚のMDに絞綴することができ設すむ

澄にイコライザーやSRS3むなどの効果をかけると、効果の

かかった畿で録音苦できますノ から民へのデジタJ"主義幸去

を除く)

昭夫コ

自"説話嘆京を，献Tð f!~

問、開銀昔す多勝に曲を選ぶ

縫う戸ィスクを選ぶ

ι

U

3

 

一
一
一
四
九
更

編集した内容を確かめる

編集した内容を取り淡す

髄銀針スター付与

住竺コ

d君臨が終 …げ 円スターしてくだか

XM-3MO [JI 

文字情報量提示溺はスペクトラム・アナライザー表示のと

が出家せん 2~重要襲示モード、たは文学5襲来モー

“打
。1.1

1 I 
11 

⑫イ会問

ノでh¥ら、選ぴi透してく

ださい勺

@デJ スクそ渓んだ後 ι 自1:ぎてずにP.MOD在キ を押守と

ディスウ0)"在アプログラムされますの P、。 T.E機後;立働き

手順包からやり護軍しでください

ませんつ

.C01タトiノイ内でささj喪中;衣 服00コ録音は…時停止してい?ます、

..Mむの収録8寺銭えてフログラムたiJ創立、途中で三J切れ

ますのでご注窓ください J



XM.3MD [J] 

7離Z者J訂正、 礎教教のCD~~罫護憲すQ(CD→TAPE) (7'07'ラム鰐皆j

6枚のディスクの中から好きな磁を好きなj寝苦番でプログラムした

ものをテープに収録することができます。

カセットデッキ(別売)付属の叡扱説明書撃"録音著してみましょう"を

よくお読みください。

線ディスクそを議室ぶ

。践を滋，1' Qコロコ ITJ

ロコ仁ヨロコn
仁語口コロコ¥'〆ゐ
ζ口 広 自

S秒以内にそF綴@へ

@確定する

五議蒸した内容を議/yめる

綴築した内容を取り消す

ート

。間違えたときは、 P.CLEARキ…を押してかそコ 王室ぴ主主してく

ださいハ

鯵ディスウ奄忍んだ後、践を選ばずに民主noo正キ を;申すと、

ディスク0)令闘がブGゲラム会才すので.CCf司S機能は働台

琴線おからやリ認してくだ之さい{

むilノ〆

し/ぺjνの

i換わるたび

i じじプレーヤ Q)伶生 にCCRSキ な子中すぐ亡、再生以や(され、にじいと生定縮努長線J判事然子始注 l)CR 

2 クラシックなど1E国重くてテ ブF¥"TI主lこ絞まらはい場合、誌編集録済iI立てません。

3夕、ソキが対 f関室長?奇(ごいにオ"ソト汚れていお漆王寺 子 ブヰ交い釈のむ型{京、ボネγ翁 iヰより弐寸
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テ…プの録音苦時間を指定すると、テープの折り返しヤ終端で騒が

途切れないように、自動的に幽績を入れ換えて縁穫しま

カセットデッキ(霊1]売)付震の取扱駿籾警害総録澄してみ*

よくお読みください。

文学?審議後示滋はスペクトラム・アナライサー表示のときには箆ること

2~章表示モート\設たは文字表示モー

盟河グラム

。入力切換::f…で終CD"を選ぶ

可コ
圏，をbits鯨若

@ せる

同コ
s秒以上放援すると、綴1義{立中止されますc

盟ァイA 'lC7-

数字キーを狩す綴浮は:

30分テープ(ふ30)なら…

時分テープ (C-4阜)なふ…

リモコンの判断定/箆ぬす定紋キー(C[討を繰り返

告。分テープを綴畿に選べます。緩んだあとは、

ら、手線路へ移1)*令。

@ 

的

ιU

一

何

回

国

由

一

一

白

出

回

目

崎

巳

回

日

m

e
 

たて終了寸ると、

iう点灯(こわ1)ます J

罰編集録音をスターげる

CIO 

処
ヱデイット

句。IT“表示が点滅から点灯にかわってから押す。
.~桁 Ot'Þ宅で CDじら内容によ lfてノCJ)

調笠守われたのち i録音l}pちま L) 去す

@絞殺が終了するとヨ動的停止し

CDの内容由数竹薗び〉長さ〆とテーフ (J)録音詩晃司など、条件の絡み合オコヤ{こより、 ft11l[震を入れ換えてもの途切れが淫けられ!，--j::い場合

その協は録音きされません
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郎、

プロクラム録音のチ工ツクの伊j
編薬ιJ合内容~舘かめ~

@ブロクラム録告の場合 栂すたびにJロクラム計れた泌を!l1績に

ていを法

タイム編集銭湯の議会 編書長された日を

)1闘にミュ ジックカレンゲー表示してま ¥lノ

クラムiiJ督、 タ

方法1

編事長;メヲ毛主u)

仁、
またFb

停止やにf申す

消えていきす、
プレイユート プロヴ勺"ツりアー

@タイム編集のときは P.MOD在キ一、 P.CLEARヰニーのどあら

を押しでも 編集内容の全てが消;えますっ

一…一一OPE!IIf CLO$E-一
方法2

⑩ブグッム主義務のとさは、ディスクトレイを綴いた場合も、編

集内授のさtでが消ヌますハ

@タイム編集のときは、編集したディスクをEIxlj 出した場合に限

~)， 4議集内容のべてが消えます

ベー ついγ

カ-t:ットデッキ(別売)を手写生するときに後手ぜな機後です むむの7イム綴主義録音若宮寺iこ磁簡に数秒間の無録音著書告分が作られます この状態でカセットデッ

キiこ緑資すれば、 DPSS機能(無録音部分を探す)を使って、テープの額出しが惨苦言lこ行なえます。

@主義制守;こ"S争入るE"インジケ 去 が点引しますけ

の浮l胞と;欠絞め?穣害警7り か ど い るf議会 ノフラシックゃうイ J

i奴志望などもl 、別々の執務号付づいていれば柄、録者部分がて作られ
ーふーι

設:守



テープの折り返しにかかった泌をフェードアウトし、うら飯{手、

その織の途中からフェードインします。テ…プ終織にかかった織

は、フェードアウトされます。

カセットデッキ(別売)付緩の建支援鋭焼事撃協録音著してみEましょう“を

よくお読みください。

s両訴噴宕そ砦j献花村

~ 

臨ディスクを選"，S，'

編集録皆をスタートずる

X~ん3MD [JI 

民コ @約60t少で Cむの内容によコて芝があります〆l 主義務 Lノベ)11の議

獲が行なわれた後、志望脊が紛まります)

d事

.CDの飴111震で録音されますら

@録告が終了すると、日ヨ重力的に停止しますい

l.CDブレ ヤ の再生命にcc科Sキ を持]サと、再生は中止され、 CCRSd安定(編集録音祭儀;が始まり Fますハ

2クラシックなど、?勉が長くてテ フ片菌に11¥(まらない場合{法、編集室長官きはできません。

3 デッキ約十頭録音(立)(こセットされている場合、テープ折り返しgsの処理は、オきもで主主だけになります ο

ヰテ ブ終端にかかった砲がフェードアウトされるとZ号、前日おとの司自慢が短いと、隣組の貴重後も Bll消去されることがあリますο
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市販の録音Jflミニディスクを使うと、録音後に各種の編集を行う

ことができます。湾生専用の一般市販ソフトのミニディスクは編

集できません O

MD規格よの機能前月震についで
いくつかの機能には、 MD続格上の制限がありますの故障とお考えにな

る前に、ご確認くださいますよう、お願いし、たします。 時事

編集機能のタイプを選ぶ

ミニディスクや識にタイトJt.-をつtt9 英数字に加えてカヲカナの入力も可能です。ディスプレイに表示される

文字の中からi艇に選んでいくだけの簡単な操作でヲイトルを入力できま

す。入力したタイトルは、機種間の]'[換性がありますので、他のMDレ

コータ…(プレーヤー)にそのミニディスクをセットしたときもき提示され

ます。

(タイトんの]'[換性には、表示可能な文字種や文字数なと、一部の制緩が

あります)

タイトノルを変更消去す9

掛腐のλtL替え

裁j願をまとめて入れ毛まえる (QUICKMOVE) 

樹般を1幽つつ入れ替える (T只AtKMωE)

掛の分割と結合

幽の分苦手l 飴を分ける (TRACKDIVI挽)

時 よ
¥巴{[1J [1J [1J o 

幽の絡会

仁正直時
トラノク コ//¥イノ

践をつなく (TRACKCOMBIN豆)ベ誼

臓の消長



ミニディスクや幽にタイトルをつけておくと、再生のとき表示さ

れるだけで、なく、タイトルサーチ(タイトんで磁を探す)力三日清をに

なります。入力したタイトJL-'草、肉じ予際で変更や消去ができま

す。

ト

タイト"

OTITLE を押す

のハ

震る伽滋む

長豆コ
タイふル インフゾト

中止すると曹は、 TITLEINPUTキー在搾します。

瞳タイM をλカずる

@入力する文学(J)グ}!.-…プを選ぶ

護憲む

@選んだ文字を確定する

長室。
。--...aを繰り返して、タイトルを入力し家す。

酉タイムJl-λカを実行する

、
@終了する

叱

空イトJv入力後、およひ議築後は必ずミニディスクを取り出してく

談尾詩文中のカッコ内のキー名称はリモコンキーのものです。

XM-3MO (JJ 

磁にタイトんをつける際、手)1綴@の前に酔 (手等生)キーを搾

/すと、その酪を聴きながらタイトルを入力することができ

ます。 f塁し、ディスクタイト)!.-をつける場合は蒋生できま

せん。

@之ニディスイフガら情報を読み込むため 少し鈴懸がかかります

DISC"の表ボ(ごします 噂事v
~8号のトラツウ話芸去を i笠ぴ先す

CHAf寺ACT転民 {す汽ACKI言。ITfC対ARA.lキーを探すたびに若者り主義わります。

:一…一…ンマ@a-zと、スペース

ヨ)0-9e:、苦5緩記長警と、スペース

ぐ心カタカナと、スペース

@ジ当グダイヤルを回すと表示7ツスク口 jレして、 同L:グ)l;

フ内のノすべての文字安選ぶことがでEきます

ミニディスクタイトJW潮j

@入プカ7プ力7…ソJルレ;はま、 4噌，惨酔砂酔 (札Lし-CυF汽司SOLし伺R) キ一γ

す今



議総緩議総滋務総議滋総滋総議総畿議畿緩議緩議総務鑓畿畿議畿織機織瀦諸国
務蒸議選繍議滋議議議議総務繊細附欄間綴馴滋附州側側側側糊織機織蹴糊蜘欄麟繍欄胸綴燃機温・
綴綴議議 j附穏難燃州都議議議議以J議議議緩議鱗議畿滋綴議議綴綴綴滋鍔欝緩幾総額議毅線機響機緩畿議議鱗務遂鱗欝麹'

被 害幣殺事 官 怒 療機管怒号警察費調
イト 選雪3曹、 議

でき~Jt字教についで

ニティスク全体で最大1792文字、 1翻につき童話大80文学まで入力で

ます。

(1文字ぶんの空白)も、文字と肉じ重量のデータを必要望としま

す。ヲイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、文字の削除

(CHAR:ぷとすERDぷ詰E)をこ平日用ください。

XM-3MD (，JI 

11 ~ -句、 同町側 イ タ トノLそ?っ ~IJの、ヲ豆腐輔行設う

7 (;;/:ì~草悲してp ぐ

穆カーソルを額約の(変更する)文字lこ会わせ

告

@文学グループをi髪ぷ

@ 

D:iEしい文学を費量ぶ

。文学を自彊2をする

務タイ

怨終了する

τITL藍INI'UT

タイト){，入力部

(1文字ノんの空白)が入力

ぞれよりもろの文学が1 だ二Y:)S~/1J1量ろに送i三 H~止すにl 京都ナ

γ繰り返し入力する)こともでき立す。主に夕

、遣が)する場jfrを先Jこ作っておくため:こf安い

..主EをするうJイト jレが長く、表示部(二人らない寝台、.....，骨骨

(L-CURSOL-R) キーを押していくと表示Ijマスクローjレし、守

れまで表示されていはかコたきIl分7う包括われます。

。ジョグダイヤJレそすと表示グニミクローjレして、 悶じゲjレー

ブl勾の l すべての文学をノもご/:舟
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クイック ムーア

主主べたいIi擦に鴎(トラック番号)を選んで、まとめて践頗を入れ替

えます。

CT-G90 (サイハーヲイ

ぐ

。

自 λれ智え苔議官屈を決める

。入れ替え緩留の最初の織を選ぶ

品 問 トラック

署番号が議長む

手管望の単車腐iご並べ替え~

トラック

著書長警が進む

園屈腐のλれ替え若実行する

、
"Q.MOVE ok?"と表示したら、もう一度キーを持す。

盟締鰍ア後、ミニディスク械情す

@]の怨王室で入れ替えられるのは、透綬する40臨め草草産主ですり

@途中で8秒以上放遺言すると、編集{立中止されますヘ

務在、トラック番号7番の織を5番に移動するとさき

移動先のトラγク番号 移動先のトラック養母

@選んだt!B1績のも産認や ι

Q.MOVE CHECK 

スクEコールする

しくは、"選んだ樹の確認、または取消しをするには"

くfござし¥.

、遺言(ぎなかった的

、ぞのままの也111自で移動し
"ノ

ジェクトキ {金:や、 ON/

、並べ替えjj¥)主めでcわさIiされることが

ありますっ



融鱒そり
移動させたい践を選んで、図的のトラック番号の佼鐙へ移動(挿

入)します。前後の織のトラック番号は、自動約iこ調整されま

す。

繰り返し行うことで、窃的の飴I1際に並べ変えることができます。

o "MOVE"を滋ぶ

9 

船
、
州
川
川

町
役
仰
い
い

ヨ抑制
命議定T

@護主{トラック番号)を選ぶ

トラッ

が支寄る

トラック番号

が幾t;

⑫確定する

私

w
h
J
刊 イ

XM-3MO [JJ 

介ラック ムープ

醐OVE)

後最揺桝7
(磁i緩和織すっ入れ替える)

触をつなくう

@浴中 C8~ylユょ放言蓄すると i 編集は中ょtされますい

絡事Dさけるf[じ

幸11うトJリ〉取り事千

: : ~ :..マ

("1 
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ティノずイド

訟の途中にトラック番号(飴番号)を追加することにより、臨を分

説します。特に縫ぎたいところにトラック告番号を濃加しておく

と、務主主のときスキップができるので便利ですJ 分離し

後ろでは、 トラック番号が巨言動的に繰りよがります。

プレビュー機能を縫って、分警官したいところを繰り返し縫きなが

ら微議撃ができます。

トラック

中

戸一
」

手脅望の所でTRACKEDITキ-~押す

L 分割し

(1重量消す)

(織を分ける)

(魯をつなぐ)

換わります。押すたZ11F
江)E野
くあDIVIDE?

(主lCOMBIN箆?
長編集解除

噂品

。叫Ui詰

I Q.EDIT IE'定日日日i
¥ご 均一CHARA

再生中の場合、手写生一時停止になります。

@確定する

長室。
編集はや:LCX-Lま8J，ま亡Pで8秒以上級還するとこ

』稔矧矧一アl防附一の繍ア?微一fをt搾平して ら守手三1綴i綴買留へ進みますO

盟分護靭凱す札L ユ一線fJ&Jfプレ

震 霊 コ

ー務停止しているところから後の約4秒賂を

繰り返し湾全します。

~鍛鰐議書する

@プレビュー湾全する

~ ¥ 

8E去を聴きながら、微調整する→

@調整できる能強は、

ょとしたところから 前後に土32ステッブずつです

プは約6/100秒)

一
時
、
仏
総
川
山
/

間
容
什
》

ゆ

M
-
d物
川
町
¥

書籍獲された場所を賛頭として、手j鎖。で再

生されていた君臨分の録後までを繰り返し袴

主主します。

@献する嘉霊コ



翻崩の分野若葉子デす各

、
飽~践を繰り返して、畿大255l1':でトラック告番号を治加できますo

編薬終ア綾、ミニディスク~1IXり出す

戯を分霊PJずるイメージ

じ[Jずっk
-]kづっ

@胞が2つに分けられま

⑩分けられた後半の白から再生が始後ります ρ

@分塞リで生まれた飴簡には、 1黒送部分がありませんハ

プレピュー再生のイメージ

選量級のブレピュー事専念で手専念される18:総

(胸秒紙微繍獲章義臨4ステップ)

XM-3MD {JJ 



介ラ γク コンノぜイン

トラック番号を削除することにより、綴り合せた2つの繭なつな

いで1極にします。いくつかの換や、綴最もくう予護持されている磁を

まとめることができます。つないだ磁より後ろの磁は、トラック

主義者警が複数約に減少します。

コシノfイン

"COMBINE" ~選〆.S，'

。"COMBINE"1i:選ぶ

手等生命に織をつなぐ滋合i革、手綴鑓へ

関つなぎが噛を選ぷ

。滋{トラック番号)を選ぶ

園局と臓の結合を実行す6

、
盟編集終ア後、ミニディスクを取り出す

XM-3MO IJ) 

持すたびに切り換わります合

世〈むALLERASE? 
停止中 1-i必Mqy照

後総資約

後搬を1機すっ入れ努える)

織を'功。

湾集中

!やCOMB1NE?
」 さむ暴露議終話番

「一一一てポマードっ/ーァ一一て7ムr-Iーゥムフ<¥-1γ-

I~馬主・・“・・・ 4・ M ・“・…~.，:::-~
十唱J う 、、 / ¥/，;十

/1¥¥/'/1¥¥パ

[榊?@Dl可957
③COMBINE? 
必編集解除

容量替制7
備を分ける)

駐車摩つなくう

、目的。)2紛のうち、毎日半となる紛の

(T点h6Kゼ01千/eHARA.)キを押して

くださいし (手等生中O)f詩!と、穫後の践が/コながります〆

..~寄生ζ下J(こ綴集を絡めると、 符停止になります。

@途中で8秒以上放言草すると、主議集l立中止されますの

約2秒以工必婆

四一一酔j

註Ci]包日
rn Lif! l::J T ぷ恥¥

前半郊のトラソク議 Eきと
タイトんが予主る

Z，DEIと3邸包宅子〉なぐ場合

後半部(乃トう、ソク番号と

う2イトJレは滋える

-再生中に編集を始めた場合はもその酪から自動的に再生が始ま

りますn



クイック イレ吋ス

(Qu/CK ERASE) dJJをまとめて;背す
樹(トラック番号)を選んで、まとめて磁を消去することができます。

クイノワ イレース

QUICKERASE中は、 CT-G90(サイバータイトラー;書院)上てのタイトル

入力は、できません。

間話hA誕を選ぷ

。O.ERASEを選ぶ

3~号

国消したい崩を選ぶ

トラック トラック

著書長号が戻る 著書努が進む

目消去を実行する

、
国編集終ア後、 ミニディスクを取り出す

選ん1と識の錨錯、 まJ士iぷ取調Ld告す?:i/ζiぷ

。 c内定とKキーを押して、確認する

MQV韮

。取j したい劇の表示中に、 67MEiV主
cL廷ARキーを押して、取法す

クbfES針金三党樫すたびに切り換わります

t ① 37h4QYE7 
② .EF毛ASE?
命線集鱗除

[替、む1225 mlETF 
司ル ! 

点滅後、スク O~Jレする

・途中 <:8秒以上放歯すると、編集{立中止されます。

トラック苦番号3空襲の織を選んだとさ

総{トラック番号}

l でで一門戸…替、 E~ i:;:~ r:! :::::仁詩話¥ i :: 
噂S----/¥¥

XM.3MD IJ) 

( 七十ク-n-iL替、E:I?r:! ~:::: 斗一ニ土L叫医問
----/1¥¥、 i

磯2をすると、つぎのトラック者番号が雲監糸さ スクロールする

れます

-選んだI制限の縫認や、選んだ闘の取消しには、下記の"選んだ鴎

の確認、または取消しをするには"を参照してください。

、少し狩闘がかかります。

)餐lぎなかった飽は、

消す範翻の雪量後に、その*去の的国境で移重nL/ます。

@"COMit品TE"表示の点滅亡糾こイジエクトキー(企)や、 drt/
J 

3714Qtiぉγキ を押すと、 jd;去が途中で中断されることがおり

ます。

ィスク ライテイ J ク

ミニディスク取り出しの擦の"DISCWRITING"表示は、録音や綴集に関連

する情報をミニディスクに著書き込んでいることを示します。表示中には緩勤

や衛費翼を加えないでください。

@押すfこげに、 トラック毛番号の若い肝要[こ渓ばれている胞が表示

さされます。



XM<iMn r.!l 

才一ノル イレω 又

(冶ιιERASE)

全盛量消す場合(AL:l
停止やに金磁消去することができます。ミニディスク全体を滋去

すると先に戻せませんので、十分注慈してください。

1勉i誇す場合 (τRACK
選んだt磁のみを消去することができます。 i隠した議後の歯のト

ラック番号か、競節され*す。

i災去9ると元iこ戻せませんので、十分没慈してください。

イレ-Aトラック

す

枚目jt イレω 耳

金描3簿す(ALLERASE) (力と~

盟準鰭をする
r:ヲγヂ イレ凶耳

1識滞ず(TRACKERASE) (;っと窓

立℃
停止状童話iこします

議室む

濁したい磁を選ぶ

百ヨli.B

勺

E震る

器 E弘三日一 β佐藤~，S{

嚇按T

吋3
3早すたびに切り換わります。

[ 川叩仏伊祭四附一符陥附A焔S
必必')M(令3惇:えs 磁翼瀬蜘費蹄を入れ事畿蹴書杭える)

Q③訟CO主ME郎3滋INI筏:?総をつなぐ)

③編集毒事罪事

φ磁定する

オ-;>。鈍ALL

仁も

"ERASE鱒を選ぶ
議終記長部T
11臨機A

可コ
押すたびに切り換わります。

ワろ設定? (1謀総潟す}

閣時 点 ? 蜘 分 け る }

③COMBINE? (磁をつなぐ)

記長編集鱗線

@確定する 釘
恥
》

@途中で8秒以上放還すると、編集は中止されます。

固消去を実行する

間叱とも

I '~. 
r一一一一一一……一一一一一一一

智弘 E;l…~:::~ j".i i< 

・ミニディスクの会的が消去されます。(ディス

クタイト jレ含む)

(込口
•• 

，= 
.
g
"
 

'
 i! 

!
 

t
 

-曲が消去されます。〈トラックタイトjレ含む)

・手写生中に編集を始めた場合、消去した直後の

訟からEl動的に再生が始まリます。



XM-3MD (J) 

臨編集終夜、ミニディ又クを取り出す
ィスク ライテ-{:--ク

ミニディスク取り出しの際の"DISCWRITING“表示は、録澄や編集iこ関若草

する↑静置をミニディスクに軍書き込んでいることを示します。表示中には畿動

や簿穣を加えなし、でくださし、。

rn[l]~ む比比]
撤の一部分~消す
1幽を分ける作品A!己KDlVIりε)機能を縫って、治したい部分だけな1つの歯iこする0

2ノ 1幽消す (T叫ノ似εRASE)機能を使って、消去する。

この手瀬を使って、回約の部分だけを消去することができます。
消したい部分

腕分ける作品取削除}欄段使っ

て、 i隠したい部分だけで1つの謀議になる

ように、審議集してください。

。i隠したい部分を1つの磁にする

υIVILJヒ磯首制己不社封 JI~似合

〆た /
-
投c4t… 

一

践を分ける (T陥OKぴIvioE)

@般の前半や?語学1ごけを潟去する場合(立、 1か戸万だけTRACK

DIVIDEを行なコでください。

;出したい総分

@消したい部分を滋去する

1語義淡す{す災瓦eKE将λお邸機員長を告をっ
て、手毒薬@で作った f滋J(詩撃したいとこ

ろ)を滋苦をしてください。

1語調消去の実行

側一味
@編集終了後、ミニディスクを取り泌す

え土分/、 (j録音や綴主義lこ総重

スクLこ草書き込んでし、ることを示します。表示中には幾重出

1鶴湾す



XM-3~ノ10 iJj 

本機では、イコライサ、…と管場蒋主主を選ぶことができますο イココライザーは務く器楽ジャンんによってお好みで選んでくだ~(，¥; ~また、

管場モードは、お好みの雰殴気でお楽しみください。

$丹S3D(S~ふdnAiAVAlstiiJmj を体離す議

sぷiiiJid沿い泌alSy~têmとは、音声信号に対して、人間の務党メカニズムにままついた最適な処理を加えることで、 3 次元的な音響笠濁を
造り出す、感織的なシステムです。従来、 2チャンネルステレオ(一般のステレオ)では再現が重重しいとされている、リアJvな奥行惑や、音

像の定{立をもたらします。どのようなソース (CD、MD、放送…)でも十分な効果を得ることができます。 SRS3Dををかけた状態で録音

することもできます。

OSRS3Dをオンにする
立:字わて存lこ流才lます

閥
、
制

III 

コパコ
同 i有

コょ!

キーを狩9"f![にオン/オフが切り換わります。

j
 

d
g
 

{
 

押すたびに切り換わります。

ピ開制御強し一一一
②スペクトラム・アナライザー表示の切り換え (DI通P'UW)
③友おの宮奇襲バランス

@効塁患の強さ{レベル}を鏑節する

ふり
(2)効祭の強さを雲閣l節する

レベんがよがる

e 1O-~+ 10の革担屈で議宣告できますり

ef写生件コのt協調などに合わせて、お好みの設定て寸7楽しみくださぎ

い。

・録音中に、 SRS3Dのオン/オフ切り換えはできませんの

4皇ぷλ 音lこイコライザーやSRS3Dをかけると、効泉のかかった
し7綜多人畜で録音できます。
1'~6) (アナログ銀資のみ、 TAPE端子に接続された機畿での録

、》宮、再開く)



Xル1~3MD (J] 

お好みの葺賀で苦楽を聴ぐ(イコライザー機能j

5通りのイコライサーーパターンに加えて、あなたの作ったイコラ

イザーパタ…ンを1種類記憶させておき、呼び出して使うことが

できます。

イコライザーパターン普選〆1"‘

イコライザー{周波数パン刊の謂盤についで

マーよアル

イコライザ…が“MANUAL"(ユーザーメモリー)のときに~Hり、各腐波

数バンドの設定I貰gが表示されます。

耳慾いている音楽のジャンルにあわせて、お好みでイコライザ…のパタ…ンを滋ぶことができます。クラフィックイコライザー効楽をか

けた状態で録音することもできます。

。ききたい磁を蒋主主ずる

。聴いているジャンルを滋ぶ

~~一
、ゆど可

搾すたびに切り換わりますα

(ち符OCK……………・(ロック}

POP.………厳H ・H ・.(ポピュラー)

DISCO…剥.............(テごイスコ)

JAZZ………(ジャズ)
〈事 CしASSIC…膚u ・s・..(クラシック)

点灯

(あ MANUAL………日イコライザ…パターンを作って記様させる

ことができます。

夜Q.OFF…………{蕊Q.ON5i!f1:}...イコライザ…鱗舞金}

イコライザーノ \O;t ーンをfFっ τ~è鰭ð t!:~
資lこイコライザーやSRS3Dをかけると、効架のかかっ
た資で録音できます。

お好みのイコライザーパターンを作ることができます。

@ せる

4秒以内iニ手際@へ

@イコライザ…パターンを調書室ずる

(1 )震波数バンドを建設ぶ

妻、
む

(2)レベル告書潟獲する

事露襲(1λ(2)愛護譲り返して、それぞれの

淡路を総務する

@記憶させる

(アナログ録音のみ、 TAPE端子lこ接続された機器での録

音、融撒く) 時混

押すたびに切り換わります。

( ¥i〉伶叩蹴O∞C0POP 
く主)DISCO 
符JAZZ

ぐわ CLASSIC 
dむMANUAL

EQ.OFF 

昨缶詰器材z

l-400悦Z

1 kHz 

安 2訳出

⑤ 6.3k~絞
め 16k批

点灯

設定壌El 設定レベル

場十 斗0)議担闘で議節できます

場設定中l二人JJ令切り換えた場合は 手必要議よりやC)lおし〈久

し1..
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E ンアνァトレベル(/)調墨書
バランス.…・・ H ・a・‘.“d.右の資嚢バランスを繍獲します。

インプットレベJ[〆 AUX入力磯子に機続された外務機滋(どデオデッキ毒事}、 れた外部機滋(テーブデッキ毒事}か

で競意義してください。らの宝菱重霊祭言慰霊室し家す。外部線量普からの官菱重量がコたきすぎる主義会など、

パヲン7.fIJ諦麓

。バランス繍撃を滋ぶ

ふ
り

4秒以上放議すると資盤の書籍童書iこ渓ります

@調整する
おの穫が

'J'lきくなる

インフッ卜レベノルの調整

@τ五五問調整蕊たは州Xの調整凌選ぶ

どちらかを続けて2J1i1押す

4秒以内に手嬢@へ

@調警護する

レベルが レベルが

持すたびに切り換わります。
レベル

Q) SRS3DQ双操倒齢{しEVEL) ω 

②スペクトラム・アナライザー表示の切り換え俗語PLAV)
ゆさまおの奇襲バランス

."LEV在L"(SRS 3D効衆口:強ざ)はSRS3Dがオンのときに限リ
表示ぢれます ω

ち

設宏レベル

.~5-"Oの草在留で謁撃ができます j

ノι坐主2 インフ。ツトレベルを議整すると、 AUX入力端子、および
l'ふX N円 rプ プレイ

Lfマソ)TAPE PLAV端子lこ接続された外務機器からの録音レベル

!早起lも変化しま仁 川 Dに録音する~誕



トレーション藤恭
イコライザー、 SRS3D、

ON"を表示させる

館。底輔。

2秒以上押し続ける

表訴郵~切り鍵;t議

XM-3MD IJ] 

ど斎笈語奇襲機告をの効果を瀬lこデモンストレーションします。

@ レ ションなやめると2きはもうー滋悶L;キ を押しま

OFF"表示が流れてデモンストレーションは解珠さされま

トレーションカマオン(J)1犬、数て下震霊源をオフ/スタンパイ:(ごしノ

ンは引きj売さ号行なわれ2去すι やめたいと

くだぢい。

8アセンストレーションがオンの犬繁でミニディスヴtJ'MDレコ

ゲ…(こはい，(いないときは MDレコー夕、表示簡でもテ。モンス

トレーション/ア行なわれます。

本機の表示部は2緩類の表示内容が立体的に議なって見えるしくみになっています。お好みに合わせて、 1種類ずつの表示にすることも

できます。

都fJ藤;t~

押すたびに切り換わります。

ぐむ2重量表:iji;

文学華美ホ

磯 D藍端。

軍啓

スペクトラムアナライザー羨:iji;

2i量表示

.Aヘ。クトタムアナライザー草野戒を留り麟;td
。“ひ議長1;AY噌選ぶ

;/L4t~ 4秒以内こ手麟

吋検))oへ

押すたびに切り換わりますφ ¥ -<J 

f骨 SRS3DO)効果の強さ

し③スペクトラム・アナライザ日後初切り換え

争ざまおの資重量バランス

(S只 3D主主祭の強はアオンのときに猿l)表

示さされ2ます。

@お好みのスペクトラム・アナライザー

表示を選ぶ



XM~3Mむ[，1)

歌と演奏が収録されているCDやMひなどを蒋食するとき、数の

/てートだけ管援をFふさくすることができ設す。マイクミキシング

と総み合わせれば、鱗直撃にカラオケを霊祭しめ;1::1"0

。 つiまももに臨す
ソース

@マイクノを停ると 5廷は SOURCE 

Tごきい}

オフにしてく

…(一旦
@ ク~接続1"る

⑭マイツを俊痢しはいときは

[OJlノてし 1 ごく

つまみを左いコぱいに

務マイクの審議を観銘ずる

マイクの畿が

小さくなる 一(見 マイクの務が

大きくなる

ャフ

ザ
窃
歌

ず

で
生

営

再

わ
を

A
A
白

書

に
昔

盛一
閤
以上のそF艇を行なった後で、カラオケをそのまま録音することもできま

す。(アナログ鯨のみ、 τ雨時引こ接続された機器での錦、融を

徐<)ただし、ミニディスクの演奏でカラオケをするとき、その音は録
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歌λりのソアトでカラオケ.?菊L晶、

入ー

νカ

。
一
す

オ
ま

内

ノ

者
C

スを疑似カラオケ安楽ソースとして型軽しむ機銭です。カラオケ専用CD等がなくてもカラオケを楽しむことがで

れた機器での録音、再生を徐く)

@送主義ソースのヴォーカ)IJが小さくなります。ただし、臨やディ

スクによっては効殺が鋭い場合わております l

@MlとUりじつまみを在いコぱいに思して主義まきすると、カラオケ

ミニディスクを作るこ

e-{ コライザー効~をかけると、
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ACコードをコンセントに接続すると、島幸蓄す器提示が点滅します。

説号待iこ従ってiE綾な草寺韮IJを合わせてくださしもQ

時溺合わ
8時45分iこ合わせる伊j

日
此

..&守!笥表示が点滅を虫色めます。

時簡を合わtずる

@ 

に1M
11 I I 

11 
11 

@ 

12除機表示で表示宗れま

在押すと日守閣が設定されて 分表示/J"点滅な始以J

分~1きわfずる
。

1 J 五点
III I 

(]しj

//  I 

@ 

R 
@筒i震えて押したときは 宣言初からやり{査してください

@日守幸誌とj弓Js守(こENTERニド を押すと正確な日寺刻表示 2引ま

す。

@停電力てあったり、雲霊源ブラグをコンセントに入れ直したと

は 時刻表示が点滅します。その場合(手、もつ 度自寺刻合わせ

宇してください。
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オベレートイージートウーユースタイマー (O.T.T.)

指定の時刻に、選んだ入力ソースの再生が始まり、 1時間縫っと電源がオフ(スタンパイ)になります。設定直後の1翻だけ働きます。

おやすみタイマー (SL出p)

設定した時間が過きると、自動的に電波が切れますυ
プロクラム ブロヴラム

タイマー再生、タイマー録音 (PROG.1， PR()G.2) 

設定した時間帯に、選んだソースを再生(または放送を録音)します。
フログラム プログラム

AIタイマー再生 (PROG.1，P汽OG.2)

タイマ-1等生開始後、徐々に音量釜が大きくなり、あらかじめ oro 
MD'手、ディスクからメモリーに読み込まれた情報を先に動作

します。

MDでタイマーを設定する前に、メモリーパックアップ機能を

有効にするため、 10分以よ官電源をオン状態にしておいてくださ

工場で設定された資重量までよがります。

オヘ・レ…ト イーシートゥーユ-;:{ タイマー

オベレートイージートゥ -::J..ースタイv- (Operate easy To use Timer: O. T. T.) 

時刻jをセットするだけのカンタンな操作で、タイマー再生ができ

ます。電波をオフ(スタンバイ)tこする書官に、最後に選ばれていた

ソースが再生されます。タイマー再生顔絵から1時間で、雲監i涼が

自動的にオフ(スタンバイ)になります。

。務ぎたいソースを遊び、資震を設定する

eO悔す.T.~ーを押す

匡も

J 

おやすみ

O.T.T.タイマーによる動作が終了するまでは、

プログラムタイマーは働きません。

..CDを再生するときは、トレイNO.1にセットしないと、タイ

マ…再生されませんο

..O.T.T.キーを押すと、人hソースおよび オンB守票日の表示にな
， I士

しー '" 

@オン時建立をiz'Yトずる

搾すたびに切り換わります。

と1¥"0すす点灯 タイマーを使う

"O.T.T."消灯…タイマーを使わない

一民
オン時刻。〉表示

-オン時刻l立、 5分単位で設定できます。

。他のタイマーと組み合わせた場合、最後に動作した入力ソース

が手写生されますの

@議1震がオフ(スタンパイ〉の状態でも、 0.1.Tタイマ…の設定は

できます。@霊震波を:tフ(スタンパイ)にする

解離すQIζt;t

O.T.T.キーを2慰f壊す。

スゲーフ0

v-(富LE若'P)
何分後lこ霊童源、を切るかを設定します

務護霊滋をオンにする

8セットした時間がi選きぎると、E!動的{ι 削需がオフ/スタンパイ〉

になりますU

翁 1凶手甲守ごとに10ううすっi減っていさ雪ます。霊登大約90分まで設

釦→ 80→ 70…..30→ 20→吋解罪事 m令部→ 80..... 

命語審織を設定する

霊童2撃をオフ{スタンパイ)にする、

なる家で搾す。
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の24時間タイマ…(毎お働きます)ですα

日..__.ふには、働く日寺罪悪穏と内容を予約しておき、必喜警に応じて、{動かせるか、働かせないかを選べます。

テープのタイマ…操作については、カセットデッキ(別売)付長棄の耳支援説明書撃をよくお読みくださ

備会イマ 予約;ま t 討委3訟を て~
け、

和wt手、ディスクからメモリーに談み込まれた儀幸置を元に動作

します。

MDでう量イマーを設定する総に、メモリーパックアップ害警告をを

有効にするため、 10分以上霊童話票をオン状態{こしておいて@ドROG.1 と PROG.2の働く鈴濁僚が重Jぷらないよう I~ -力以上の続

隔をあけて予約してください。

園田~~'l掛描]Jj曜祖国鴎 軍属盤雷同，Z;;2J，曜福留盟量題麗

聴ぐ{鍔章子す~) ための準舗をする
臨_l-lさ奮昼防軍彊盟

放送局をブリ

セット

ディスクを入れる(プロ

グラム湾全はで宮ませ

ん)

トレイトIO.Hこセットしない

とタイマー湾全されません。

言雪量を鯨節する

巴芝J 芸3

勺

院駐車E軒m:::u:j震は廻 露軍曹iYil，Z;j重点霊祖盤韻語 翻置沼IC:III!強'faj岳遭簿E

Aυx毒喜子、 *たは

T即時引こ緩綴し

た事警告告のタイマー

設定をする

ディスクを入れる テープをセット

する。

カセットデッキ

事務

重量替の主事官蓄を

するむ

カセットテミツキ

場事脅

MD 

a放送を主主笛するときは、ヲィマーで電源1:;寸オンになると、長官!J¥

の55霊童に白紙セットされます

草子原'~才フ (Àタンパイ脱穀)にする

地
肌
》

盟プログラム番号を選ぶ
。
~ 

8秒以内lこ乎綴@へ
@ 

EK3 
プログラム内容の表示中iこ押す

'
t
q
L
 

ム
ム

。一フ品，
J

す

グ

グ

ま
ロ
ロ

り
ブ
ブ

わ巾
明

1
;
慾

空
間
山
小
山
鰍

山
河
内
成
樹

jt
一
九
①
必
小
切

狩
「
し

/(ヂ
υ
j

J

白河川
J

正

@渓んだプログラム守番号jf点灯しますぺ

@すでに予約されているプログラム手番号を渓んどときは、新しい

設定内符に変わりますの



関オン時刻を設宕ずる
。「…TUNING…「

轍リが 間 四 臨 時 業 | 雌 む

@ 巴勺勺

才フ(Aタンパイ)JJ，手摺者設窓ずる

。r--TUNINGー吋

融 IJが腕E J S酬が進む

。正b勺

者認の予約若鍛え吉ずる

XM-3MD IJ] 

.0、@の手順当E行ない"時"を入力した後、同じ手111属で"分"を入
力します。

.0、@の手臓を行ない"時"を入力した後、向じ手111費で分"を入

力します。

@慢号i童えたときは手11験問からやり践してください。

たι 努事情謀略的客室哲階的体菱 自画留置問íí.~宥藍由民置福~ずS譜置星取蹄民..... 圃

。モードを選ぶ (1) "PI五γeまたは"AI"を縁5{ 。モードを選ぶ

イマー蒋主主
〈す)哨EC"を選ぶ

だんだん替が*~くなるタイマ…湾主主

信穴コ

@入力ソ…スを選ぶ

r-白晴TUNING-自白可

思自在自

(2)決定する

(1 )傍を悪事くか選ぶ

(け組放送
CD …….CD 

③ AUX ……..?~部入力
MD....・目撃..MD

ゅτ五五ι…テープ

(2)決定する

@主主送潟を選ぶ(γυNεR華寺のみ)

(1 )ブリセットチャンネ)vを議室ぶ

決2較する

e放送売警は必ずブツセットして2きいてください。

忠夫》

@放送局を選ぶ

日語宮田
、.'

ド3
E穴3
@録音する機器後選ぶ

~)換わりを主す。

ぺ……プログラムすのみ実行
2……プログラム立のみ実行

(2)決定する

(1 )ブリセット

チャンネ)vを滋ぶ

(2)決定する

(1 )選ぶ

(j) MD 
/ヘI

¥J 

{カセットデッキ

のみ)

決定する

G.1安 2橿鳥プログラム1l::立の跨方をき実行
タイマー診ブ

命渓んだブログラム主寄与が点灯し

窃ブログラム芸番号をセットいないとタイてず は然き完投んや
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予約内容は、当日除できません。[7g奇警な芸主要きすることにより、以前の

努力マ潟されます。

嬢露悲したいプログラム幾勢を滋ぶ .)蓄とす。

ブ幻グラム?を義務

プログラム立後遺建策

e予約内宅ヲを料告すっき更そしでいきますっそのあと

ます。

予約内容をgrjぎLたいときは

"プログラムタイマー予約"な始めからやり穫してください。

イマ-~議設かttJなぐ 4まいと s
せる 押すたびに切り換わります。

[匂1 ブログ山崎村す
③婦6.2 ・'(~'O.，，~.…プログラムM鋤裳ます
窃 PRdG.1，2…議プログラム 1;2ともに働き家す

@消灯…………“プログラムは働i宮家ぜん同〉

@予約内容は記憶しノでいます。

押ぴ御じ内容のタイマ-~1z ツトすQ
セットしたいプログラム表示を点灯させる

一、
押すたびに切り換わります。

…...プログラム 111標語きEます
…プログラム2が働きます

pi説， 2…プログラム 1，2ともに働きます

③滋ミ!tJ.......………プログラムは働き*-ttん

@ディスク、 MDの2撃機、苦言撃の調書告をしておきますむ
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ケースなどiア汚れた，舎は ご芝iう¥い符ていびらノヌ雪!ノ

ベンジン アルコー…Jiノはとては恋色の際関仁なあ→

ご獲得しはりないでく

スどーカーの設麓とテレどについで

1このシステムのスビーカーは、テレどとの近接使悶が可能な対磁

:EIAJ規裕)ですが、設鐘のしかたによ三ては、ムラを生じる場合

がありますぐそのときは、ー笈テレビの電源を切リ、 15分~~30分

後に湾びスイッチを入れでくださいコテレビ0)自己;尚磁機能によ

リ、 E顕在5への影警警がと立替されますο その後も色ムうが後るような場

合には、スビーカ キE密告しでご使間くだ注い。

2近くに悩石など田正気を発生するものが議かれている場合には、ス

ヒ…ブコ…との才作用(こより テレビ:こ色ムうを発生すること/うてあ

リますので、設遺言;こご;主主主くださいL

3テしノどからの雲量級i伎の誘整作悶{こより、ステレオの設i漆スイッヲ二万‘
オフのときでも、スとこーカーから斎が餓こえることがあり法すハそ

の場合も、テレどからスiゴ カ…を現在して設置してださいリ

〆号?リーノずックアップ。

君主源プラグをコンセントから抜く 自寺言十主主

とすぐ消えるメモり の内容

護霊源プラグをコンセントから扱い アンプ部

で費量低1臼で消えるメモリーの内努 議震の1犬繁 Jオンまたはスヲンパイ)

入力切換

ボリュームの燈

バランスの設定

イコライザーのユザメモリー

チューナー・イコライザ一部

受信バンド

周波数

ブソセット放送局

プログラムの設定的雰

SF司S3Dレペjレ

雲霊験オフ(スタンパイ)または、霊童 MDレコーダ一部

澱プラグをコンセントから抜いで ディスプレイ モード

雪量{託1臼で消えるメモリーの内容 録音レベル

XM"3Mむ[Jj

次のような状然のときは、特iこ言書イすきにご浅慧〈ださい J

@潔いところから暖かいきR庭など気潟去をの:大きいところへ持ち込んf

サウンドリトソ パルシステムはsr::zsラブズインコーポレ

テッドからの安施権{こ墓づき製造されています。 SOUND
r::ZETRiEVAL SYSTEMおよび(G)lはSRS ラブズイン

レーテッドの言語擦ですっ

この製品の購入はサウンドリトリ パルシステムによる銭造物を

販売する権利を3譲渡するものでaはありませんA

本機を憲章送するときや、移動するときは、下~cの樹乍を行ってください。

1.生 キーを持して、 CD、Mりをすべて取り出します。

出品Cr6潟でのすべてのトレイをオープンして、ディスクが

入っていないことを確認してください。

2.ディスプレイ部がJ:illの表示になったことを磯かめてください。

3.数秒筒待って、電源をオフ(スタンパイ)にします。



ヂィXクの取り扱い方
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ディスク取扱よのご活意

/寸J 一一 取り扱い

/J  再生頭にふれないように伶コてくださ

i マ~I II  

-寸べ)!ノ癒

し一一一一伶生[酉

シーjレ惣 @再生頭はもぞうろん ラベjレ萄にも紙やテープなど

を員占らないでください}

@デ fスク(こセロハンテ ブやレンタルCDO)シー

んはどの、納がはみ出したしJ 剥がした後のある

ものはお倹いにならないで〈ださい その法

生すると、デJ スクが取りとちせなくなったリ、放

織のベタツき際する原E¥J(Iこなることがあります

ディ Xク使舟土のこ注意

直
③

お手入れ

ディスクにお紋ゃう壱れがついたときは、

やわらかい布などで、五党射;犬に車まくふき

とコでくfごちい{

保存
主主い悶倹憎しないときは、本機tJ'ら取り
げ:Lノ ケ ス(こ人才1で保僚してくださ

し¥"

A i主意 なディスクは{費用し~い

手専主主中、テ、イ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、故簿の原

翻になります。

---
~〆

本離で使用でき~ディスクについて CDアクセサリーについで

CD (12cm，8cm)、CDV(オーディオパートのみ)

.co G ~COグラフィックスj テBイスクは 本機てやは務psのみの再

生(こはりますJ

スクイ采2撃を局的としたヂィスク問アクセサソ (スタピ

ライザ 、保護シート、保護ソングなど)、およびレンズクリーナーは

故障の隙となリ未寸ので i ご使痢[こならないでくださいι

ミニディスクの政援いか1.::

ミニディスクはカ…トリッジに入っているため、ゴミや指絞を3誌にしないで、手軽iこ扱うことができます。ただし、カ…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。

ミニディスクに直接触れない

シャツ台ーを手 C開けぐ、ミふティ λγい直後綴れないくえたさい。

無王室に詩書けるとこわれます。

き

複線に潟度の姦いところ(造射おうをのさきたるようなところ)や、滋療の

惑いところには震かないでください。

ほこり対策について

セットのやでは、ミニディスクのシャ yタ-1正常に競いていますc

従ってミニディスクにほこりが入るのを紡ぐため、録音苦、手写生が終わり

ましたら、速やかにミニディスクをセットから取り出してください。

お手入れのしかた

定潮的に、カートリツンについたホコリやコ之を乾いた布でふき取って

ください。

2まみ

童量苦苦した内容を綴ってi湾さないた事与には、ミニディスクの言謀議去筋立つ

まみを競いた状態lこしておきます。手専び録音苦する場合は、つまみを先の

を貴重富に震します υ

スク塁審菊

Jメ



と

XM】3ル守口 [JJ

ミニディスクシステムの特長をまとめると、次のようになります。

CD (コンパクトディスク)と筒鱒に、自由なところから湾伎できるの (ランダムアクセスか湾臨

〆 カート 1)';1ジに入った廊齢4mmのミニディスクを使煎する。

2種類のミニディスクに対応する。

高能率符号11::t宣術を使って最大74分の録筆、湾全ができる。

ζ 半導体メモリーを使った繭恕欄。

ミニディスクには、再生尊厳のものと、録音→手専念のものの、 2穫霊童があ

ります。

再生悪事用ミニディスヲ

手写生のみが可能なミニディスクで、市販のミュージックMむソフトは

このタイフを使用しています。 F写生等専用ミニディスクはコンパクト

テ&イスク〈じり)と符じ光ディスクです。ビットがれきなくぼみj の有リ

無しで託銀さきれています。光学非援総ピ 1ソクアップで信号を読み取

りますの

ll 
i醜察側t技術 "ATRAC"I 

ミニディスウ{法、従来のコンバクトディスウの約半分のサイズで合す

が、問L"日守衛百記録することができますのぞれは新しく開発されたド言語

袋署E符号化技術によってで守絞となりました 3

北高能率符号化技術:
アダフテ τ フ:"-;J.)巧 ム ア 3 スデイノク 3…ク

AτRAC ( Adaptive TRansform Acoustic Coding ) 

ATRACとは、害時率上問E震のない琶の成分をカットして、音楽データ

を従来の約1/5(こしています c このことにより、最大711分の録音、

再生が可能になりました。

liの感度に逢しない資 同
時
の
感
度低い沓や高Lì~きは ある

綬緩め務織がないと開き
取れない。

低 高い

大きな音の近くの小さな鷲

大きな替と何時に小さな沓

があっても、人隠警の笈には鶴

こえなl'b

ぐマスキンク首足早)

録音問ミニディスヴ

銭まきが可能なミニディスウで、光5蕊気ディスク引受F号、磁界変喜理方

式で録音がで司書Eになりました。光磁気ディスウのTTI苦からレーザー

光を照射し、ディスクの上部から磁界~を印加して記録していま

I 

本機では 設整重力で習が殻{ぎ1;よいように信号?を一夜メモリ

います。 したがって l 幾重力華字下光学ピックアップからのデ タがi議
切れでも、メモり には数秒隆警のデ タがあるので官交わて渓切れた

りすることはありませんう

通常再生時

鑑瞳

、¥、
再生中 替は警官秒先のぶん
までメモリ-(こ議えられて
います

¥¥  

再会 f守
h 

霊堂勤があったとき
大

雪量動や筏聖書を受けてミ
ディスウからの読みだしぴ
迄切れてもメモリ から
の再生育は渓切れません、

あなたが録音、録商したものは、側人として楽しむほかは、著桝事5去上権手i踏

に無断て使用できません。なお、デジタパ線音機滋(この綴品)の価格には、ミ著

作絡む去の定めにより、手必甘録音量補償金が含まれております。

なお、手幼守録音苦補俊金に隠するお鶴い合わせは、省官己にお綴し刊、たします。

社殴法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3了自20番2号

東京オペラシティータワー11F 
電話 (03) 3506-8407 

FA)C (03) 3506-8408 



¥ 
、 ¥

¥ 
、¥

関趨鍵

エスンー工ム工ス

ヂシ-タノル録音とSCMSについτ
ミニディスクでは全てのソースに対してデジタル録音することはで

きません。次d滞樹立、デジタル録音ができませんので注意してくだ

誌も

コピー禁止コードカ吋乳、ているとき。(シリアルコピーマネージメント

システム...SCMS)…"001SCMS"と表示して録音一時停止にな

ります。

SCMS (シリアルコピーマネージメントシステム)について

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、各ヰ撃のデジ

ヲルオーデイオ事費総の憶でデジタルf言号をデジタルf言号のまま録音できるの

は一後代だけと規定したものです。

ヂジ会 jレ入力

によるコビ

アチログ入力
による

ステレ;;f音のエチナット

自

XM-3MD (J) 

デジタルコピー

を繰り返すこと

はできない。

楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。機り近

所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量量は、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、小さな音でも遜りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、

特に気をお日りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用に

なるのも つの15;去です。お互いに心を配り、快い生活環境そ

守りましょう。



XM-3MD [Jj 

クを抜き、チューナ-.イコライ

、蓄電滋プラグをこ3ンセントLこ援し込みE撃す。

..')_j士、、ノトによリ、各種の記憶内務は消滅し、工場出荷喝の状需主となりま

すご了1事〈くださいハ

震震源がオンのと曹接続コードの主主宰還しゃ、島るいは外務からの繋閣に

よりマイコンが談重刻字 (操作できない、ディスプレイの談後ff;¥など)

することがあります。この場合、次のそFIil震をお談しください。
マイコンが 1)セ yトされ、 i選手舎の状尊民に車寄りま

一癖

スビーカーの片側から音がt誌なし、。

@ヘッドホヒノフラゲが蓬込まれぞいるハ

@システムロコ幾続コ ドがはずれているの

"PR3V4cT"の表示がスクロー)["し音が I '"スピーカーコ ド炉ショートしているつ

出ない。

..均霊童1京スイッチを切リ、三ノョ トを耳ヌ

リ織さ予、得度霊童澱スイッチを入れる f

ヘッドホンから音がでない。 @芸差し込みぴ不完全り @正しく2差し込むり

@ コードがはずれているn ば接続のしかた"をみと正しく滋縦し[産す

@左右のバランスを拘禁告するぐ@バランスoコ設定が片寄コでいる。

突然、霞源が切れた。

オード パワ

..AUTO POWER 

る。

p

"

 
す一イ一一

均
一
状

イ
一
笈

a
 

一…
ア一一一立ぷ…一

E要因

..!見f干潟安そもろーー彦会わせ与も

時刻表示が、ある時織で止まったまま点滅

している。

タイマーが作動しない。
I ，~_付わけでいー震があ
@タイマーの:オン日守幻とオフスタンパイ日

守安iJ会わせれ長みで現在日号刻な合オコ

る

を設定していない J

@タイマ びわ指定をしていなし1

放送局が受信でiきない。 @アンテチを指紋していないハ

e自主送パンドカマ会っていない。 1..放送パンドを会わせる。

@受イ去したい放送局の周波数(こ会っていない 1..号したい数決患の周波数に会オコサるU

雑音が入る。 ..動車oコイゲニッションノイスハ

@電気器具の統警警によるものハ

@テ レ ビ く に あ る

@外君Dノンテナを道路ら離して設霞する〆

@電気縫製0)努[51震をt刀…〉でみる

@テレピカ¥ら総す 3

ブリセットしたあと、

も受信できない。

して I..フリセットした放送局が、受後できない周波数 1..受信できる泊波数の放送局寺フリ

であるつ | セットするり

@長い閥、電漁コンセントを扱いずいたためメ 1..もう 度フリセットする〉

モソ が消えてしまコた。

解除してください

突然、デモンストレーションが始まった。 I..篭源、オン時に!奪潟ブラゲを抜いた、あるいは

停電力てあ Jtこり

エラー表示が出る(“主汽ROR*(数 I..何らかのトラブルを示しますトラブJレの内容 i引九号くのケンウソドサ どスステ

字)つ こよJて、数写の部分が奨はりますο i ションまでご粉淡くだ会いu



XM-3MD (J) 

MDレコーダー郡 (MD親告書ょの症'~)
症状 康問

まだ録音可能待織があるのに“DISCFULL"と表示される。 ..256殴j以上 Lトラ、ソク番号256t人とf は録者できませんl

トラック務号256未満でも録音でさ?ないことがありますハ j

このとき ディスプレイの，)メインタイム表ては ， 0:00'になります〆

短い強を消しでも、記録可能時間が増えない。 @ミニディスウ全体(J)銭lJE湾が12秒未満の場合は デJ スブしノイのリ

メインタイム表示は、口 0:00"(こなります 消去された訟の合計防総が12
紗毛えると録音司脅寺燃の表示が変化し去す

@編集を繰り返したミニディスクの場合 短いlliJIを消しても、幾重量B寺燃が

i替えないことがあり:す。

砲をつなくことができない。 ⑨市議室主処理の終認として主主示中しt二泊は っそよげない場合がありさす J

録音ずみの時間と、録音苦可能時間の合計がれ11ひざを体の記録時間 ..2砂慨を豪雪立としノて緑告がおわれるため また示日守男努力て一致しない」

(60分、 74分)と一致しない。 とこわてあリますぐ

編集でできた織で学送り、 E手漠しをすると、澄が途切れる。 @ざまぎまな条件び緩み合わせによ 者切れを殺生する場合があり売す

tJ¥i¥)tp章て1まありせ九

トラック(滋)番号が正しくfすかない。 同忍苦したソ ス Cむほか じ「肉f't(.-よ Jではい闘ができることがあ

ります、

れる時憶が異常に長い。 益事再点込f了主挙手写l 宇人才場合、通常よりそノ

モノラル録音されたミニディスクのとき、時間表示が不正確に @モノラ)i;録音とステレオ主義積jJ¥ モれぞれ奨0cよるフォ マ、ソ?ピマラわ才1

なる。 るためで放憾ではあり禾せんr

タイトルが17923'1:字入らない。 @タイト)1ノの記録エソアは 文宇必杭?使用されているため1'792文字

入りきじうはし廿競合がありずっ

耕一症…の一

j

勉

一

い

の
一
山
凶

ゅ
は
一
状
一
軒

郡
五
一
一
同

ダ

一

柑

コ
…
ト

レ
一
生

。
…
一
持

制
削
一

奇襲 人一三;ニデ/

処鐙

⑮ ?妥千前〉しがた (こい正しく猿続すあ

@ミニディスクを入れるι

@主義務;斎ミニう子、イスクまたは再生用

スクを入れるぐ

録音ができない

E軍隊

Jている

スク戸惑ぎ込み禁止(ごな Jでいる ⑩護者~Âみ禁 U つFをみキE光実寸か 録

スク:こ取りぬえる〆

翁SCM只仁よりデジタノコヒ 禁lトクコソ スや I..録きできせん

デシツ)!;銭苔(ノょっとし寸いる

州警lノベ):カ'AUX. ド引もF制 I "インムノトしノベ)1崎調節する

。手写生専向ミニディスクが入コ Cいる

判票督可能以工!jアJうてない

人万七111ゑえが必ノ寸いて三、

⑮殺事寺lノぺんの殺す、J与しい N.!X

イ努事待

てLお

雑音が大きい e外部の長官三去をZ主主等している〆

録音号された務重量が途中で変わっている e ノフナしつグ録まきめにジョクダイ

つまみそ勤かした

スタンパイ (こしで、すぐにオン(こした I織自覚障でl設ありませんζ言霊源オン後、表示が一瞬潟える



XM-3MO (J) 

コー {〆ツ

うrイスプレイ表示
ノー アイスク

DISC 

議室味 処霊童 繍
一
改
一

1

…

e:之ーアイスク7デ入つでいない J 場二 アイスクを入れるつ

001 SCMS ..SCfv1Sによりデジタ)1;コヒー祭止めソ

デジタル録蓄しよしている

eアナログ録務{こ切りi換える、

m ・SCFULI 。録音奇可能なエリア力、ζよい。

を意義務じようとしている v

@銭湯舟ミニディスウを入れ換える。

@媛大文字数の制限を越えで タイトJレを入力し

ょうとしている。

.."人力でもぎる文宇数(ごコいでを争委員罰

してください 1-岨
フラ/ク ティスク

BLANK DISC @何世持されていないミニディスクです。 I..湾生すると別立、録音j斉みのミニディ

スクに鮫り換えるつ

NO TRACKS @翻は録音cれでいfcよいが、ミニディスクタイト I..ぞのまま銭苔しで被害裏あリませんc

jレが警かれているυ

デ J えク リーク

DISC READING ..TOC同情報を5売んでいますυ I ..故隠ではあリません。

WRITING -編集、録t昔日守の各援の情報を喜喜き込んてらいる。 I..故織ではありません。

DISC εRROR .. "ALL ERASE"を行う。ぞれができな

いときは ミニテ'ィスクを取り換えて

くださ川 ーギ主主
・長さが均すぎる砲など、相IJfjJJiをおえて編集しょ 1・制限華dli週内で編集する〉

うとしているの

.UTOC'2の内窓が察手訟である。

CAN NOT EDIT 

? の点滅 i編集を実行しでもよろしいですか吐いつ5容認 ieENfERキーを押すと、編集が実行さ

のためのメ、ソセ ジ。 I れます。

@ スウカマ"録音苦禁止"さオ1でいる J
⑨“録音可能"1こするr

コダフル

υNRECORDABLE @手写生専問0)ミニディスクである。 @録音苦鰐ミニディスクを入れる。

¥
l
l吋
¥

一

、

l
i対

r
k
u
二
戸
O
F

〈
日
一
ロ
(

MDレコーダーOfJの〆ぞリーパ.ックアップについで

判 すべてのミニディスクには音戸信号以外にTOC(τable of Contents)と

いう情報カ浅滋量されてし、ます。

TOCとは本の良次に絹当し、組数や演欝領笥、文字情報などのうち、審者

直すことのできないものが入っています。

湾海オフ(スヲンパイ)あるいは、篭官官コンセントからプラグを扮乱、た状態で

のメモリーの記慨欄は、約18椅です。長時間の停電や蔵原プラグ抜けな

とによって、録音や編集lこ関する情報(ミニディスク取り出し時に言滋華され

る)がミニティスクlこ喜滋華される官官lこj臨調Lまたは彼壊されることがあります。

また、消えてしまった十祭器主回復できませんO

録音、緩議後には、録音、編集の!禁日を喜滋量するために、必ずミニディスクを

取り出してくださしL
松 TOC以外に録音周ミニディスクに特有な情報をUTOCと呼びます。

このUTOC(こは、幽数や演湊時間、文字情報のうち、望書き直し可能な情報

が入っています。



CDフレーヤ-Cs
疲状

ディスクを入れても再生できなし、。

音声がt:l:lない。

奮とびがする。

オ /〆 ク工

療 関

@ディスクが裏返しに入っている0

・ディスクがずれている。

・ディスクがひどく汚れている。

.テ‘ィスクlこ僚がついている。

@光学レンズに認がついているつ

-テ省イスクが入つでいなし'"

@湾生状態になっていなし"

@ディスクがひどく汚れている。

@ディスク{こ哲警がついているυ

@ディスクが汚れている~

@ディスクに{努力てついている。

@本機(こ繁華hが怒ゎ-~ているつ

処霞

・ラベjレ琶をよにして、廷しく入れる。

@ディスクを正しく入れ直す。

ι!ディスク取扱よのご注意"を参ß，~lノ、

XM-3MO [J] 

参照

ディスクを糊する。 I-cぶ
@ディスクを取り後える。

..霊童付さにご注意"を参照し、宮署を蒸

発させる。

@ディスクを入れる。

..1'専生(砂/11)キーを千平てす。

..ディスク取扱よーのご注意"を参照し、

テ令イスクを清掃する。

@デJスクを取り換える。

.."ディスク取扱よこのご澄議"を参照し、

ディスクを清掃する。

@ディスクを取り換える。

@議室霊力のない場所に設趨するの

時逼j

OPEN/CLOSEキーを押しでも、またトレ I ..8cmディスク(CDシングルJをトレイの潟から I ..ディ
イが開いてしまう。 I ずれたままトレイを長男めようとしている。 I <還さ"

リぞコンCs
症状

リモコンで操作できない。

てからディスクインジケ ターの点
ティスク

灯を官室認し DISC1 ~DISC6(ディ
スウセレクタ…〆キーな押すと手寄生

しますの

原因 | 処鐙

@電治切れ。 1..新しい電池lこ入れ換える。

@操作する{立替が還すぎる、角度がずれている。 1..操作総自主内で操作する。

または線審物がある。

@再生しようとする機器に、CD、MDが入ってい 1..手写生しようとする機器~IこCD 、 MDを入
ない。 Iれる。



ライ

{ア

3震湾最大出力……h ・a・...・M ・…暢… u …….‘ゃ際協J6 ) 

金高鶴波3主主事………………・ 6・ ……...州z、30W、60)

s災上七(EIAJ)

AUX、TAPE..恥日…・日…届 E 富山可 H ・H ・H ……………剛院.......…一日 90dB

入力感度/イ/ピーダンス

AυX、TAPE‘ …...・H ・H ・H ・-・剛H ・H ・H ・a・-…………...・H ・.200mV/47ki.l 

MIC1，2....・M ・...町・……・・……….....・H ・...…...・H ・1βmV/600n

出カレベル/インピーダンス

TAPE……………...・H ・H ・H ・..….........……...・M ・-・…… 200mV/2.2kfl

オムニブリアウト日‘……………宥・H ・H ・H ・H ・s・.......….......2V12.2kQ

スーJ¥ーウーファープリアウト….....ー……………...・H ・..… 2V/2.2kn

(SO品CEpj良品Tオン時)

[FMチューナ一部}

受信潤波数範関…‘・H ・H ・....……....・H ・-闘H ・H ・.......76MHz~90MHz 

[AMチューナ…奮E

受信長寄波数緩堅苦…………・

{そ

XM-3MO [JJ 

領

認され9mm

奥行 330mm

質愛(雪量蚤)剛院…...……・…“睡 a 祖画面 E “…祖・‘……・ 2.1kg OE味)

{電源部・その他(ん 1

霊童正最重量j土・蓄電線j封波数……布陣…・剛剛剛剛剛 AC1 00 V， 50 Hz/60 Hz 
:iE:格消費電力(電気用品取締法にままっく表示)...川口剛......掴 120W

最大外形寸法....・.......・H ・-育普...・...・H ・...・M ・.................幅 270mm 

さ 99mm

奥行 343mm

笈重量(重盤)幽睡H ・M ・.....…………即日開聞・…・・・・・・…・ 4.6kg(正味)

品 これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更'9ることがあります。

@滋械に繁いフドが凍るような場所ではー一分73件後凶悪「ぎないごとがあ!jます



CDプレーヤーCs(DP剛MH5)

。/AコンJ¥ージョン.…・…...“・……...・M ・-桐明日明H ・H ・....・H ・-…・ 1ビット

オーバーサンプリング....・H ・…...・H ・.............“H ・M ・....8fs 002.81似z)

周波数持性 (EIAJ) .・ N ・.....…日圃..........….....明日8Hzへ-20kHz、土1dB

SN上七(EIぬJ) .….....・H ・......…・・曙咽・・・…・・………....・H ・..96d臼以よ

ダイナミックレンジ(E以J) 岨・・・・・・……H ・H ・-…................90d日以上

総合歪率......“温・・………明朝H ・H ・....・H ・-……舗........…..0.008%以下

チャンネJレセバレーション (1kHz) …..............明曙・…・・“90dB以上

ワウ・フラッタ-(E仇J) ……….......…・・・・・…-…測定限界以下

デジタル出力

OPTICAL ...“・・…… -21dBm~-15dBm (発光臨60nm)

章受大外形寸法.…...・ R・H ・...・H ・-………・・....明朝・…・網隠 270mm 

高さ 99mm

袋行 326mm

資霊童儀費 ……H ・H ・-………調・・・……舗…・....・-・ 3.4kg(iE蹴

XM.3MO IJ) 

MDレコーダー郡白M鮒H5)

読み取り方式ー...・H ・-…..非接触光学式読み取り(半導体レーザー)

記録方式....・H ・....…………・.........磁界変調オーバーライト方式

音声圧縮方式

-…. A.T.R.A.C. (AdaptiveTRansform Acoustic Coding) 

D/AコンJ¥ージョン.…・.....・H ・.....・H ・H ・H ・..…………...・H ・..…..1 ビ:~y ト

オーハーサンプリング… 128fs ~144kHz、 5以4.8kHz、 4096kHz)

NDコンバータ…闘闘H ・H ・....…....・H ・....・H ・-…-…....・M ・....・M ・A工方式

サンプリング題i，皮激.....・M ・-…………… 48kHz、44.1kHz、32kHz

周波掛融 (EIAJ) ..・・・・ z ・・…・ 20Hzサ OkHz、土ldB符蝉寺)

SN比忽IAJ) .....…...........・M ・..………H ・M ・-…・ 92対日以上符郵寺)

夕、イナミックレンジ(EIAJ) …H ・M ・-…M ・M ・-一・…-・ 90d臼以上符匁転手)

乱恰遂浮(夜i胤J) …..........…M ・M ・...…-…… 0.01%以下帯生時)

チャンネルセバレーション付制z) ..・………鉛d臼以上符信起き)

ワウ，フラッタ-(EぬJ) ....・H ・・...・...・H ・....……………測定限界以下

デジタル入力

OPTICAL1、2………… -21dBm~-15dBm (手あ怯鮎60nm)

最大外形寸法…明・H ・H ・……・嗣............・H ・........・H ・ 隠 270mm 

高さ 119mm

奥行 327mm

資重量筆勢 …・・・刷網……-………… P・M ・網・ H ・H ・……… 2.5kg但鴻

ス

エンク口一ジャー………・・・ a 圃a・H ・H ・-…....・H ・..バスレフ防滋型
スピーカー構成

メインスピーカー

ウーファー....・M ・....・H ・..….....…....・M ・-….160mmコーン裂
ツイータ…....・H ・...・H ・.............司喝日司日割…・ 65mmコーン型

スーパーツイーター銅剣M ・M ・...・M ・....…眉・H ・H ・-… 25mmドーム裂

インピータンス.・・・幽・・・・M ・M ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・...・H ・.....・M ・...6n
j努波数手帯域…….....・H ・-…-・・・・・・・・・H ・H ・輪銅M ・M ・.45Hz~20，000Hz 
最大入力…“…....・H ・-・・・H ・H ・............・H ・................……H ・H ・欄 80W

最大外形寸法……………・・…幽…....・M ・-…....・H ・騒 200mm 
認さ 400mm

奥行 293mm

質量量援護寄 .…H …………………掴明H ・H ・-回……… 5.7kg偲場

」れらの定格およびデザインは、技術開発lこ伴い予念なく変更することがあります。

密機摘に寒い〈水が東与もような、場所では十分なせ絞が発揮でかきないことがあ()



鐸2置につい
鐸証書
製品訂正保読書撃が貫徹添付されてし、ます。所定駅健治資いよげ筒、

務涜務会など)が言己襲まされていること、ならびに言滋誌の内容を必ずご滋護軍の

うえ、大切に傍絡してください。

語家患をご依鱒iニ Jj...~ とき t:t
「故障と思われる癒状ですが…Jを参照してお調べいただき、なお

異常があるときは、製&の電源をオフlこし、必ず電源プラグを主主

いてから、お震いよげの販売j友;j::たはケンウ yドのサービスス

テーション、営業所にζ逮絡ください。

(君I蹴“金額サービス講習'をご;参照ください。)

保証期閣内の場合此.. 

保証撃の吉出畿内容に従い、お震いよげの販売j定、またはケンウッドのサ…

ビスステーション、営業所が無草剤多型車いたします。 修E盟の際1;1:傑殺害撃をご
媛赤ください。

.譲治や、 一昔日の:鱗毛若鴎0))1:1題、なら聞こ7事下、 71<役3ど、
不適切なご使用による絞障の場合は、 1来託期間内でも有

料となしJiますに 詳しくはi符正蓄をご覧くださいの

{勝里料金のしくみ(有刺鯉の場合、これらの竣F脅が必擦です。)

@協桜斗 放婚した製品を正常に修復するための料金ですヲ

後j持者の人件費、技術教湾餐、測定機苦言毒事量イ需要警や、

般号苦耳主蓑毛よどがtさまれでいますの

@青信Mt 修理に{受精した音sIi己の代金γιすη 子のイ也、修理lこ付r講す

る宮R材等を含む場合もありまtずい

-制緩斗 製品のある場所ヘ技術者を派還する場合の費問て鳴すコ

ilU述、駐車料金をいただく場合があリますο

|くENWOOD
株式会社ケンウッド
千 150 企;者'i.1ぺ4-6

リアJt-番考がつけられておりますが、{呆霊ま

して、書IJO)シリアル告番号が王者賭IIjされてしもます。

お震いよげのシステム機費量(喜基本システム)すべての傑

絞修潔が受けられます。

探証期閣が溜ぎで~I~場合此. . 
お質いよげの販売扇、またはケンウ yドのサービスステーション、営業所

にこ綴談ください。修濯すれば使用できる場合には、お客様のご喜要望によ

り有草'fにてf級王Eします。

1.被{妻問性能部品の宣言低保有馬丹閣は 製造打ち坊l)後、 8年

簡です0

.この期間は、通産省の指導によるものですの

@補修F特性鋭部品とほ、その製品の機能を幾持するために

必聖書な部品ウす

出張修理を依綴されるときは、次のことをお宮古らせください。

@事4&苦う

@製造議主5':sξ只IAしNo;

@お要望いとけ恥年月a

@オラ重要いよ lずの販売法名

@放憾の症状(できるだけ具体的し

・お客様のi車絡先(在名高1イ設庁、震滋き番号)

-商品および、務品の取り扱いに関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用くださし、。

お客様相 談室 僚弱 電話。3)3477-5335苧153東京都目黒度青葉台 3-17-9(ケンウッド青葉台ピル)

内!盟主言語(6) 357司5335〒534大阪市都島区東野田町小20叩5(大阪京橋第一生命ビjレ)

・アフターサービスについては、お翼いよげの販売底力、、または、別紙 fケンウッド全国サービス網jをご参照のうえ、

最寄りのサービスステーション、各営業所にご椴談くださし、。
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