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本機は、ミニディスクフォーマットを採用したオーディオ機器です。ミニディスク (MD)とは、光およひe光綴気の技術を応用して、テ‘ィスクに録音でき

る機能を持っています。操作性についてはコンパケトディスク(CD)と同等になっています。また、光学式非接触方式なので、外務要因で録音記録が

劣化することがなく、再生のときもミニテ、ィスクに傷がつくこともありません。
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DIGITAL . RECiJ{リュ叩ム

タイトル・インフ。ット

タイトル・ザ四チ援護t

ザイ/¥山富タイトラ-J:fJt

¥， 

2転機にはさ華社独自関発の"20bit料ECD.R.I.V.E."を搭載しており、CDは勿意識のことチューナーやアナ

ロクプレーヤーからのアナ口ク録音も20bit高2善策録音ができますO

また、手写生鋼IJにもさ当社独鼠鵬の"24bit D/A corÍ~erter"を搭載し、輔醐生を実現しています。
~DRIV 巳:DynamicResolution Intensiv日¥/思ctorEnhancement) 

本機にはあらゆるデジタルソース(32kHz，44.1kHz， 48kHz)に対応したサンプリング・レートコンバー

ターを搭載してし、ます。

・48kHz :DATの標準モード BSチューナ の日モード放送等0・44.1k汁z :DATの標準モード。 CD，MD等。

・32klオ :DAγの襟準モードおよび長崎間モード、 BSチューナ のAモ ド放送等。

ムブ ディバイド コノバイノ イレース

通常の編集 (MOV豆、 DIVIDE、COMBIN己主RASE)に加え、一度に倒頗をまとめて移動できるQUICK
ムーーブ クイノクイレース

MOVE機能や、任意の歯を鱒単lこERASEすることができるQUICKERASE機能など、多彩な編集機能を

搭載しています。

従来、アナログ録音のときしかできなかった録音レヘ1レ潟整をデジタル録音苦のときにも可能としました。さ

らに、フ工ード・イン/アウト機能も官I援です。

マルチジョクタイアルを使って簡単にタイトルが入れられる"タイトルインプット"と、聴きたい歯のタイトル

を確認しながら探せる"タイトルサーチ"に加え、良く{使うタイトJレをフ。リセットできる"ブリセット51イトル"機
能を嬉載しています。

自IJ'J'Cのサイバー・タイトラー (CT‘G90またはCT-H90) を利用することにより、タイトル入力や

タイトJレ印路地およびタイトル編集などができ、データーを双方向通信でやり取りすることができま

す。

オーディオコード (2本)

次の付属品がそろっていることを確認してください。

光ファイパーケーブル(1本)

リモートコントロールユニット(1俗)

システムコントロールコード(1本)

リモコン舟議3乾電池(2本) ピンスパイク(4億) 滑り止めシート(4億)
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血のついた項目は安全縫保のために必ずお読みください。
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腰鰻止の」

ミニディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指車立を気にしないで令、手軽lこ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E震になりますU

いつまでも美しい昔話を楽しむため、次のζとにこ注意ください。

ミニテ'{Ã ク t::直接産量点 ~p

シャツタ Jを手で開けて、ミニディスクに[薮援絞れないでくださヲいc

無穏に界再iするとこわれます。

震ま壕PRについτ
綴端lこ湿度の惑いところ(主主射日光の主当たるようなところ)や、;塁の

高いところには透かないでくださいっ

し、。
パワ

1.ミニディスクを入れないで POWεRキーをオンにします。

-ミニディスクがないことを確かめます。

2.数秒鶴待って、ディスフ。レイ部が留の表示になったことを確かめ

てください。
パワー

3. POW夜円キーをオフにします。

設置場所について

MDレコーダーは、震動に対して敏感な機器です。できるだけ震動のな

い場所に殺穫してください。

主手λれのL，fJlた
定期的に、ゴJートツツジについたホコソやゴミ主主Zいたてもふて

くださfいり

諜;背:ifJh.止つまみ
ミニテ地イスクの誤消去紡立つ

〉を障害いた状態lこしておきますの再び録音

する場合は、つまみを元の状態に撲します。

ミニディスク
饗罰

fしを瀦く

:録音禁止)

ほこり対策についで

‘時静
子しをJS¥さぐ

l録音可持

セットの中では、ミニディスクのシャッターは常に開いています。

従ってミニディスクにほこりが入るのを紡くため、録音、再生が終わり

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。



〆ンテナンス

セットのお手λれ
官官箇パネル、ケースなどが汚れたときは、やわらかい布でからぶきし

ます。シンナ一、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、こ使用にならないで、ください。

参考

護対ぎによ注意

水蒸気が、冷たいそノのの表EBJiこノ弘れど水鴻j子付くことも寄付き川とこいい立すりこ

の悲表がおきますと、正常に季刊礼はいか、またはま ~tこく動恨ノないことがあ

り去寸

これはら女際てすまあl)にと位んが、宣言がとれるまで七/ば乾燥注ぢる必要がよす、

;本機a)~51京を入れた状理主で、ぞのまと上放遺言レてく7ござい。長くても数時陸自で銭が乾

いてきます仁l

〆ぞリ四パックアップ

霊童滋コンセントからフ。ラクを抜いた状態、またはPOWERキーが出Fの

状態でのメモリーの記憶時間は腐翻の環境によって変化することがあり

ますが、約3遡締です。

長期間の停電や霞滋プラグ抜けなどによって、録音や編集に関する情報

(ミニディスク取り出し時に記録される)がミニディスクlこ記録される

前に消滅、または破壊されることがあります。また、消えてしまった情

報は問後できません。

録音、編集後には、録斎、編集の情報をミニディスクに記録するため

lこ、必ずミニディスクを取り出してください。

あなたが録音、録濁したものは、 f閑人として楽しむほかは、

機約者に無量告で使用できません。なお、テジタ)1.-録管機器

の繍絡には、新イド縫7去のまをめにより、寺ム釣縁者機徴金が含まれておりま

す。

なお、私的豪華資争議後金iこ翻するお鱒い合わせば、町内etこお緩いいたし

ますf

数回法人

私約録音号機{賞金受漣協会

予震主主番号案奇翁l2i霊童新号器3了S20悉2符

東京オペラシティータワ 1F

電話 (03) 5353-0336 (代)

FAX. (窃3)5353-0337 
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接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原図となることがありますので、 ζ使用lこなら

ないて、くださL、。特にオイルを含んだ接点復活溺は、プラスチック部

品を変形させることがありますο

次のような状慾のときは、特iこ議{すきにζ注意ください

@寒いところか¥己採力¥いき5産主なと"気溺主去の大き一いところへ持ち込んだとさし

@司選月号寺脅か村はじめ大とき

@冷房のょくさいた8s径がら、監/っておぐ:気滋心会際/¥持ちん7ごときそ、1

@その的本機の温度とさ守気混度との完全が大きく、宮寄付きの状態になりやすい

条件のとき。

ステレオ音の工チナット

… -.，量σ1チ外 ト1

楽しい官苦楽も、書寺と場所によってl正気になるものです。隣り近所への配

反撃を十分いたしましょう。ステレオの者援は、あなたの心がけ次第で大

きくも小さくもなります。終に静かな夜関;こは、小さな替でも遜りやす

tt 

CDのやに級事官された苦苦楽以外の文字情報(ディスク名や重量のタイ

ル、アーテイスト名など)がき提示て~きるように綴絡されたものを

す在Xすといいます。

本害警とCDプレーヤー (CDTEXす対応)をデジタル媛絞することに

り、 CDの文字f警報をMDIニコピ…することができます。

俊し、 97年1見設はMDIこ文字情報をコピーできないように、 CDIこコ
ものもあります。この場合、文学f毒殺をコ

ドが入っていないCDI立、 "CDテキス
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ミニディスクシステムの特徴をまとめると、次のようになりますの

~1;CO(コンパクトディスク)と何様に、 g由なところから再生できるの(ランダムアクセスが可能}

?カ…トリッジに入った穫後64mmのミニディスクを使用するc

ぎ2滋殺のミニディスクに対応する，(誇主主導潟、録音→蒋主主)

，4ノ軍事後率符号化技術を後って緩大74分の録音、手写生ができる0

半導体メモリーを使った耐震技術。

佐野ミニディスク } 

再生のみが可能なミニディスクてヘ市販のミュージックMOソフトはこド

のタイプを使用しています。蒋生専用ミニディスクはコンパクトディスド

ク(CO)とj湾じ光ディスクです。ビット{小さなくぼみ)の有り無しで記録 f
されています。光学非接触ピックアップで信号を読み取ります。

ミニディスクで、光磁気ミニディスクを使用、磁界変親方

りましたc 光磁気ミニディスクの?と頭からレーザ…

ミニディスクの上面から磁界を印加して記録しています。

令〔

J

く).~鮮へ

画

には数秒織のデータがあるので主主楽が途切れたりすることはありません。

草壁動があったとき
i盈?若手写生持

数!
秒 j

ん 1

~i:主中、音は数秒:7tのぶんまで

メモリーに喜蓄え'3nています。

号室勤や衝撃を受けてミニディスクから

の読みたしが途切れても、メモリーから

の再生音は途切れません。

ミニディスク

ヂジタjレメモリー
， ， 

)>.)>. .' 

再生音 再生育
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アダブテヂプトランスフォーム アコー1ティッヲ コーデインク

高能率停号ftl1術"ATRAC"( Adaptive TRansform Acoustic Coding) 

ミニディスクは、従来のコンパクトディスクの約半分のサイズですが、向じ待問記録することができますのそれは新しく隠発された言芸能率符号化技術に

よって可能となりました。

ATRACとは、耳悪感上問題のない音の成分をカ yトして、音楽テー告を従来の約1/5にしています。このことにより、最大74分の録音、再生が可能にな

りました

王専の感度に遼しない管
大きな苦言の近くの小さな苦言

汀
ベ
の
ペ
ザ
沖
地

低い王きや高い琶Ict、あら程度の予署警警がない

と起訴浅草立れないれ

大きな者と問時lこjふさな王者があっても、人閣の頁には関ごえない~マス

キング効

い育 rhJい巷

ぞノラル鍔蒼
本機は、モノラルで長時間の録音(モノラル長時間モード)ができます。録音時総はステレオモード待の約2倍になります。

モノラルで録音したミニディスクは、モノラル再生対応をしていない機擦では、正常lこ蒋生ができません。

リソリューンョン

舟esorution
本機lこl正当社独自開発の"20bit REC D.R.I.V.E."を搭載しており、CDは勿論のことチューナーやアナ口グフ。レーヤーからのアナログ録音も20bit高音質録音が

できます。

また、デジタJt.-入力端子はオブチカル(光)持者予とコアキシャル端子を装備しており、どの機類からも高音質録音が可能です。

1 微小信号の幣2見性が圧倒的に向上したことで、音楽の余績の誇務が際立ちます。しかも、安定員謀、磁場主義、アタッケ替や低替の手専務まで格段の縫いを総かせて

くれます J

2 D.R.I.V.E.システムは、入ブ3信号と出力箔号の資楽足立分の総務性が完全{こ僚たれ、潔理的Lこ資質の劣化は生じません

を後ってコンパ タ として後F習できますいねITのRキーについて"参空襲~



d事

ファイパイフ ブJノ
:)I~ 9090イ、露 l

オプチ方J，
OPTlCAL) 

日夕ル入出力端子をf室 I 河 川バ
;;;lfJTU;ノプ ⑬悶(@I~見i

ザ 嘉子ぺ
キャッフをはずします

UM-QO目。(，JJ

tτ 
しく接続したのに操作ができなかったり、ディスプレイが誤った表

専問i遺伝ケブjレ
CT G90 C 1 1'90イ、H議

7]IJ突のサイバータイトラー

(CT-G90またはCT-H90)

。主/ト9090

50/60Hz 

袋路の

ン+ンkへ

@オーディオコ トビンゴ ド詩、白口Jブラゲ'ð'左~L)綾子に、赤のブ

ラク"を tsR;慌てヂに後続してください。

・サイパ タイトう を援続される場合(立、"サイパ タイトうを使う

とこぎをこら議くだ台い、

1 すベどのj引先コード(，J:!f震~(こ主主し込 !uT<士会い斧しょ人みが不完全ですと、 tきがLiうなくなったり、雑音が発生することがあリます。
2. !歪続コ ドをj};iさ差しする場合は t必ず電源コ ドのブラゲを怒液コンセントから抜いてください。寝室源コ ドのプラグを抜かす‘に持続コー

ドの絞きさEしを行うと、誤動作または破績のl京ESJとなりますο
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システムコント口四Jt.-コードの接続について

テムコント訂山ル護請についτ
ツドのオーデイオコンポーネントシステムを接続したとき、システムコントロールコ…ドを接続することで、便利な機器穏友部のシステムコン

ります。

yドのシステムコントロールは、 2種類のそート、がありますc 下記の端子記号の組み合わせ伊lに従って接続してくださいくl

[SL16]に対応しています。

ントロール接続する機稜が会て [SL16]のそードに設定されている場合、本機とシステムコントロール嫁統することができます。

1. I SI~ 161とIXR!、IXSI、IXS81等とのシステム動作の絡み合わせはできませんv

もし、このような絡み合わtiであコた場合は、システムコントロー jレコードは接続

し討い Pください。システムコントロ ルコ ドモ接続しなくても、途常の性絵、

燥作性が}騒なわれることはありません

ついで

リモートコントロール

アンプまたはレシーパーに{寸，筏するシステムリモコンで、ヨド機を;呆f乍することができます〆

イージーオペレ…ション

本機の手写生を始めると、アンプまたはレシ バーの入力切換が自動約に切換わります。

シンクロ録音

アンプの入力切り換えをCDtこして、 CDを録音するとき、プレーヤ…の再生を始めると、連動して録音を隠始することができますυ

..CD以外のデジタルを録湾「わに、 Cりを操作しないでくだ宗い具動作ザるよ薪?さがありますr - 28 

jfアァイバーナープルの接締についτ

CDプレーヤー(別売)との接続に使用します。デジタ)1"伝送により、

CDの語若者質を損なうことなく録音できます。

lノノ~νf  

@子五ブァイパ は アこ:ソと寸るえ三空l./Jc入んでくだ竺い

@靖子を{金わノ:ょいとぎは、必ず保護キャッフをけぐれい寸〈大にちいι

倉光ファイパ ケ ブんは、絶対にリ自げたソ

十ノd、lJ(乃号、楽f内二ごぷ<1に

どンのま尖っていますので、イ患のものを傷つける場合があり

{受F号待ピンがさきたる務分iこ必す付緩め?寄り止めシ トを数いてく

ださい。

2.ピンを付けたまま、機苦告を移動しないでください 落とした場合、

危険です。

るときは、，必ずどンを外して

材iこどンがき語たり、ミ立装材を傷つけた

おそ子綴が車交み込絞れがありますので、

厳かないところに保管してください



口M~9Cj巳口 [cl)

ノ¥

インンリプ ザ
ノソ:ノノフ周波数

ハコ

@ も菜子今

11 

砂内生

ヘッドホンを使うには
市員長のステレせっッドぞみ;(機準プラグイ寸)をPHONES昔前子に釜し込
み、総額のPHONESL在VELつまみで、お好みの斎援に関節してお聴

きくださし人

{⑥} 

スタンパイ抹態について
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、微弱な通震を行っています。これをスタンハイ状態といいます。

このとき、リモコンで本機をオンできます。
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本体部のキ叩説明

録音可絞IJディス勺tiて人ノているとさ 織キ を搾すと、主主

3守停止状熊lこなりまず。

(線千三銀三されている意引き「ラックロコ後ろへの銭笥 一時停止状fちに

なります。/

傘 PHONES鏡子 録畜持停止仁科

@キーを押す亡、その議所から豪州ノいトうッウとして、録科去し

ますのこのときトラックが "1"繰りよがります。

パワー一。POWERキ
電源のオン/オフをします。

また、 POWERキ でオンしたときに、スタンパイ状態になること

があります。これは、前ロリモコン操作のスタンパイ状態を覚えて

いるためです。

@リモコン受光部

。
すまノをフォ

ト
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ス
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由良[J

スペース

SPACE: 
々J ト)1;)寸寸mルキ Tヤ9 I~'. h mzcr=lキ怖いノヲセマす

タイトル イノプノト。TITLEINPUTキ一 時民お
タイトル入力モードのオン/オフをします。

タイトル サーヲ
OTITL巳SEARCHキ一 時U~--~匁

タイトjレサーチモ ドのオン/オフ脅します。
タイトjレ編集中、タイト)ua変更入力時の円上巻きこをード、 μ婦人

モ ド"の切り換えをしますυ

。JOGDIAL (ジョクダイアJI，，)むゅはよぺゑ
スキップダウン(1......)/スキップアップ(静静1)つまみ:

再生のとき、スキップ(闘の飛び越し)として使います。
録音のとき、録活設定信童話調節モ ドを行います。

タイトjレサーチのとき、 トラック番号の王室択に使います。

タイトjレ入力モ ドのとき、トラック主番号、文学の選択去しさ上

す。
編集モ ドのとき、編集モ…ドやトラック番号の選択をします。

プノシ t セノ十
PUSH SETつまみ: 咋己主主

編集処壌のを産定や、タイトル入力の確定に使います。

レyク モト キVラクター
fi REC MODE/CHARA.キ ゆえも

レック そート
REC MODE: 

各種録音設定鐙調整モード(録音モ トワのオン/オフをし

す。
キャラクター
CHARA. : 

タイトル入力のとき、文学グjレ ブの選択せたします。

。ξNτεRキ
編集処理の災行一ち、タイトjレ入力の行に使いますく

υ
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町
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nn

。
時三日」

電話 司{号?

C}) PHONES LEV寂しつまみ

ヘッドホン口〉務室を災関します、

@)TIMERスイッチ

タイマ 手写生、タイマー録斎のときに使います。 通常は、タイ

マーオフにしておきます。

レソク イノプット

@悶CINPUTキ -(;主主
録音入力のデジタjレ(オブチカjレ/コアキシャjレ)，アナログ、モノラ

jレのいずれかに切り換えします、

モニター
⑤ MONITORキ

停止φに、入力されたソ…スを終くときに使います。

時 121、

。FADE/DELETEキー 『必:-l-R
フ，一一ト
子AD!ミ細

工 ドモ ドG)オン/オフをしますo

DELETE: 
タイトjレ編集のとき文の出除や、トラック編集のときトラ、ソク

番号の取リ消しノlこ使います

@ミニディスク挿入口

スタンパイ状線のとき、ミζニディ λクを挿入すると自動的に電源

カマオンします。

@イジェクト{余)キー

ミニディスクを取り出すときに押します。

@マニュアルサーチダウン(......)キ ベj:zよ時良2J
手写生時{立、-Efl-fo売しに151"います。
各編集モードのときは、タイトjレ入力のカ ソjレ移動やトラック

表示内容のiまりをします。

@マニュアルサーチアップ(~~)キ一 時ぺ釦
再生狩l立、 E詳i韮りに使います。
各編集モードのときは、タイトル入力のカーソル移動やトラ、ソク

表示内容の送りをします。

@一時停止(11)キー

再生、録音去の一時停止をします。

@停止(阻)キー

再生や録務事力作を停止さt+ます。

@ 

@ 

と芳lこ使い去す

停止中:
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3本ド1ソjニモモコンlは手、基2本主操{作乍およひびiいろいろな応潟繰作tキそ…カか》

E笈監たiリj二モモごコ3ンを無く2さき器ぬらようiにこ{保梁管して〈ださいO

キー

‘タイトjレサ一一チモードのオンノオフ

戸長寸ぺ

・タイトjレ編集中、タイトjレ澄後入力B寺

の"上議2モード"、 "j軍人モ ド"の切リ

換えをします。
レノク インプ y ト

REC INPUTキー

:銭高入力のデジタJlノ(オブチカj仏ノコアヰニ

シャjレ)?アナログ、モノラJlノのいずれかに

切り換えします。

AU千opduhEキー

:再生時コに、 トラック番号が3まわったとこ

ろで…時停止ができますっ
オ ト マニ lアjl

AUTO/MANUALキー

:録音のとき、トラ、ソク番号をち動でfすける

かを選びます。

各滋録音設立討議議j皇室守二…ド l主義モ

トつのオン/オフをしますけ

:停lfC判こ、入力とずれた¥ノ スを除くとさ号(こ

使いますU

，，¥[字や記号口〉選

( 7 ) 

~CD 

@E) EE) 

…o
出一

一
白
出
一

m
…

一
⑪
品
。
一
町
一

…0
8一

数字キ…/文学者答綴草案三千…

数字キ
。叩9:

;ランウ忍モイ

ときに佼い3、守
+守 0:

10以上のトラッウ議与を入力する

とさ十五います)

十 100: 
4ハハト 1-rT¥ l.二三、ノム、弓符 -k.1 -f--，ウヰトスノルノ、-LVノi ノノノ社づて〉乙ノ¥ノJ プ 0'

ときに使います f

ータイトM編集のとき

択にも使います
キャラクター デリート クリア…

CHARACTER 0巨LETE/CLEARキ-
CHAh:品τ王将

タイトル入力のとき、文字在削隙し

ますの
クリア

CLEAR: 

話言葉の時、入れ換えた曲の取り消し

にj~LìJすに

キ五 ム叩J怒しますLノク
CHARACTER SPAC医/CHECKキー

*ャラクタ λベース

CHARACTER SPAC正:

タイトjレ入力のと台、 1文宇ぶんの

空白を挿入します。
c内'gtk:

フ υクム~J寄託iを官官認し
キャラクタ プレイモート

CHARA./P. MOOEキ

CHARA 
タイトJLJ人力のとき、 y字グjレ ブ

の主義択に使います l

プレイモ…ト

P，MODE: 
フログラム湾するときに使います

/ 
lν 

G.D 

一色

G)  G)  

GD 

ζD 

。編集モ…ドキ-

EOITキー

:編集モ ドのオン/オフなします。
セット

SETキー

:編集処現0)主主主主や、タイトjレ入力の官官JE
に使います。

エンタ~

ENT定問キ

:編集処理の実行や、タイトjレ入力の実行

に使います。

~名:只C匂M0703

赤外線方式

。基本操作キ…

余 :イシ'ェクトキ

.録藷キ

日 :ー鍔停止キー

厩 :停止キー

~手主主主キ
1........ ，酔静飛ひ遣しキー

カーソル

CURSOR /........，静静キー

-，ーー-
F写生のとき、全点i差り、fI2~更しキーとして

使います。
力一ソル

CURSOR: 
タイトjレ入力目寺{立、カ ソjレの移動に

1安います。
キヤフクタ サチ

CHARACTER/S医ARCHキ

CHA凪とすER:
タイトjレ入力のとき、文写グjレ ブ

の選択に使います。
サチ

SEARCH: 

再生のとき、スキップ〈協の飛び越し)と

して使いますの

。表示関i裏/Mb出Tキ…
りピ→ト

R忘P定ATキー

.繰り返し手写さ主のオーjレソヒートモードの切り

換えに使い2去すの
ラノダム

RANDOMキー

:ランダム手写さ主をするときに使います。
タイム ディスプレイ

TIME DISPLAYキー

:時鴎およびタイトル表示のモードを切り換え

ます。
メタ モド

METER MODEキー

:レベjレメーター表示のF均等を切り換えます。



開似抑!及川川山川崎ぷ川シい

回ふたを勝げる 目雷;1JJ~λれ吾

パワ

電源プラグをコンセントに差し込み、本体の POWERキーをオンにして
オ〆 スタノバイ

からリモコンの"ON/STANDBY"キーを搾すと、電源か、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。

-リモコンの各操作キ を押してから次のキーを押すときは、約1秒以上の

濁織をあけて確実iこt申してくだtきいの

リモJン受光部

6m 

操作範豊富のめやす

? 付属の車三霊童3ti1lま動作予 tツク問のため、寿命/ツ均いごとがありま雪、ごごちい

2 操作て帆さる関誌が短くなコたら、引車とも新しい気対Jと交換してくださいl

DM-9D9D (J) 

自カバーを廓める

.~I-ペナ

3 リモコン受光吉3に護身す臼光や言語長電波点灯(インバータ 方式等)の蛍光灯。〉光がおると、乏しく動作しないことがあります。このようなt易合、

5異動作を澄けるため号室塁機烈を安ヌア<t-市ざい



OFF 

国電 波 似れる

POWER 

~ 
，0 N LJ OFF 

固とディスクをλれる

A. n1ち

自再生を始め多

DM-9D9C1 IJ) 

ぞ/ スクについて
本機l手、“モノラJ~長時鶴モード"で録音されたミニディスクも再生で
きます。"モノラル長時罪悪モード"の場合、同じま霊登島幸罪塁内容がステレ

オモード時の半分のデータ援となるため、再生時間(録音待問}はステ

レオモード鴻の2倍(最大148分}になります。

品1モノラル寺務モ トご什で童委三ましたミニうスウ(立、七/コノ再生対応

をしてい宅よい機器3ではi 正常にF寄生がでませんυ

ス;;.;'-I'Iイ オJ スタ :"-1¥イ

."-STANDBY-"と表示したときは、ソモコンのON(I l/STANDBY(の)

キーを押して埋ま液をいれてくださざい。

-ミニディスクを本機の挿入口ヘ、確実に差し込んでください。

." READING"が点滅して、ミニディスクの内容を讃べます。

@ミニディスクiこタイトルが録されているときは、タイトルな表示します

キャうクター プレイモート

."PGM"表示が点灯していると竺(立、リモコンのCHARA./P.MODEキ を

34'lノ〈消i¥Jと立くに¥kヒうい。

-数秒後lこ、 1曲目から再生します。



準備LまLょう
。 MD者H挙止する。

。トラ、ソクモードにする (PGM消灯)

G宍〉

勝窓会 LitI2安打NLC探ずのT~，g，~gflB~ff)
自治ihEA五CHキーを押す

g~仁ご

$ξAf司CHキーを押すと、トラッ

クナンバー選択モードが解除します。

聴きたい湖諸{タイトJv)を選〆5J

ロ{。
タイトル サーチ

もう…llTITLESEARCHキ…を押すと、トラッ

クナンハーが解除します。

盟再生を始め吾

@タイト)[;0)人わさオぞいないil似品、ト
才l未すr

@停止(やでも、手写生中で千ノ6J角で寸、

。妥紗蛍仏、

地1

， =伺羽 n ，色 1~ '1 
開市岡向時間制ー捌ー由『

山崎山崎四聞糊伊四四伊伽叩ー--

m 

制長... . 仰

稲川 崎右 側

!フツ

守〉

。M-9090(J) 

fフ試写号と"・・・・・・・・"が表示さ

文字が在へ流れます



CD G)  G.:) 

ζ出『
コマ PRS 

RANDOM再生す議l;tt
ザ

Gすk
l

山
川

ぞ

附
クツ一ア'

β
.
 

錨
l

時

目RANbbMキーを押す
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DM~8コ 90 (J] 

持すたびに切り換わりE正すい

日蜘 I トラ yケモード .PGMi的7

'---1 プログラムモード

"PGM勺詩灯

キャラク~ プレイモート

ι'PGM“表示が点灯しているとぢはリモコンロコCHARA.lP.MODEキ

押しで消灯させてくfございの

数字キーを押す頗序は.

23鴎民 主週日盟国の瀬に持す

40幽殴 主到@Q]沼Q]@Q]匝のl瞭に押す

212翻:自盟臼盟巴盟国のi膜に押す

的の途中をダイレクトに手写生するには..‘

池田の前半を再生(7.2) 包]固聞の瀬に押す

7鶴田の哀ん中を再生(7.5):凹閏国の傾に押す

7織劉の後半を再生 (7.8) 回 回 函 の 願 に 押 す

再生中の真ん中を再生(.5) 団自 の腕こ押す

-e，MAOi泊G"が点滅中{こミニディスクにない似を選ぶと、ミニディスクの

宣言f去の治を手主しますυ

織す手ーが1三切り守勢わけヂマ?

とI トラyクモード :PGM消灯

Z プログラムモード :PGM点灯

"PGM“消目]

キャラクタ プレイモド

."PGM"表示が点灯しているときは、リモコンのCHARA.!P.MODEキ を

押して消灯させてください。

-プログラムモードでのうンダム再生はできませんり
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Jlbを飛び越すには(スキップ?

-押した方向iこ熊ひ、越して、選んだ鈎の議初から手等生し示す0

・ F写生中にI~"キーを1[ヨ狩すと、その砲の最初(こ戻ります。
@前曲。コ最初に震るとさは、発生中約2秒以内iこ1....キ を操作します。

51 ca 
、.~

リモコン本体

.J@!む

事巡り・事戻LすQIこは(す山チj

@キ からミ予を離したところから、手写生しさEすI 、 時停止中し二サ チした工務

合はサーチ性で 号寺停止になり去す)

。ゅの主再送三人生詳!突しは、合/j、と伝手主守

@狗生 時停止中(J)宗送り、早しは冶とIJ 者が出ません。

@ブ0グラムモード崎、早渓しをして阪のはじめまとえると、その胞を下降生し

すυ 叫 [""2':号、

引法 l)

一一一一 CURSOR-一一一

ンコモ
!ノ

痔生を止まう吾にIt

CE〈〉

一七l
ノ

己呉〉」C民ヘ
¥，..../-

ゾモ二

ι呉〉当

-押すたびに、 時停止と再生が切り換わりますり

回争

イスウ主任づ

¥¥I / / 
¥/  

と
/〆~、
〆、/ / I¥、

ミニディXクを取り出すとき

1.: 

竹なu
 

b
 

山叫ゆy
 

羽

-

匂
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司

γ

ω

叩

m

m

d

H

・

目白
n

l

ヌポ

1 

」のキーを押すと、 1重量蒋生終了ごとに…時停止しますれ

この機能i手、喜善学のレ yスンや差益織の後iこ誇還が欲しいときに後利です"

オート

"A. PAUSE'勺よ

な}ttJlノ γ 句

写生するときは、静ヰニー在押しま

締本機銭安使閉じないときは必ず PAUSεキ

PAUS症"の表示消XJしてくださいし

AUTO 



描臓を静錨'=70

1自グラムす蓄

寵プログラムぞ-r:'{ごす各

G区代¥
¥..r-

閤聴きたい腐ご画番号を選ぶ

。聴きたい酪番号を、l瞭に選ぶ

一∞
タ G何 1 ナ JKl ハ MNO

rマ剛3

t了山ぜてヶ
にムJ

マ P日S

A
G
 

@議定する

包宍〉

手順。と@を繰り返して、希望の樹般に主主べ

ます。

国再生する

DM-9ll円。 (J]

押すたびに切り換わります。

[1 トラ yクモード :PGM消灯

2 プログラムモ…i、:PGM点灯

"PGM"点灯

数字キーを押す鍛序は日ー
キャ ター イ

トラック害事号12を齢、とき:巨盟国、CHARA点 MODEキーのj棋に搾す。

ぞれ以上プログラムを安}

け付けません。
三守 i';>ワター 7 リ…ト ツワア(

@医塁i震えたときはCHARACTERDELETE/CL在ARキ を仰してから t選tf
直してください

。稲川日k_均し '1出品、ノυ三ノフ1-，ょ Lん{

@フ[]グラムH寺滋!の合計が2S6分以上になると、表示が"-**:* *"に
なりますわ

再生中のトラック号番号 総ブログラム訟の残l)時報

e)ぎんだ111震(p番号11慎)に再生します〈

ef寄生中lこ、 1........ または-キーを押すと、t弔した方向ヘ飛び越します。



届を追加す与には
停止中に押す

CD CD CD 

CD CD CD ~ CHARA. ..r-..... 

ヤ川 ラ酬ペ〉圃~ 0MO~芝\
CD CD CD '-'"ー

-追加したい樹警湾主選手i弘之中グラムの最後に追加されます。

・表示点滅中lこCHARA.!P.MOD正キーを押さないと入力が中止されます。

ブログラム順位"PGM"点、滅

助腐を確かめ与には

⑪包阿〉
@押すたびに、ブ0グラムtぞれた自を)1般に表示していきますの

プログラム~I.:屈を取り消すには

取りi持された後の、議後のブユグラムを表示
後ろから頗に消す

停止中lこ押す

G問士3 CP-14が!ffiリ消されたとき)

全部j隠す

時ょとしt(こ符す

G宍〉陀 または

務ブロウゅうムu)内雰tF合きIj;持久三七寸リモコン



臼M←80以コ IJ)

プログラムした践を繰り返し聴くことができます。

LまLょう
MI)や停訂する

繰QiEL勝(伺即時打
選んだ嘩だtt差繰ザ避すにIt

押すたびに切り換わります。

と〆1 トラ yクモード :PGM消灯

プログラムモード :PGM点灯

中 GM"点灯

。繰り返す幽を選ぶ

1、プロクラムモードにする

G問〉

CコCDCD 

CD GコCD -" 虫出土〈
、ご也 、 調岡田砂 IP，MO(¥とC 、、、.

CDCDCD ~ 

順に幽を選ぶ

@i32んだ強全部を繰り返します。

・1酪だけ選んだ場合l立、その訟だけを繰り返します。

一∞也
"f司EPEAT¥ぐ

， -づ-¥c --1 言寸ノヰL前..ちf司、れハ~ JlIil (--1 

繰りiN~再生をやめ6 には
もう…度、REPEATキーを押します

G1D 

喜善寺三i際2を繰り返す

@リピートモードにする

C宍〉
。湾生する

に戻りますの

押すたびに切り換わります。

と:1ノトラ yクモート、 :PGM消灯

'，2 プログラムモード :PGM点灯

ディスク全体を繰り涯すには

@トラックモードにする

G宍〉
明王PEAT"点灯

。リピートモート‘にする

C宍〉
繰り遮L再生をやめ6には
もう一度、符EPEATキーを押します。

e'・REPEAT"表示が泌灯し、 MDlノコ ダ のモード(トラック)(こ従った

再生に漢ります。
G弐〉

@再生する



才一卜 マニュアJ/;

録音時、トラック番号を良動約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。

トラック番号は再生時、織の頭出しゃプログラムのときなどに使用します。

録音を始める前に選ぶ

C宍〉

ゐノモ

停止中に、入力されたソースを糠くときに使います。

OMョ9090(JJ 

AUTO: 

録音するときに、答のない部分が2秒以上続いた後、次の務が入コでくると、ト

ラック番号を8動的iこ"1"繰り上げますο漁予告の録音寺鈴はこのモ ドロノでおき

ます。 1枚のCD全泊を録音する場合、このモードにしますのまた、クラシソク音護主

リ/~ 

いてじまったトラ、ソク番号は、後で削除しますっこのような音楽の場合は、

MANUAしで主表脅してくださざいぐ

CDのデジタル主主琶のときは、デジタル信号の情報をもとに、トラック番号令自

動的に"γ繰りよ:げます。無音の検出はしませんο

CDのマニュアルサ チ中にトラック番号が繰り上が」た場合、MDてやは正しく

トラック番号が繰り上がらはい場合があります。

手等生{開!のCD力、停止すると、無答のトラ、ソクを作ることがあすハ

MANUAl: 

自動的にトラック番号令繰り上げない状態で録王苦します。録音中
トラノク テ"イト

搾す)または録音後(TRACKDIVIDEを操作する吟むにトラ、ソク番号を付ける

ことができます。

ライブ演奏や綴摘にレペjレの低い脅が続くクラシック王寺楽などのディスクを録

音するときなどに便利です。

レック イノプット デンタル

F在 CINPUTがDIGITALの場合、その信号のサンフ。リング周波数(48kHz、44.1kHz、32kHz)の表示をします。

"MONITOR"/2ヌ?



DfvI-9D9口[J)

録音環係の設定欝整モード、表示を選択し、各種設定悠の欝繋ができますの

レック モード

6質調整の設定のLかた
レノク モードo "REC MODE"をオンにする

押すたびに切り換わります。

|三庄司鐙込
REC MODE 
jCHARA 

食ごト

レノク そートピ1¥RECMODE:オフ
デンタルレノク レ、ル

R芭CMODE:オン("D，R正CLEVEL?"表示)

。設定競聖護モードを選ぶ
シPヨクダイヤルを闘すたびに切り換わります。

デンタルしック レベル

IORECLML?  オート タイム

(2; AUTO TIME? 
オート レベル

(3) AUTO LEVEL? 
フェト タイム

、4jmpETim摂/グ
;ち)REC-WRITING? 

:デジタル録音レベル設定

: AUTOTNOの無音検出時間の設定

: AUTOTNOの無音検出レベルの設定

: FAD正モード時のFADE時間の設定

:録音終ア持のUTOC著書き込みモードの切り換

え

。穣定する(ジョグダイアルを押す)

一一島…
7γ タルレノク レヘル フτード タイム

• "D， REC LEVEL“と "FADETIME"は、アナログ銭沓のときは儀ざませ

ん。

。鏑整する

l::=:出組 1~} -手Ii演。で選んだ"設定翻整モード"の設定内容を手111開。で笈獲します。

続けて他の設定を変更したい場合は、山SHSEtつ
まみを押します。

(手j頃@へ進みます。)
レノク モード

終了したいときは、RECMODEキーを押します。



"D. REC LEVEL ?"表示を選択の場合
{デジタルu管熔t有効です j 

"D.R在CLEVEL引表示のとき、 SETキーを操作するとデジタル録音

レベルの初期表示になります。

このとき、スキップアップ/ダウンキーで現在の選択されているデジ

タル入力の録音苦レベルを設定することができます。

初期設定';t."DIN[1] *Odお"となり、嗣∞から+12dBまでのレベルが設

定できます。

。M-90日o(J) 

"AUTO TlME ?"表示を選択の場合 初照表示

(アナログUtfP手に宵9JJです j 

"AUTOTIME引表示のとき、 SETキーを操作するとオートトラック

ナンバーの無音検出時開設定の初期表示になります。

このとき、スキップアップ/ダウンキーで無音検出時間を設定する」

オート レベJ"

"AUTO LEVEL ?"~寄若を選択の場合
{アナログ録音締1:有効です。)

"AUTO LEVEL ?"表示のとき、 SETキーを操作するとオートトラック

ナンバーの無音検出レベル設定の初線表示になりますl

このとき、スキップア yブ/ダウンキーで無音検出レベルを設定する

ことができます。

初期設定';t."LEVEL*0"となり、 +2からdまでのレベルが設定できま

す。

初期表示

調聖書値表示

"FADE TlME ?"表示を選択の場合 ネVj員約表¥

{デジタルUtf8手1:脊9JJです j
セノト

"FADE TIME?"表示のとき、 SETキーを操作すると“フェードタイム"

の設定の初期表示になります。

このとき、フェードイン/アウトにかける時間を設定することができ

ます。

初期設定は"FADE* 3SEC"となり、 1秒ステップで1から10秒までの

時間が設定できます。

レッヲ ライティング

"WRIτING符とは、ミニディスクlこ情報を害警き込んでいる狭量Eをいい

;1'す。

明正C-WRITING引き提示のとき、 SETキーを操作すると"芸書き込み

そード"の設定の初期表示になりますU

このとき、スキップアップ/タウ

みのオン/オフを設定することができ蕊す。

初綴設定';t."WRITING*ON"となります。

{吏F語例.

オンのとき;通常録音奇 (CひからMひなど)に{濃いますっ

オフのとき:短い義主義やチュ…ナーからの放送録音署員寺、

動作lこ入らないので1lJl~主に録音することができます。

「

!
i
!
i

」 ウ l十一



IlM-9090 [，J] 

オーディオコードで接続されている入力端子には、アナログ信号語、入ってきます。主主機では、アナログ端子にλった信号を、デシ、タ信号に襲撃~換え

て録音していますり(以後、アナログ録音と呼びますの)

フ 電器三こうィスつめ認活支防II

t"，'i式受益lこす弓

@ミニデノスウ;奇人れる

毒事吉宗渋;す続時間ギそも育内¥的手3

霊童アップ rn 入力う~l)ぬ戸事録

ANALQG銀震の
盟御調整の設窓をほいとき

レ/ク モート

。 "RECMODE"をオンにする

ぬεCMODE
jC純ARA

衛ご〉
。設定調整モ…ドを選ぶ

。〉
@確定する(ジョクダイアルを押す)

@ 
設定鏑喜重不要悪の場合は、手瀬四へ進みます。

酉HAihtLkibGHまたはHMdhogs猪ぷ

REC !NPUT 

食ご〉

押すたびに切り換わります。
レノク 吃ートピ1、 RECMODE:オフ

子ンタルレノク レヘル

2 円在CMODE:オン("D.R在CLEVEL?"表示)

ジョクダイヤルを邸すたびに切り換わります。
テンタルレノク レヘル

市 1 D匂 R正CLEVELつ
i オト タイム

2~ AUTO TIME? 
i 庁ト レベル

AUTO LEVEL? 
ェート タイム

|月 FADETIME?
! レノク ラJ テイ J ク

'-5 REC→ WRITING? 

:デシタル録音レベル設定

: AUTOTNOの無音検出時間の設定

: AUTOTNOの無音検出レベルの設定

: FADEモード待のFADE時間の設定

:録音終了時のUTOC書き込みモードの切り換

え

ド0)詳来聞は、 "RECMODEキーについて“場参照してくた‘竺

い〆

山口

C
レ

E
ル
位
H

h
m
u
d
h
 

@
 

フ1 ト タイム

“FADE TIME"I手、アナログ音量径のときl立働きませ

押すたびに切り換わります。
アナロク[〈 ANALOG:一一デンタル コアキンヤル

DIGITAL 1 :COAXIALモード
<プテカル

DIGITAL2 :OPTICALモード

，4) DIGITAL3 :COAXIALモード
モノ

、 MONO アナログ"モノラル長時間モード"

-録音の一時停止中は、 MONOには切り換わりません。

.MONOの 時停止中(立、只ECINPUTの切り換えはできません。

・アナログモノラル長時間モ ド"で録音すると、ステレオで録音したときの

約2僚の時織を録音することができます。



自 "Aijお"または叩NGhL"にする

C問〉

白録音レベルを調節する f本体のみj

ト~
@録音レベルおよび録音ハランスを調節する

録音レベル(中側つまみ) 富豪管バランス(外視IJつまみ)

f_@，i f_@i 
レベルが
{迂くなる

レベルが I Rchが
主主くなる | ドがる

が
る

れ
か

い
下

図録音を始める

。@キーを搾す

[1 女〉
一時停止(11)キーを押しても録音待機が解徐され

DM-9090 (J) 

搾すたびに切り換わりますの

亡州灯(AUTO) 自動的に、トラ Yクナンバーをつけるとき

ぐ2)MANUAL 任意に、トラックナンバーをつけるとき

ー.fii
院 内

~..~一明.， 21 

"AUTO"時消灯、 "MANUAL"時点灯

..キ 者押すと、初動的に録?喜一昨今停止になります。

@レベルメーターの赤い昔日分が点灯したときは、レベjレを下げてください。

ディスプレイに下記の文字が表示されたとき録音苦はできません。

アイスク フル

"DISC FULL" :ミニディスクが一杯になっている

時不安な砲を泌す。 守li'立ゅ噸i
:談消去防止つまみが跨いている

時間める。 ベゴ J 

:再生専用ミニディスクである

時録音雪期ミーディヌクを入れる二

プロテクア Jト

"PROTECT症0・e

ノレイ オノリ

"PLAYONLY" 

その位簡にトラックffi尽力守付けられ

¥¥I / /¥¥!  / / 
¥ /  

繍争 ー… --，ト I → 軍砂

ン/I¥ぐ// / I¥¥ 

λク何?とち

畿銀最中↓誌、イジェクト~皇〉ヰ二…!，di 、受iナイすけまでん〈



OM.9口臼oIJ] 

録稜潟ミニディスクを使賎して綴望号することができますっ本機がCDフ。レ…ヤ…等のデシ、うまん出力を持った機器と、うシ‘タルコードまたは光ブァイハー

ケーブ')[，で接続されている場合、デシタル入力端子より入力された信号をデジタルの状態で録音します。(以後、デジタル録音と呼びます。)主義音質

の録音をお楽しみください。

⑫ミミ二フゴィ λそ70)話完治法Ilhl卜〆ノ去のや緑 D 口!首ドけずF詳し…寸〆.，1

@ミーデイJ本人れる

@手妻?ミ台主的最め

GY:ノブの人力切り換えそ絞脅し jにいソ

LJ~:a的
援を調整の設定をし {， ¥とき

。
/CHARA 

愈へ
¥.......--、

。設定調薬モードをi墾ぷ

L4云量j 。)
@確定する(ジョクダイアJ"を押す)

…一@…
設定調整産不要の場合li、手陣車協へ進みます。

関 "DI読みι1，2，311のいずれfJ>普選ぷ

園フェ-[<ぜかげで銀昔するとき

国'丸itto"または明

押すたびに切り換わります。

市 1 REC MODE:オフ
! ンタルレノク レヘル

L_ 2 R在CMODE:オン("D，R正CLEV在L?"表示)

ジョクダイヤルを閉すたびに切り換わります。
子γ タJルレレ 1ク レヘル

[DF…V児Eオト タイム

AUTOTIME? 
オート レヘル

3 AUTO U三VEL?
フ工ート タイム

4、 FADETIMEつ
しノク フイティ〆ク

5 REC→ WRITINGワ

:デジタル録音レベル設定

刷 AUTOTNOの無音検出時間の設定

: AUTOTNOの無音検出レベルの設定

: FADEモード待のFADE時間の設定

-録音終了時のUTOC望書き込みそードの切り換

え

@設定調整モードの詳細{立、明ECMODEキーについて"を参照してくださ

いり 司 l主主

押すたびに切り換わります。
アj-Uク

[ ANALOG :アナログステレー
アンタル Jア今ンヤル

2 DIGITAL 1 :COAXIALモード
デンタル "プチ力ル

3 DIGITAL2 :OPTICALモ…ド
Y ンタル コアキンャル

バ DIGITAL3 :COAXIALモード
モノ

MONO アナログ“モノラル長時濁モー1':'''

押すたびに切り換わります。

亡1 FADE消灯:フェードモ…ドオフ
)，ト

、2 FADE点止丁:フ工ードモードオン

・フェードについての詳絡は、 "FADETIME?"表示を選択のi~合hし主主にお

よび"MDのフェード録澄について"吟却 を巻日現してくださいv

押すたびに切り換わります。

E1i削 (AUTO) 自動的にふラックナンバーをつけるとき 引
ミT…アJレ

2 MANUAL 任意に、トラ yクナンハ…をつけるとき ー21、



o 

自デジタル録音レベソほ変更したいとき

露

。録音するソースを再生する

。.キーを搾す

1I " I 冷

レノク モード

REC MODEをオンlこして、設定競獲モードの
デンタルレノクレベル ンヨグダイアル

ゆ，RECL正VEL?“表示を選び、JOGDIALで競節

します。

|I " I~ 

一時停止(11)キーを押しでも録音待機が解除され

録音を始められますυ

盟銀苦ιたいソースを厚生す各

盟録音終ア畿、 ‘、-句、句、 園周醐 スク~寂り出す

OM-90目。 (JJ

-・キーを押すと、自動的に録音一時停止になります。

-レベルメーターの赤い部分が点灯したときは、レベルを下げてくださ5い。

ディスフeレイに下認の文字が表示されたとき、デジタル録音はできません。
ディスク フル

"DISC FULL" ミニディスクが一杯になっている。

アノ""'ク
"001 UNLOCK " 

オ/

" 001 SCMS ON " 

ノノトオーデイ培

"001 NotAudio" 

プロテクテノト

"PROTECTED" 

プレイ ヰ/リ

"PLAYONLY" 

ヱデイント スペース

時不聖書な酪を消す。-~制吟立j

:デジタルコードまたは光ファイハーケープ')1〆が外

れているか、不完全である。(接続されていない)

崎デジタJレコードまたは光ファイハーケーフルを

正しく接続する。 時

:SCMSによってデジタル録音禁止になっている。

噌アナログ録音にする。 ゆ議j

:入力されているデジタル信号がオーディオ億号

でない。

崎アナログ録音にする。 ゆ Lゑ;

:喜男淡去妨止つまみが開いている。

噌閉める。

:祷生専用ミニディスクである。

崎録音用ミニディスクを入れる。 叩 L亙

・録音中にEDIT/SPACEキーを押すと、その佼還にトラック番号が付けられ

ます。

・トラック番号(001)の表示は、銭斎そ 自寺停止したときのトラックを表示し

ています。

・録音ctに一時停止をしたとき、手写び録音去を路始すると、トラック主番号は111
11

繰り上がリます。

@簡のネめから余ネ去をもコて録音するには、 MDレコ ダ の時間表示/ア動

さ始めてから、録音したいソースの手写さ住を立おめでくだdLio 

¥¥I /;¥¥/;  
¥ /¥/  

-治時……時
/¥J¥  

. / / I¥¥ 〆 / / ¥ ¥

ミニディスノフ捗

@主義主筆中は、イシヲエクト(.;生ノキ i品、受iHすけま甘ん。

COO)意義音量鈴lこ、Cじめ手写生が立おまるとトラミソク番号が "1"繰りょがる場合があります。これはCりのデシツjレ{雲母成分中に余まれる信号のためて干すり不



仁泊o(J) 

ケンウッド事選のシステムコントロール端子の付属した"[5l臨時タイプのアンプおよびCDプレーヤーと家機をシステムコントロールコードで接続さ

れていると、本機とCDプレーヤ…を問時にスタートさせることができます。

多i::'1:1 
E置キーを搾してから、ゑキーを狩します。

アンプの入力切り換えをCDにする

CDを…時停止にする

CDの録音したい訟を時唾、静静吋キーで'i議ぶ

MDレコーダーを録音一時俸i上lこする

CDの蒋生を始める

@
@
@
@
6
 
デジタル

コピー禁止コードが付いているとき、、“001SCMSON"と表示して録音一時停止になります。

(トラック番号"001"を録音中にコピー禁止になった場合)

サンプリング・レート・コンパータ削について
i鼠常、デジタル信号には次の三つの種類があり、これはサンプリング周波数と呼ばれます。サンプリングj醤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の標準モード、 BSチューナーのBモード放送等。

44.1 kHz :DATo)標準モード、 CD、MD等。
32 kHz :DATの標準モードおよび長時間モード、 BSチューナーのAモード放送等。

一般的にデジタル伝送による高音質録音をする場合、ソース機器君事jと録音機器現IJのサンプリング腐波数が一致していなければ録音できませんが、本機

は、サンプリンク・レート・コンバーターを内蔵しているので、 48kHz、32kHz のデジタル信号はMDのサンプリンク周波数(44.1kHz)に変換して、

録音することができます。

衛生放送によっては、 SCMSが働くことがあります。

デンタルオーディオテープデッキ

(DAT:Digital Audio Tapedeck) 

MDの7工四戸、録音について

本機l手、FADEキーを押すζとにフ工ードモードのオン/オフを切り換えま

す。

-イ/の議議官言動作;

フェードモード中に停止(または録音一時停.!l::)から録音の動作

を行うと、ATT=-∞から録音を開始し、設定されている録音レベ

ルまでフェード・インし、録音を続けます。

フェード・アウトの録音動作:

フェードモードやに録音から停止の動作を行うと録替の動作は、

現在の録音レベルからATT=-∞まで フェード・アウトし、停止

する。

ただし、ディスクの最終まで録音しようとするときは、自動的に

フェード・アウト後、録音→停止します。

ンリアル コピ』 マ宇ージメン卜 シ1テム

SCMS (Serial Copy Management SystemJ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、各穣のデジ

タルオーディオ機器の閤でテ、ジタ)v信号をデジタル信号のまま録音てききる

i ぽ与は、-[設イ立たりとえ発注:しえもので官。

デジタル入力によ弐
コピ ョデジタルコピーを

繰り返すことはで

きない。

デジタ)[;入力による

コピ

正雪

ブ工叩ドイン/フェ m ドアウトとは
フェードアウト:だんだん音を小さくして臓が終わること

フェードイン :だんだん音を大きくして酪が始まること

フェードインフェードアウト



市販の録音用ミニテ、ィスクを使うと、録音後に各種の編集を行なうこと

ができます。再生専用のミニディスクは編集て-きません。

("PGM“表示点灯のときは、編集できません。)

崩のλれ提え
再生中の訟を入れ換える (T点kdKMbVE) 

クイック ムブ

捜損害号;l:tめで入れ換える!のりICKMOV長 _1-魚、

回zfu
四団記孟[1J1

在意の臓の瀞去(aUlCK ERASE ) 
クイソク イレース

任意の闘を消す(QUICK ERASE )時k19~

口M匂9090(J) 

MD.規格よの擁~制腰についで

いくつかの機能には、 MD規格上の制限があります。故障とお考えに

なる前lこ、 "MD究費格上の症状"をご穣認くださいますようお願いしま

す。 ベ劃

本機で編集中は、サイバータイトラー (C下 G90!iJIJ予をまたはCT羽 90
!iJIJ売)からのタイトル転送はできません。

dbの分釘と結合
再生中の磁を分ける (TRACKDIVIDE) 

し正二時LL1J
1口靖闘地

トラノク コ/1¥イノ

再生中の曲をつなぐ (TRACKCOMBINE ) 

じι仁正時

画己主b配置[1J証~己lJ[1J[1J己lJ[1J[1J

トラノク イレス

手写さ主中の勉を潟す(TRACKERASE)ベ豆、
オル fレス

念湖i湾す (ALLERASE)→[ぬ



ロM~9090 (J) 

移動寄せたい強を選んで、協約のトラック番号の佼援へ移動{挿入)し

ます。前後の幽のトラック番号は、髭動的に言調整されます。繰り返し行う

ことで、閥的の臨11療に並べ変えることが、できます。

卜ラyク ムーア

と悪蝕働組雄設i
盟 "MO性"を選ぶ

ジョクダイアルを留すたびに切り換わります0

7ijfつ :磁を分ける
〆 COMBINE? 磁をつなく

イレ λ 

j) ERASE? 治の潟去

五 MOVE? 磁綴を入れ換える

・途中でも秒以上放還すると、編集は中止されます。

ムーっ

@“MOVE"を選ぶ

。確定する(シ‘ョグダイアルを押す)

一一@…
持生中の曲

自移選法先の過を選ぶ

。移動先の路(トラ yク番号)を選ぶ

移動伊!昭1燃殿場7員数eHこする A

線量h究のトラ、ソク番号

。確定する(シ'ヨグダイアルを押す)

一一@



口M-9090(JJ 

目届艇のλれ換えを実行す6
実行後のき提示
エテイノト

EDITNOW! 編集中
ENTER 

全

了

完

突

不

集

集
編

編

和
ι

ノ
庁

↓門
U

日
印

刊
一
門
ト

T

ル

M
υ
N

=
0
↑A
 

C

C

 
民〉

-処E盟が終了するまと¥

時比五

悶ミエディスクを取り出す
¥¥I / /¥¥I  / / 
¥/¥/  

ぶ尚一時 正了一時
/¥〆¥

〆// I\\~ / / I¥¥ 

Ja " WRITING“表示中は、情報をミニディスクに著書き込み中の

ため、震動や衝撃を加えないでくださL、。

調を移動す吾イメージ‘

-DKJJJJJJJfした

t一一一 Jl__------1

大ときlふJJKL… 

JJJJJJJ.. …叫 J……

エティ y卜 キャシ古Jj，

L 
ミニディスクを殺り出す煎lこ、次のキ…操作をすると、ディスクを入れた状態iこ渓すことができますの

建立り潟し後、あらたのて各編集の操作そしてくださいυ

翁録音作業後、 取り潟しがでさませ八ノのでご主義くださいぐ



主主べたい綴に臨(トラ Y7~番号)を選んで、まとめて飽!被を入れ換えま

LまLょう
絡

を量 イモ押し ドをァtj

クイック ムーフ

臼M 問J90[J) 

臨勺イ説ahz守一時選JJ
クイノクJドプ

o Q. MOVEにする

。〉
。確定する(ジョクダイアルを搾す)

…一@…

自移動し拾い曲筆選ぶ

。幽(トラ yク番号)を選ぶ

。…
。確定する(ジョグダイアルを押す)

…一@…
手順。と@を繰り返して、移動したい織を選

びます。

自移動しが噛の選択を終アする

ジョグダイアルを留すたびに切り換わります。

亡1¥Q.MOVE? 曲をまとめて入れ換える
クJ ノクイレ ス

'2!Q.ERASε? 践をまとめて消去

@途中で3秒以上放鐙すると、編集lct中止されます。

エディノト λベーλ

e'中止tするときは、もう一度EDIT/SPASEキ を持します。

選{よれ士一トラック番号

.. FADE/DELETEキ を押すと、最後に渓んだ飽にsJj!')取消しができます。
(ぞれ以前に滋んだ的の取消しをするには、いったん編集を中止し、宣言初

からやりなおしてください。)

・........キー(またはーーキー)で、選んだ路線の確認ができます。

次のトラック番号

選ばれたトラック嘉手き



OM日09口(J)

トラック番号の最初に移動したとき:

幽(トラックZ番号)

二ゴ//
"r C) F: ;:よ*?/1;::1 [1 :!. 

プγトー

悶移揚先を決める

。)
トラック番号の鰯に移動したとき:

F泊 Lトラック番号〉
トラック番号が
進む

ホ

υ
ω号震クりラ

る

ト
回
開

トラック番号の最後に移動したとき:

閥 fトラック番号、I

@移動先を縫E宣する(ジョグダイアルを押す)

…一企…
実行後の表示

泌がNOWI 編集中
コ/プリート

COMPLETE! 編集完了
キャ/ト エティノト

CAN'T在DIT 編集不完全

園風腐のλれ換えを実行する

民〉
、選lぎなかった践は、移動範

閣の最後に、ぞのままの飽111簡で移動します。

@表示が "COMPLETE刊点灯中に、全ニドーやPOWERキーを押すと、立をべ

-[;弘、

、¥¥1 I / ~ 
一時

/¥  

スウ排出

時

人
ト
~
¥
川

/

/

レ

1
1
¥
¥

ド
)
山

γ
3
3品
「

J
X

1

7

1
三
一

T

2

1

 

¥
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議

¥

j

/

を

ご

/

報
品
川

ミニディスクを取り出す

E支〉

間

，ト



日M 9C日口 [.J)

織の途中にトラック番号(麹番号)を追加することにより、話事を分割しますc特iこ聴きたいところにトラック番号を追加しておくと、蒋主主のときスキッブρ

ができるので、便利です。分割した治より後ろでは、トラック番号が自動的に繰り上がります。

プレビュ…を使って、分割点を繰り返し聴きながら微調整ができます。

LまLょう
霊童

建議

灘中の酎如革、，rBtlcKJ酬明
臨 "Mjbを噌品-5，'

ディハイト。"DIVIDE"を選ぶ

f@i 
。機A:する(シ、ヨクダイアルを押す)

…一@
品

X"タ

プレビュをしないときは、一度ENTERキ…を押して("0主?"と

表示)から手際駁へ進みます。

自フ。レどユーをするとき

。分苦手iモ…ドにする

@ 
。フ。レビューの実行

…一@
@分割の微調獲をする

f@i 
。分観点を確定する

L三E望組 一一@…

ついτ
つかの機能には、綴格ーとの語震があります。故障撃とお考えに

"MD殺格上の握l':1夫“をご穣認くださいますようお綴いしま

ンヨクタイアJレを凶すたびに切り換わります。
す〆パイト[1mZ? 附 け る

.2ノ COMBINE? 践をつなく
J レーえ

ERAS在? ・幽の消去

MOVE? ー繭績を入れ換える

・途中で8秒以上放還すると ι編集は中止されます。

-分割点の最初の3秒を繰り返します。

・紛の宣言後のところでブレビュ をすると、次の灼f議終的の場合は1凶包)

へと続けてブ1ノピュ しますが、次の砲に入 Jたたころでは、ディパイドで

きません。

-澄を際ぎながら、微調努力:立さ芹もス

・分割点の微調整は、始めに正DIT/SPACEキ を押したtこころから後に、約

60mS(6/100秒)単位ても32ステ、ソブ可能です。

分鎖したいところより、少し手前で操作してください。



DM-9090 [J) 

回屈の分割を実行す多
実行後の表示
ヱディノト

EDITNOW! 編集中

ENTER 

コ/プリート

COMPLETE! 編集完了
キ守/ト エヂィノト

CANをT正DIT 編集不完全

・処理が終了するまで、少し時間がかかります。

・磁が2つに分けられます。

・分けられた後半の捌からー符停止になります。

・分害1で生まれたE!!J晃司には、無録澄部分があリません。

• MDの規格の詩型j限で、砲を分けられない場合があります。
エティソト キヤ/セル

・3異って実行をした場合は、 "EDITCANOEL"の操作をすると編集滋の状

態に戻ります。

使〉

~ 明~恥陥悶繰蜘b町最献大均2お拙5邸一5
ます。

聞にディスクを取り出す

¥¥1  / / ¥ ¥ | ノ /
¥ 
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品 川 G表示中は情報をミニティー問中の
ため、護軍力や衝撃を加えないでください。

~断鋼材イ〆ージ ~ばz ーのイ 、・

在DIT/SPAC症二千 字引ノ大ところ

分刻された毅者半

主

微調薬在住者ス子、ソ二ノ

分害112オ1た飴



。Mι自J90(J) 

トラック書番号を総書室することにより、2つの践をつないで1飴にしま

す。いくつかの飴や、縮かく分霊議されている酪をまとめることができ

ます。つないだ鴎より後ろの酪は、トラック番号が自動的に減少しま

す。

関脇j喝再f悼の融白書('，(1]持品、
ジョクダイアルを翻すたびに切り換わります。

蒋生中:

け静 1 DIVIDE? 磁を分ける

COM詰INEワー簡をつなぐ

LI ERASE ? 鈎の消去
ムーブ

MOVE? 磁瀬を入れ換える

@速中で8秒以上放置すると、編集l立中比されます。

ときよだの臓とつI;t

ゆ
…
一

O…

痔生中、

。確定する(ジョクダイアルを押す)

L∞ ω JIl '21 'a 筒、2 ~ ，包 .1 ， OOVERldll1 

ケ ¥¥1/χ¥is/ι…@… 
〉欠。〉羽

号一生寸1に闘をつなぐ縫合、的0)2幽のうち t 前半となる司患の手写生中iこ

まひiτISPACEキ を押してください。博生中の践と、箆後の部がつなが

ります)

@手写生時コに編集モ鉛めると、 {寺停止になります。

現在再生への凶

湾さ左中に、次の践とつなく場合は手順包へ進みますυ品

5瀦鼠と7織Elをつなく場合:

f.@i 
。隣(トラ yク番号)を選ぶ

トラック守番号が
進む

@確定する(ジョク‘ダイアJレを押す)

一一@

トラック番号が
戻る



悶助と届の結合を実行する

ENTER 

使〉

固ミニディスクを取り出す

~轟 tJ，~ 
えパ礼、ぷ会

DM-9D9D (J) 

実行後の表示
ヱディノト

EDITNOW I 編集中
プりト

COMPLETE! 編集兜ア
キヤノト ヱディノト

CAN'TEDIT 編集不完全

.処理が終了するまで、少し時間がかかります。

.~写生φに編集を始めた場合は、その紛で門時停止にはります0

・MD規格の制限で、

・5翼って実行をした場合は、

に戻ります。

¥¥¥I / /~ 
計約一

/、、

-/ I I¥¥  

¥¥I 1/ 
¥ /  

時正“問一時
/ ノ 、 、

ノ ノ ! ¥ ¥

情報を芸塁手込み中 ミニティベウ排出

Y、

ッシ路湾止タ(I 

自立半部のトラック主番号とうJイトルカ¥残ざる



再生中にその強のみ淡去することができます。

消去すると元に戻せませんので、十分注意してくださいの

LまLょう
重量

望書 本 ノ

高j悼の撤お揮すlTBA，CJiJ

。M-808コ[JJ

臨 "E福住マ選ぶ
イレースo "ERASE"を選ぶ

f@i 
。確定する(ジョクダイアルを押す)

…一@
盟 jg去の確認

自消去を実行す吾

ENTER 

~ご

ジョグダイアルを留すたびに切り換わります。

市沢 DIVIDE? 幽を分ける

COMBINE? ・繭をつなぐ
! イレス

ERASE? ・幽の消去

'-'4) MOVE? 磁糠を入れ換える

.i泰司コで8秒以上放置すると、編集l立中されます。

消去するトラック番号

消去の主主総

i両の確認

実行後のき提示
エディノ i

EDITNOW! 編集中
コノブリ ト

COMPLETE! 編集完了

CAN'TEDIT 編集不完全

-処理が終了するまで、少し時閣がかかります。

.~写生中の鈎が消去されます。(トラックタイトjレ含む)
ヱティノト キヤノセル・3異つで実行者Eした場合は、 "EDITCANCEL"の操作をすると編集約の状態

に戻ります。 ー叫



白ミニヂィスクを取り出す

E雲〉

~ ~ 
、

¥¥I / /¥¥I  / / 
¥/¥/  

lぷ:ITI尚一時ーと一時
/¥/¥  

'/ / I ¥ ¥ ' /  / I¥¥ 

情報者書き込み中 ミニディスウ排出

d命3W附R刊附…i汀T
ため、震動や衝繋を加えないでください。

ートフック漆勾

DM-9D9D (JJ 



停止中に、任意の路を簡単に潟去することができます。

消去すると元に戻れませんので、十分i3主主撃しでくださいの

。M-911911(J) 

7イyク

三金揖消去す与とき
クイ Jクイレー λ

o O.E汽ASEモ…ドを選ぶ

{刷。〉
。穣A:する(ジョグダイアルを押す)

…一@@確定する(ジョグダイアルを押す)

…一@
~全磁を問問

醤配属紡断指針 ふとさ

。消すトラック番号を選ぶ

l@i 
。確定する(ジョクダイアルを搾す)

…一@…
手i願。から@を繰り返し、任意の幽を消去する

ことができますの

ジョクグイアんを(8]すたびに切り換わりますの

亡1_0. MOVE? 鈎をまとめて入れ換える
クイノクイレ…ス

2，0.ERASE? 践をまとめて消去

全版消去の確認

消去の意味

¥ご¥¥1/ζ/

減去のi均百産よお

選んだ部

タイトjレスクロ jレ

.jAbhyD4LET正キ を押すと、最後lこ選んだはおにsslり取消しができます。

(ぞれ以前(こ主義んだ砲の取消しをするには、いったん編集を中ょとし、雪量紛

からやりなおしてくださいの)

・......キ (またはーーキ )で、選んだ箇般の確認ができますの

選んだ曲 次の盤



回消去しが惜の選択を終アす各

ENτER 

使〉

国消去を実行す各

臨にディスクを取り出す

~任駒崩の樹脂(ddb(E泌旬イ〆mジ
i臓を消去Lたとき:

「ょ]弘〉片]

ディスク エラー

L 
正常なはずのミニディスクが、“DISCERROR"表示になった雲寺、純金幽

オル イレ

消す(ALL医RAS夜)料の操作をする豹lこ、もう一度ミニディスクを入れ

在室してください。正常にミニディスクの内容が読める場合があります。

OMョ909口[J)

実行後のき提示

EDITNOW! 編集中

全

了

突

発

不

集

集
編
…
繍

U
Jげ

T

i

i

 

干
し
ィ

D

ι
P
C品

x
F恥

刊
一
円
ト

T

ル

M
ノ
制
川

:
O
キ

A

F
u
n
u
 

〆

↓品ム
口湯引

小
八しを

わ

行

す
交

法

71L

け
ソ

〉
…
(
校

設

に

• 
白骨!31 

¥¥I / /¥¥I  / / 
、、、~\、~

-ぷコ 時 日以 1 闘争
¥ 

. / / I¥¥.  / / I¥¥ 

情報提議丹J、 え ディスノノリ

d品習 附 i…示紳糊問中桝相は正 情糊附報蜘を一一吉組印込肋み
ため、霊堂動や衝撃を加えないて、ください。

任意のr!JJを消去Lたとき:

目 立1 1j 

1..，: i… j:::， j-:; ~ ~イ tJ j・2

Jデ、



ミニディスクや勉にタイトルを付けておくと、蒋主主のとき表示されるだけ

でなく、タイトルサーチ(タイトルで幽を探す)が可能になります。入カし

たタイトルは、同じ手11演で変更や消去ができます。

LまLょう
6 
0 

臨変更ιお唄B普選ぶ

本体 リモコン

。幽名かディスクタイトルを滋ぶ

{f~ì G)  G)  
、〈〉

主要る i産む

。確定する

ジョクダイアルを押す

E要る

タイトルを入力するときは、手順悶へ進みます。

立主む

~ タイトんを変更または削除するときは、手頗悶へ進みます。

λカでき6文字数についτ
ミニディスク全体で最大1792文字、1飽につき最大80文字まで入カできま

す。(英、数、記号の場合)

カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ震が多いため、入力でき

る文字数が少なくなります。

スペース(1文字ぶんのさ主自)も、文字と同じ童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なく、文字の削除(DELETE)を
ご利用ください。

OfV下日コ臼oIJ] 

@色、更し穴フ 1 フットタ/ト;1ノを鰐定仁設す(ーはマイつ三ノイ， 1)ヤソ

トするには11，を泰男視しアください 〈主主1

ジョグダイアルを闘すたびに切り換わります。

[DISC … 001 糸トうツクタイトJルレ
プリ七ノト Yリャノ?

ぎ PRE1悶 PRE9 フ。1)セyトタイトjレ
fール イレース

4ノALLξRASE? ーディスクとトラックの念タイトル滋去
テキスト ロート

CDtextLOADつ:テキストコピーの準綴

・"CDtextLOAD?"表示は、ケンウッド製のCDテキスト対応のCDブレ

ヤ を援絞したときのみの仕様です。

・途中で8砂以上放i遷すると、編集はφ止されます。

ディスクタイトルのとき:"DISC"を滋びます。

トラックヲイトルのとき:目的のトラ yク番号を選びますO

ブリセットタイトルのとき:13約のプリセット番号を選びます。

ディスクとトラ yクの全世イトル消去のとき:

タイト)[;編集可能文字
アスキ

次のようなカタカナ文学やアルファベット文字、主主びに各種記号(ASCIIコー
ド)などを選ぶことができます。

英字の大文字26稜類:ABCD-WXYZ 
英字の小文字26穣類:abcd-wxyz 

数字10種類:0123456789 
スペース&記号25種類!"#$%&'()*+，-./:;<口>?@二

カタカナ文字81種類:アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナー

ヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲ

J 

アイウ工オヤユヨツ

ガギグゲゴザジスゼゾダヂヅデドパビフベポヴ

パピプベポー

カタカナの論議、半論議は本体のドット表示管には、2文字文使用して表示

しています。

例:



目タ イ M をλカす否とき

本体 リモコン

REC MODε 
/CHARA 

。文字グループを選ぶ

食ご〉
。文字を選ぶ

{。)
僕る

G問〉

一色

CI) CD CD 

c2:) CD ζ￥グ

および

進む

5)くEコ
、.~

ジョグタイアJ[，を押す

要語文字を確定する

手般の~Qを繰り返して、タイトルを入力します〈

手綴が次のページlこ車産きますη

DM.9D9D [J] 

下記の文字グループを選ぶことができます。

、1\A~Z と、スペース (1 文字分の空白)

a-zと、スペース

(3ノ0-9と、名種記号、フ。リセットタイトル(9つ)

4、カタカナと、スペース

ジョグつまみを操作するたびに切り換わります。

'1'. A-Zと、スペース(1文字分の空白):

2 a~z と、スペース.

3 0-9と、各穣記号、ブ1)セyトタイトル(9つ):

仁誌に了二元:ι11JL;二:ア.ケ;二二コ

可カタカナと、スペース:

仁令ア φ イザウ叶⑨曾⑮ 炉レ→臼叩ワ→ヲ→ン+ア

4 但←ポ←ベ←プ←・・・←ガ←ヴ←ヨ←・・・←ウ

新規にタイトル入力する例:

初期表示

選択又字

e三辛子氏ナfス 11パノ T (同1.:ノブIiノ ブ内「かすべでの文字を漂ぷごとが

できますυ

@ソモコンでも、数字キ で直緩文字を選ぶことがでさ示す

I 191i困キ を押したとき、A→日→Cと切り換わりよすしl

.........、静静キーで、

場タイトル入力のとき号、TITLESERCHキ一本押すと、「とさ書きモ ドよ巨人

ニモ ド!に切り{理主)l);t寸

1立守交のスベ ス奇存巨人するごとザアミきます



弁

リモコン本体

<<1'" SEARCH砂砂

差益カーソルをfl約の(変更する)文学Lこ合わせる

一一一一 CURSO将

資

。文字グループを遜4、

REC MODE 
/CHARA 

感 ヘ
¥.......-... 

伍宍〉

。"上書き"または"挿入"モードを選ぶ

一一向-T!TlE 
INPUT SEARCH 

g~ζ? 
( INPUT ) (SEAR(宍〉

。正しい文学を選ぶ

{。〉
E是る 進む

。文字を確定する

ジョグダイアルを押す

…一@

~ C:::D CD 

cつCDζ注ア

および

G)  (2) 
、〈〉

G宍〉

手i験。~Oの繰り返しで、タイトルのすべての文

学を変更できます。

ロM 日09コ(J)

ミ忘するタイトjレが長く、実ノヌ部l二人らない縫合、噌噌、静酔4こ を押して

いくと授がわてスクu…)1;し、ぞれまで表示されぐいなかったき日分が現われ

ま可し

"ヨ(})交学をj認したいときは、

下記の文字クループを滋ぶことができます。

1 A~Z と、スペース (1 文字分の空白)

、 a~z と、スペース

3 O~9 と、各種記号、ブリセットタイトル (9つ)

4 カタカナと、スペース

押すたびに切り換わります。

1，よ審者モ…ド:文字のよから入力するとき

挿入モード :文字の前または後ろから入力するとき

ゆ
〈
W

ザ

hv

な

な

/
色
、
ど
、

発
C

C々

大

小

が

が

ゆ川、
d
A
q

か
コ
バ
一
、
わ

仁
V
E
h
v

j

J

 

ソ

ソ
一
…

カ

カ

綴

咋

ド

穣

モ

一

の

き

モ

ル

饗

入

ソ

ト

ム

繍

カ

正しい文字を選択(上警きそード):

@表示t/スク口 jレして、(同じグjレ…フ内の)すべとの文?を選ぶことが

できます。

・リモコンて't，、数字キ で直接文字を選ぶことができます。

(例図キーを持したとき、A→トCと切り換わります。)

・......、酔怪キ で、カ ソjレを左右に移動 Pきます。

カ ソjレが移動



白タイ卜ルの編集を実行す否

本体 リモコン

。タイトルを害書き込む

ENTER 

包問〉~ 
。終了する

TITLE 
INPυSEARCH 

伍宍三ヲ~ 
盟

、
『
九
%

タイトル編集機能キー{ごついτ

DM-909D [JJ 

タJ トJlノノデスクロ Jレする

¥¥I / /¥¥I  / / 
¥/¥/  

τ必時正寸→時
/¥ /¥  

-/ / I¥¥-/ / I¥¥ ¥ 

リみ中 ミごディスウ排出

情報をミニディスクに蓄書き込み中の

ため、 E霊動や衝撃を加えないでくださいρ

CHARA.キ…:

文写議選択郊に~)Jてされる文字。:グjレ ブが切り換わります。

マニュアルサーチ(-、T-T-)キー:

タイトル入力のとき、カーソルの移動ができます。

カーソルがい(下半分のみ)のとき 入力する文字はカーソルのある3工学の前lこ入ります。

カ ソjレが内了のとき カ ソjレの茂る文字が新しく入力する文字に還さ?換えfれます。

FADE/DELETEキー:

力一一ソjレを合わせた文字が消去(部隊)され、ぞれよりも後ろの1工学が1文今ぶん郊に認めEれます。続けて押す fまたは押~t乙訟法(こして繰り返し入力するj と、簡

単にタイトルを消王をできさ上て

カーソルセ《わサたす「字の待奇D(~ スペ ス:1支:字ぷんの空白:が入力(掲 λ1ざすLぞれよりも後ろの文字が1-交すぶん後ろ仁淀疋才し去す続けて宇甲法ユ押

したままにしと繰り漁l ノ入力する I こともできますι おちにタイ1-)レ(~文字を潟加するとき加する場rlTを先(こ作 Jておくにめに使いますl

マ
タイト J~を入力しているなど、?青事霊の還が多すぎてき提示i割引こ入りきらない

とがあります。このようなときは、噌喝、骨骨キーを続けて操作していく

と、表示務の文字が右(またはさe:) iこ流れて、それまで見えなかった内務

す。このような表示の鈴きを fスタローJL-Jといいます。

..... s正ARCH静炉

スクロールの餓i

λノノ[つ jレ時

蜘パノノ IJ Jν 



DM~9U9U IJj 

ケンウッド裂のCDテキスト対応のCDブレ…ヤ…(替i'e'Hこ“CDTEXT とマークがあります。)にシンクロコート、どディジタルコードまたは光ファイパー

ケーブルを接続したときに、CDテ、ィスクのテキスト(トラックタイトル)と麹をMDtこコピーすることができます。テキスト(トラックタイトjレ)のみのコピー

はできません。なお、CDテキストがディスクによってはコピーできない場合があります。

LまLょう ⑫ア:ノソの人1JIjJlj添えをじわじーす号、
@じりのP0，Mモ ドを()!'Iこに寸とも

重量じりと í\)Î[)~グ

重量以むなCひじ?討会しどし

てfミ

Cf)iキXげコピーす6jJJJ

押すたびに切り換わります。
タイト Jレ タイトルイ〆プノト

EJ17W山間:T旧 INPUTモ…ドオフ
タイトル タイトル イ〆プノト

TITL正点滅:TlTLEINPUTモート‘オン

t' 

ジョグダイアルを回すたびに切り換わります。
ディスク

[Disc  …ω 001 トラックヲイトJレ
プリセソト プリセント

PRE1蜘 PI司E9 ‘フ<"1)セットタイト)v
オル イレス

ALLERASE? ・ディスクとトラックの金タイトル消去
ミエキスト ロ【ト

CDtext LOAD? テキストコピーの準備

'COpy 点、五議 行COPγ点幻

@修正Eのj通科三を守ると、CDからMDヘ、テキスト〈トラックタイト jいが送俗宗

れまず〈

鯵 CD子午:コミトC)コピ を途中で[わけしたいときは、コピーしているCDデJ

スイノを取り山しますJ

実行後の表示
コ/プリト

COMPLETE! 取り込み完了
』手肘/ト n ~ f、

CAN'TLOAD 取り込み不完全
ノト アクセλ

CAN' T ACCESS:CDテキスト対応のCDプレーヤーが緩続されていな

し、。

L 凶 ω w れ沼山口 s

a 

@録手すを途中てや中止したいときは、 CDの隠キ を押します。

実行後のき提示
キヤ/ト ユピー

CAN'TCOPY! 

@ζ? 

。}
@確定する(ジョクダイアルを搾す)

取り込II!::"CDテキス卜データーを制障す与には

"COPY"I#.iH時、REbihJpUヤキーを搾してモードを切り換えますO

テキストをコピ-0ttが'5雌を銀葺

する
CDを一時停止にする

CDの録音したい簡を団4、静静iキーで‘選，~~

MDレコーダーを録音…時停止にする

CDの再生を始める

ト

ヲイト"o "TITLE 

~ 

閤

。。@。
コピーができない

¥¥I / /¥¥I  / / 
¥ ー / ¥ /

治一時"~ E::JE:Iγ 一時
/ ¥/ ¥  

情報奇書き込み中 ミニディスク排出にわ

ミニディスクを取り出す自

E玄〉
NVIjA討iNGas表示中は、情報をミニディスクに書き込み中の

ため、震動やf欝費量を加えないでください。

-取り込まれたCDテキストテ' ターは、自動的に削除されます。

dヨ



OM-9090 [J) 

本機に、サイバー・タイトラー(7JIs宅)を専用通信ケーフルで接続することにより、録音用MDへのタイトル入力からMDケースやカセットケースへのう

ベルプリントの作成ができます。

またMD録音中に離れた場所でのタイトルの打ち込みができ、そのデータを本機に転送し編集後、再びサイバー・タイトラーにデータを転送するなど、

タイトル編集が双方向通信で行えます。

詳しくは、サイバー・タイトラー(C下G907J日発、およびC下H90別売)の淑扱説明書撃をお読みください。

但し、いずれも本機と漢字でのタイトル編集はできません。

本機で編集中は、サイバータイトラー (CT-G90別売またはC下 H90
別売)からのタイトル転送はできません。

サイバー，タイトラ山で、 MD(::タイ弁ル若λカす3とき
。サイバー・タイトラーでディスクや繭のタイトルを入力する。

@サイバー・タイトラーとMDレコーダーをつなく"

@サイバ 'タイトラーからMDレコーダーヘヲイトんを送る

。 MD'こタイトルが入力される。

ザイ/f-.タイトラ聞でタイトルfF成、 MDレコ向ダ四でタイトル編集、すイ/¥'-.タイトラ叩でラベルをfF9とき
。サイバー・タイトラーでタイトルを入力する。

。サイバー・タイトラーとMDレコーダーをつなぐ。

。サイバー・タイトラーからMDレコーダーヘタイトルを送る 0

o MDレコーダーで、タイトルを編集する。

。 MDレコーダーからサイバー・タイトラーヘタイトルを送る。

。サイバー・タイトラーでタイトルをどのようにプリントするか選ぶ。

@サイバー・タイトラーでプリントするυ

。 MDのケースにラベルを鮎る。

接続には、必すサイパー鋼タイトラー付属の毒事F話通{書ケーブルをこ使用

くださいの イ寸産量の毒事子話通{言ケーブル以外のものをこ後j溺になると正しく

動作しません。

また、 fせE霊の毒事F詰i議{言ケーブこす有綴の延長ケーブんを緩絞された場

合総数件をしたり、他の機器への電波鯵審を与えることがあります。



TIM在

LEVELMETERM;QDE争 -t~つ~'r 
レベルメーターの表示内容をサイク少;ノクに切り換えることができますO

1.ノーマル表示 : Od8近辺のスケールが細かく設定してある

モード。通常録音苦(ひyク)や再生(ポッフaス)に

透したレベルメ…ターです。

2.ワイド表示 : Od8から30d8*でほぼ等鶴橋にスケールが

設定してあるモード。クラシックなどの微小レ

ベんから高l'レベルまでの激しい膏楽を寓生

するのに過したレベルメーターです。

METER 

FADE宇ーにつ~， て
ブェ…ト、モードをオンにすることにより、鈴を録管するとき、音をだんだん大きく

したりまた小さくしたりすることがで‘きます。
レノク イト 7ンタル

電源が入っているとき、RECINPUTがひIGITAしの場合、通常の停止中および

録音中に有効となります。解除するときは、再度点。トEjodLEVEキ…を押しま

す。

"FADE"点灯

ロトパ註U90iJ) 

持すたびに切り換わります J

惑の経遜袴鶴

. 護主(j)残寺喜望

磁の総経遜器寺務

践の総残.js寺略(停止仁村正、総総数もき提示)

ミニディスクの鐙議可能後量雲寺院号

6. TITLE トラックタイトル表示(蒋生中)/ミニディスクタイトル

表示(停止中)

録音量中
ン/クjレ

r~ Stt-J~，LE{+) 

i【 τOTAL(十}
リメイン

3 日正MAIN

:録音中の磁の経過龍寺濁

:袴生、録音の総経過降箆

:ミニディスクの録音可能幾重量時間

1曲も録音されていない場合
ン/クJ' フフノク ディスク

[mtG叫:…一一一合、情。τ時AcI<S"とき提示)
')メイン

2ノ REMAIN ミニディスクの録音可能銭議時間
タJ トル

、3. TITLE ミニディスクタイトル表示

押すたびに切り換わりますり

1 ノーマル表示伊j

2 ワイド表示例

>; .; ， 0 uVERI dSI r.:忠商要国

フェ四戸イン/フェードアウトの表訴
レンジ上段 :フェート、イン/フェードアウトのときの状態をクラフ表示す

る。

レンジ下段 :その日寺の円ch十Lchのレベルによって点灯する。

伊IJ(FADEINのときに
フ工…ドイン寸るごとにレベ)1ノ停が→進む

ブ 1 ート pウト

例 (FADEOUTのとき):



市販のタイマーを利用して、お好きな時刻に袴生や録音をすることも

できます。

言語亙る電波コードは、タイマーを通して翻が入るように接続しま

す。

使用するタイマーの取扱説明著書をよくお読みください。 ト
3B 以上、言電源が入らないようなタイマー録音設定はしないでくださ

い。議後の録音内容が消える場合があります。

"メモリーハックアップ" 吟

女イマー再生ヤマ夕、イ?-2325
盟各機器の震源問にす忍

冨
タイマ四再生す6とき

録音済みミニディスクを

入れる

タイマ皿銀葺す6とき
。録音燭ミニディスクを入れ

る

@希望の放送局を受信する

@耐と n¥(purキーで、ノース

に合わせる べき足
。録音レべんを調整する

間アンプの昔濯を決める

タイマ叩再生すSとき
。ミニディスクを手写生する

@アンプの音量を調節する

@ディスクを停止する

タイマ開銀25す与とき

アンプの音量を最小にする。

自タイマースイッチ若設定する

[タイマ同再生す与とき タ作曲鎮静す与とき ] 
TIME問

間cqFPぺ REC撞ljPLAY

DM-9090 (J) 

アンプ

eシイマ…録音なする場合、誤j長去7方Irてよみな主義可能な状態iこする。

@タイマ…録音きをする湯治、必ず録音可能崎信警な百産自記してくだ会い。

@設ノ九日寺川ヵ々、ぐもと、 tヲ:駄目~JIしディメクヰ竺、または緑色がお示リ汝

す/十高校寸る持雪量きの取扱説明塗せそよくお読みください

働タイマ /ペイソデ没、

タイマ
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震警子が悪いと故欝と考えがちですが、サービスに依頼する煎に痘状に合わせて…度チェックしてみてくださいハ

ンのときの接続コ ドの主主き援しや、あるいは外務からの嬰j;J;J

f}、マイコンが言異動作(操作できない、ディスブレイの誤表示な

とがあります この場合、次の苓廃棄をお試しください"7イ

ンがリセットされ、;選手苦の校建~tこE実ります η

MD甥諮ょの1i~定

まだ録音可能時間があるのにも誌と Fu'LL"1::表示される。

緩い践を消しても、録音可能待問が士替えない。

世主をつなくことができない、

録音ずみの時間と、録音可能時間の合計がMD全体の録音待問(60分、74

分)ど一致しないρ

編集でできた幽で早i釦人平直言しをすると、音が途切れる。

トラ yク(幽)番号が正しく付かない。

"READING"が表示される縛罪悪が異常に長い。

タイトルが1792文字入らない。

フソト; よしJ得手暴む議内界ど認ノ、

す。ご了承くたJざい

..256紛以上(トラック番号256以上ノ(ci:録答できませんr

(トラック番号256未満でも銀汚できないことがあります。)

このとき、ディスプレイのリメインタイム後五三は、"0・00"になりま

す。

@ミニディスク全体の残l)日守男雪が12t!>未満の場合(手、テるイスフレイのリ

メインタイム表示は、"0:00"になります。消去された訟の合計時聞が

12秒を超えると録務可能時簡のまま示が~イヒしますハ
・編集を繰り返したミニディスウの場合、短い飽を消しても、残雪量目守閣が

増えないことがありますう

..~扇集処理の結耳さとして生法れた助 lci:.つなげ?ない場合がありますの

@ヨギ~)信事を雪量IJ\単位として録tきが行われるため、表示時閣が そtしないこ

とがありますv

@ざまざまな条件の緩み会わせによりき切れ者発生する場合があります

が、的障ではありませんυ

e銭さきしたソ ス:CDほか;0)内寂じよュどは、短い凶ができることがあ

ります

@新品の録音問ミニディスクく録音されていないあの1を入れた場

会 JE自常よりも震い網"READING"が表示されます

..*編集を繰り返したミニディスクやトラック番号数の多いミニテ‘ィスクっ

-タイト)1;の記録エリアは、7文亨単位で使用さ才1ているため1792文字

入りきらない場合がありますっ



ディスプレイ表示とぞの対応

ノー ティスク

NO DISC 

アノロノク

001 UNLOCK 

001 SCMSON 

ノノトオーァイ寸

001 NotAudio 

ア ィ λク フル

DISC FULL 

タイトル フル

TITLE FULL 

ブソ/ク γ ィスク

BLANKDISC 

ノ ?ラノケ A

NOTRACKS 

ア， /ク

READING 

ライテイノク

WRITING 

ア 4スク ヱラ

DISC ERROR 

I _イノト

EDITNOW! 

キヤ J ト エテイノト

CAN'TEDIT 

?の点滅

ゾUテクァノト

PROTECTED 

プι イ イノリ

PLAYONLY 

1ャJ ト アクセλ

CAN'T ACCESS 

キセ r ト コピー

CAN'TCOPY 

@ミニディλクが人 Jていない。

-デシ'う，)レコードまたは光ファイパ ケ ブjレが

はずれているか、不完全である。(接続されてい

ない。)

.SCMSによりデシ。タjレコピー禁止のソースをデ

ジタ)l;ili表者しようとしている。

カされているデジタル{君主ヲがオ ディオ信与

でない、

-録音凸]能なエリアがないの

.256脳包を録答しようとしている。

@賞受大文字数の制限を越えて、タイトjレな入力しょ

うとしている

.1司も録予号されでいないミニディスクですの

⑨訟は去最r号されていないが、ミニディスウタイトル

が害警かれでいる。

.TOC叫?高裁な該んてゃいますc

-編集、録音崎の名務の情報を芸書き込んでいるr

2のP'J宅子が異常であるυ

-編集中である。

ei菜さが短すきFる自の消去など、制限を超えて編

集をしようとしている。

."編多長を実行してもよろしいてやすかという穣l認

のためのメッセ…ジf

ライト プロテクト

。ミニう戸ィスクが"WRITEPROTECT"されてし

るハ

。湾生専用ミー fスタであと

..CDテキスト対応、のcfjブL/

IIなしL

ヤ カマj妾続されて

eフ一千二Zr夕、三ねじっ7イ/Zノ;/J'iC[)フレ

J¥ノていえよl¥

九ッ

窃 CDゴfレヤ J)υjつ¥宗治えだれとしてよ

..CDブしノ ヤ

なよ「いる

JJ再ざして

。(づりディパクによって、

あl)ます}

、F)Gf'什ヰー

ができ号tJいものが

口M-9090(J) 

@ミニテ$イスクを入れる。

-デジタルコ ドまたは光ファイバーケーブルを

正しく接続するc ベ

-アナログ主要2去に切り換える〕 時弘

-アナログ録音に切り換える。 時~君主

-志望号問ミニディスウ者人才l換弐る{

• I枚のディスウlこは256的以七主義淫寸き法サ

ん〈

."入力できる文字数について"を参照して〈ど

さ い-空Zマ

@湾生するときは 1録音済みのミニディスクにE立

し))換える

@ぞのまま録造して悶怒ありEttT/レι

⑨故隣ではありませんU

-古，ys章ではありません。

"を行うひそれができないとき

は、ミニディスクを取り?唱えてくだ会い。ベや

-改F章ではありませんの

@常時総統閣内で編集する。

エノタ

.ENTERキーな郊すと、誌編集が災行されます。

."WRITE PROTECT"を解除寸るI - 4 

@録音問ミニデノスウをいれる〆 ー 6

@ケン句、ソドのcfjテキスト対応、のCDブレ ヤ

トシンク口接続するf ザ 8

⑨デギ/く}対応じっC[)

セットする〈

' Aノノヰt〔:コブjノ

窃cfjブレヤと;六lケブ)1ノヰ

_.1 ヅ υ|セ

1フ

fJ1Dl/ 

命コ二fJ1モ ドをひ;トにし、じo、ねじな停止

aそのCDディスfノ〔乃タイトjレl法、コピ…で脅さut
!C"， 、コじ でだるCD7"rスクに衰える



事主主主キーを持しでも努力、出ないυ

録音がてきないr

替がひずむ。

雑音が大きい。

リモコンで官霊源がオンできない。

~ 

..SCMSによりデシ、タ)1ノコどー禁よしのソ λを

子、ジタjレ録音しようとしている。

@宇奈tきレベ)1ノ7りて低い アナログ録袴日守

@手~~主導用ミニディスクが人コている

と?ミコていなし'0

@録音レベjレキt議員れしi康守

e主菜笛的ミニディスクを人れるの

@之 アイ人シセ人イ県ん匂U

@実際(J)入力ソ ノミと合わせる υ

仁JM"9コ901J)

ゅ i24 

ゅ， 25 

ーペ

@システムコントローjレコードでシステム蜘さ I..アンプ臥刀切り換えをMD以外iこするつ

れているとき、アンプの入力切り換えがMDIこ
な Jているし

-録音レペjレの設定をしていなし '0 ・銭笛レベjレを言者節する0

・ひずんだ笥でや録音さぎれたミニディスクを再生 i・ミニディスク在実検するり

している。

@外部の雑音を誘:簿している。 @電気器5妻、テレビなどから離すの

-AsJゅし

"ワ←

..71主体のPOWERキ がオフiこなコている。 @本体のPOWERキ をオンlこする。

ノル タノ

TOC*1 ・ 全てのミニディスクiこは音声俗芸号以外にTOC Table of Cont日ntsJといて叶青報が記録されています。TOCとは本の日次(こ相当し、菌数や演奏時

陸塁 t文字情報などのうち、筆書き直すことのでもぎないものが入コています。

ユ トック

UTOC*2: TOC以外に録音伺ミニディスク{こ特有な情報をυτOC(US巴rls

うち、奪三F践し可能な情報が入コていますの

オフ

Of )と日手びます。このUTOCiこは闘数や演奏時轡、文写情報の

時五



{規絡]

形式.......・H ・...・H ・.....・H ・......・H ・.....・M ・....・H ・-幽・・・・・・・・・H ・H ・....・M ・-…“ミニディスクデジタルオーディオシステム

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

記録方式....・H ・.....………ー...・M ・…....・H ・・・・H ・H ・-…....・H ・......・H ・-…磁界変鵠オーバーライト
アダブティブ トフノスフォム アコスティック コーテインク

音声圧縮方式…・....・H ・....…H ・H ・....…………..…・・・・………… ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding ) 

回転数…....・H ・.....・H ・........・H ・...・M ・-幽・・…・・・…・…....・H ・-・幽岨H ・H ・....約400rpm-900rpm (CLV) 

[D/Aコンパ…ター}
D/Aコンバーター...…日闘…....・H ・-…....・H ・........・H ・....・H ・...・H ・・・・・ 1ピット(24bit Fine D.R.I.V.E.) 

オーJ¥ーサンプリング H ・M・..…...・H ・.....・H ・......・H ・......・M ・..…-…...・H ・闘 8fs (352.8 kHz) 

[AlDコン1¥…タ…}

A/Dコンバーター.……・・・・‘H ・H ・-…....・H ・.......・H ・.......・H ・...…..4次 A芝方式+D.R.I.V幽E.変換

サンブリンク燭波数....・H ・…・...・H ・.....・H ・H ・....・H ・....・M ・..........・…・闘 44.1kHz 

{テcジ、タルオーディオ'投能]

殿波数特性(再生時)日開聞闘…………...・H ・-……………・…““… 8Hz-20kHz 

SN比(再生時}…H ・……………明朝日朝日‘H ・H ・………….......・H ・...… 110 dB以上

ダイナミックレンジ{再生時)・H ・M ・...・M ・-……......・H ・……‘・H ・M ・-…百8dB以上

総合ひずみ率 (1kHz、手写生時)...・H ・-…......・H ・e・H ・M ・....・M ・....・H ・-… 0.004%以下

ワウ・フラッター(EIAJ)・…・・・…..........・H ・-…H ・M ・-…H ・H ・...・H ・...・...測定限界以下

アナログ入力感度/入カインピーダンス....・H ・........・H ・.....…....・H ・.500m V / 22 kn 

アナログ出力レベル/出力インピーダンス…………・・諭日…・ 2.0V 1300&2以下

ヘッドホン…...・H ・...............……H ・R・-…“M ・M ・-・・・岨....・.........… 20mW/32L!負荷

デジタル入力

コアキシャJレ…...・M ・..…...・H ・..…...........・H ・......・M ・.....・M ・..…...・H ・.0.5Vp“p/75i2 

オブチカル(発光波長 660nm)........・a・...・H ・....・H ・.......・H ・.....・H ・.-15dBm-ー21dBm

デジタル出力

コアキシャル.....……...・H ・M ・M ・..…圃H ・H ・..………...・H ・..……ぃ・・…。闘5Vpωp/75L!

オブチカル(発光波長660nm)…....・H ・....・H ・....・M ・‘・H ・H ・.......…ぺ5dBm--21dBm 

{電源部・その他}
電源電圧・電源調波数.…….....・M ・...・H ・.....…....・H ・-……・刷刷H ・M ・…… AC 100 V 50/ 60Hz 

定格消費電力(電気用品取締法に基つく表示)...・M ・-…・“・・・…闘...16W

最大外形寸法…...・M ・...........…………-…-……................…日幅 440mm 

百認さ 130mm(ピンスパイク装着時、最小高さ)

奥行 373mm 

質量(愛重量)…....・H ・...・H ・-・嗣圃・…・………………....・H ・....……・ 10.2kg (正味)

1これらの定格およびデザインは、技術路発iこ伴い予告なく変更することがあります0

2.極端に寒い(オくが凍るような)場所では十分な性能力3発襲撃できないことがあります。

口M.90目。 (J)



修理費ご鍛鱒i二容器とま
「故篠e恩われる症状ですが ..Jを参照してお調べいただき、なお奨

常があると者は、製品の霞源草子OFFにし J必ず電源プラク努主主い7

から、お震いよげの販売g、または最寄りのケンウッドのサ…ピス

ステーション、営業所にご連絡ください。

(別紙“全国サーとス網"をご参照ください。)

保証期閣内の場合此..

保証書の記載内容に従い、お翼い上げの販売j吉、またはケンウッドの

サービスステーション、営業所が無料修理いたします。修理の際(;t.f呆託
著書をご提示ください。

@霊童;包ヤJ、 郊の消耗Bs8るの3i:J鼻、なりび(こ落下、水没な

ど t不通切なご使間によるお~ß章の場合土、深夜期関内で

もそヨ料となります。詳しくは保銃撃をご箆くださいの

DM.9D9D IJ) 

持品修理と出張修理
「持込修理JJ出猿修潔jのどちらが適用されるかは機穏によって奨な 長

ります。保説書の記載をご確認ください。

@修理のためにセットを販売fおやケンウッドのサ ピスス

テ ション、営業所までお持ちになるときは、お震いよげ

のセット全部をお持ちください。(スピ…カ…は除きます)

・セットを修理に持ち込まれる需要は、翰送中にキズが付く

のを防ぐため、必ず包装してください。

(お震いよげ時の4闘を立材の再使間が理想的です。)

謀al.期鰐が適ぎで'1..5~夢昔話...
お翼い上げの販売j在、またはケンウッドのサービスステ…ション、

いで竹?内?ア

営業所にご椅談ください。修理すれば使用できる場合には、お客様のご

嬰妥により有料にて修理します。

@ステレオ補修用性鋭部品の策佼保有期間{立、製造ち窃

リ?妻、8年間ですの

@この期間(立、i筋商産主要産省の指導によるものですう

副長修向性能持出品とはその製品の機能を維持するために

必官ぎな部品です

修理料金のしくみ(有料修理の場合、これらの費用が必婆です。)

・技術料故!憶した製品を正常に修復するための料金です。

+主{持者の人件費、妓f布教奇襲警、測定機器器等の設備費や、

月号管f皇室きなどが?さまれていますω

.Bs品代修理iこ使用した部品の代金です。その他、修理lこイサ平野す
る潟3ヰ舎を含む場合もあります。

-出張料製品のある場所ヘ技術考を派遣する場合の賛同です。

日目主主、駐車料金をいただく場合があリます。

。
このような疲状はありませんか?

-君主源をONtこしても音が出ない0

・音が時々消えることがある O

・~なにおいがしたり、爆が出たりする 0
.~電源をOFFtこしても者が消えない。
・内部に水や異物が入った。

|出張修一………お知らせく日い

・製品名

-お皇室いよげ年月B

-故障の症状(できる

-お客様の連絡先(お名前、伎所、電話番号)

副園勘静

ご使用中止!
故障や事故妨止のため、電話事をOFFtこして震源
プラグをコンセントから抜きます。
必ず版発J!またはケンウ yドのサービスステーション、
営業所までご漆絡ください。
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1長

|くENWOOD
株式会社ケフウッド
〒150 東京都渋谷区道玄坂ト14-6

-蕊品および鶴品の取り扱いに隠するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。

お客様相談室(東京)電話 (03)3477-5335'T153東京都g祭区青葉台 3-17-9(ケンウッド青葉台第二ビル)

(大瓶)電話 (06) 357嶋 5335守534大阪市都島区東野田町 1-20-5(大阪京橋第一生命ピル)

・アフターサービスについては、お買い上げ、の販売痛か、または、別紙「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、各営業所にご相談ください。

ぐ
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