
ENW00D  
ポータブルMDレコーダ」  DMC－L7R  

取扱説明書  
お買い上げいただきましてありがとうございました。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の  
通り正しくお使いください。  
また、この取抜説明書は大切に保管してください。  
本機は国内専用モデルですので、本機のACアダプターを外国  
で使用することはできません。   

Precautionforuse  
Thisunitisdesignedfordomesticuseonly，anditis  
VerydangeroustousetheattachedACadaptorabroad．  
NeveruseitoutofJapan．  

株式会社ケンウッド  

KENW00D CORPORAT10N  

固  
電源について  

本機の外部電源は、付属のACアダプター、乾電池  
ケース、および別売の専用カーバツテリーアダプ  

ター以外は使用しないでください。  
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●小型・薄型設計   

MDジャケットサイズで薄型のため、ポケットにも収まりやすく携罵   
するのにとっても便利です。  

●リチウムイオン充電池採用の長時間連続再生・連続録音   

リチウムイオン充電池のため、安心してつぎ足し充電ができます。   
付属充電池で約14．5時間連続再生、約9．5時間連続録音が可能です。   
さらに、単3アルカリ乾電池との併用で、約26時間連続再生、   
約14時間連続録音も可能です。   

●充電スタンド   

携帯電話感覚の置くだけで簡単に充電ができる、充電スタンドを何店   
しています。  

●デジタル録音レベルコントロール   
デジタル録音するときでも、アナログ録音するときのように、お好局   
の録音レベルに調整できます。   

●フェードイン】フェードアウト録音   
音楽ミキサーのように、録音レベルを少しずつ上げながら録音を開封   
したり、少しずつ下げながら録音を終了することができます。   
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ご使用の前に  

■絵表示について  

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな  

絵表示をしています。その表示を無視し、誤った取り抜いを  

することによって生じる内容を次のように区分しています。  

内容をよく理解してから本文をお読みください。  

お
使
い
に
な
る
前
に
 
 

△危険  人が死亡または重傷を負う恐れが  
高い内容を示しています。  

人が死亡または重傷を負う恐れが  
ある内容を示しています。  

けがをしたり財産に損害を受ける  
恐れがある内容を示しています。  

■絵表示の意味  

△  
この記号は 

気をつける必要がある  
ことを表しています。   

○堅  
この記号は  

しなければならない  
ことを表しています。  
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充電池の取り抜いについて  

漏液・発熱・発火・破裂などを避けるため、必ず次のことを  
守ってください。  

火の中へ入れたり、分解・加熱しない。  

ショートさせない。  

（ネックレスやヘアピンなどの金属類と  

一緒に携帯・保管すると、ショートする  

ことがあります。）  

∴、・二・・・・・－・  
（≦謬  

◎  釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、  

ハンダ付しない。  

充電池に貼ってあるビニールをはがしたり、傷つけない。  

本体以外では充電しない。  

火のそばや炎天下など、高温の場所で充電・放置をしない。  

付属の充電池は、本機以外には使用しない。  

充電池が漏涌して液が日に入ったときは、こすらずにすぐに  

きれいな水で十釧こ洗ったあと、直ちに医師の治療を受けて  

ください。  

目に傷害を与える恐れがあります。  
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ACアダプターの取り扱いについて  

火災・感電による事故を防ぐために、次のことを守ってください。  

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、  

ねじったり、加工したりしない。  
また、重い物を乗せたり、加熱したり、  
引っばったりすると、コードが破損します。  

タコ足配線はしない。  1、  

コードが傷ついたときは（芯緑の露出、  

断線など）、販売店に交換をご依頼くだ  
さい。  

内部に物や水などを入れない  

火災・感電を避けるために、次のことを守ってください。  

MDの挿入口などから内部に金属類や  
燃えやすい物などを差し込まない。  

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所  
では使用しない。  

い  

電池ケースの取り扱いについて  

乾電池ケースを携帯・保管するときは、乾電池を入れたまま  

の状態でネックレスやヘアピンなどの  

金属類と一緒にしないでください。  

ショートすることがあります。  
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Cアダプターの取り扱いについ  

火災・感電を防ぐために、次の点に注意してください。  

ACアダプターを抜くときは、  

コードを引っばらない。  

◎  
コードが傷つくことがあります。  ♂盲  

濡れた手でACアダプターを抜き差ししない。  

コードを熱器具に近づけないでください。  
コードの被覆がとけることがあります。  

△  
コンセントヘの差し込みがゆるくぐらついていたり、プラク  
やコードが熱いときは、使用を中止してください。  

布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。  
熱がこもり、ケースが変形することがあります。  

音量に気をつけて  

ヘッドホンで聞くときは、音量の設定に十分気をつけてください。  
思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因となることがあります。  
また、耳をあまり刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。  

本体に長時間触れない  

使用中はあたたかくなりますので、直接肌に触れたままで  
長時間使用しないでください。  
やけどの原因となることがあります。  

お手入れのときは  

安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。  
感電やけがの原因となることがあります。  
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乾岳池の取り抜いについて  

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・発火の原因  

となることがあります。次の点に特に注意してください。  

充電しない。  

ショートさせない。  

◎ 、ま 蓼ク  

水に濡らしたり、加熱したり、火の中へは投げ込まない。  

分解しない。  

乾電池が使えなくなったり、長期間使わないときは、乾電池  
ケースから取り出してください。液もれをして機器を腐食  
させたり、手や衣類などを汚す原因となります。  
（液がもれた場合は、乾電池ケースについた液をよく拭き取って  
から新しい乾電池を入れてください。万一、もれた液が身体に  
ついたときは、水でよく洗い流してください。）  

プラス（十）とマイナス（－）の向きを表示どおり正しく  

入れる。  

長期間ご使用にならないとき  

安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜き、  

充電池などをはずしてください。  

●この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一   
故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもより   
のケンウッド営業所、サービスセンターまでご連絡ください。  

●お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、   
その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害に   
ついては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切   
その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。   
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お知ら雪 ●カタログおよび包装箱に表示されている形名の最後の   
アルファベットは製品の色を示す記号です。   
色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。  

●この製品は、ドルピーラポラトリーズライセンシンク   
コーポレーションの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。  

●ACアダプターの形は、イラストと異なることがあります。   

13   



モード／フェード切換ボタン  
【29，30，31，42，60】  

（轟音モード切換／再生モード切換／  

フェード諒音設定／設定メニュー変更）  

表示切換ボタン【29，44】  

（表示切換／文字の種類選択）  

エディットボタン【33．35，44－54】  
（オートマーク設定／  

タイムオートマーク設定／編集メニュー選択）  

エンクー／シンクロボタン  
【25，27，43，44－55】  

（シンクロ辞書／2倍速早聞き／操作の実行）  

停止／電源切ボタン【28，39】   

音量調整ボタン【38，46】  
（音量調整／カーソル移動）   

再生／一時停止ボタン【25，27，38，31   

早送リボタン【25，27，41．46，49，6C  
（早送り／曲番選択／  

録音レベル調整／文字選択／設定変更）   

早戻しボタン【25，27，41，46，49，6（  
（早戻し／曲番選択／  

録音レベル調整／文字選択／設定変更）   

重低音ボタン【30，39，47】  
（重低音／フェード時間切換／文字消去）  

緑青ボタン【25，27，33】  
（辞書／曲番追加）  

お
使
い
に
な
る
前
に
 
 

●【】内はおもに説明しているページを、（）内はおもな機能を表していますく  

●ボタンを操作すると、リモコンの表示部に約10秒間照明がつきます。   
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表 示 部  

2倍速早聞き再生表示  レベルメーター  

モノラル長時間モード表示  リピート表示  

トツク TOC表示  

電池残量表示  

ランダム表示  

曲西表示部   

文字情報表示部  

録音表示   

シンクロ録音表示  

動作表示   

ディスク名表示  

曲名表示   

ノi貞訟＼MONO臥ST  

DISCTRACK  

録音残り時間表示  

光／ライン入力端子  
【24】   MD取出しつまみ  

【22，38】  
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3本体を充電スタンドに置く。  

うしろのツメの部分を合わせた  
あと、確実に置いてください。  
●約4秒後に‘‘［享享≒I”が点滅し、   

充電が始まります。   
約4時間すると充電が完了   
し、“［≒享≒I”が消えます。  

充電スタンドから取りはずすには  

②l  
●充電スタンドを軽く手で押さ   

えて、本体の手前を先に持ち   

上げます。  

お知ら耳 ●各プラグは最後まで確実に差し込んでください。  

■●  
本体を充電スタンドに置いたとき“：室≒享I”が点滅しない  

場合は、すでに充電が完了しています。  
●この製品は、0℃～40℃の場所でお使いください。   

（ただし、充電は5℃～35℃の範囲で行ってください。）  

●ACアダプターを本体（DC（N5V端子）   

に直接つないでも充電することができ  

ます。  
（この場合は、約3時間で充電できます。） 

句扉㌫5V掛   

●充電スタンドは、斜めにおこすことも   

できます。  

ご注意 ●充電スタンドは屋内用です。  

車載用として使用しないでください。   
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■ACアダプターで使う   
充電池が入っていなくても使用できますが、充電池が入っていると、   
動作中でも充電できます。（フローティング充電）  お

使
い
に
な
る
前
に
 
 

お知ら雪●録音するときは、ACアダプターで使用することをおすすJ   
します。このとき、充電済みの充電池を入れておけば、万一   
停電になっても、電源は自動的に充電池に切り換わりますq  

●充電池が入っていない状態で、ACアダプターのプラグ   
っないだり、本体を充電スタンドに置いたりすると、自軌   
に再生が始まることがあります。   
電源の切り忘れに注意してください。  

ご注意●ACアダプターや充電スタンドを長時間ご使用にならないと  
は、安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜い  
ください。  Yllr 
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お
使
い
に
な
る
前
に
 
 

■充電池と乾電池を併用して使う   
充電池と乾電池を併用すると、さらに長時間使用できます。   
また、充電池折肖耗しても、補助電源として使用することができます。   

●このとき、充電池は取り出さないでください。   
●乾電池は、別売の単3形アルカリ乾電池（LR6）を使用してください。  

お知ら竺●充電池が完全に消耗していると、乾電池ケースを取り付け   

てもすぐに動作しないことがあります。  
●充電池や乾電池を使って録音するときは、ヘッドホンの音   

量を‘■0”にしておけば、電池の消耗が少なくなります。  

ご注意●乾電池ケースには、充電池（ニカド電池等）を使用しないで   
ください。  

●充電池と乾電池を併用しているときに、どちらか一方を取り   
出さないでください。   
録音や再生が止まることがあります。  

●長時間ご使用にならないときは、電池をはずしてください。   

（電源が切れていても、わずかですが電池力う肖耗しています。）  

■カー電源アダプターで使う   

くわしくは、別売のカー電源アダプター（DC－C70）の取扱説明書を   
ごらんください。  

ご≡ぎ ●カー電源アダプターで使用するときは、充電池を取り出し   
ておいてください。  

●指定以外のカー電源アダプターを使用しないでください。   
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ご注意●MDを入れるときは、無理に押し込まないでください○  
故障の原因となります。入りにくいときは、一度MDを取㌧   
出し、再度入れ直してください。  

●MDを取り出すときは、電源を切ったあとに行ってください0  

［璽］や・崩先百計行を表示中は、ディスクホルダー   
がロックされ、開けることはできません。  

オープン  無理にOPENつまみを動かすと、故障の原因となります。  
●ディスクホルダーを無理に開けないでください。   

故障の原因となります。  
●ディスクホルダーが確実に閉まらないときは、一度デイスく   

ホルダーを開けて、やり直してください。   

■  



試し録音について   
●大切な録音（講演会、旅行など）をする前に、あらかじめ試し  

録音をして、正常に録音されることを確かめてください。   
●本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかっ  

たときの内容の補償については、ご容赦ください。  

音楽著作権について   
あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権   
法上、権利者に無断で使用できません。貯P．72  

シンクロ録音とマニュアル録音について   
●シンクロ録音とは、接続した機器の音を検知して、自動的に録音  

を開始したり、一時停止することです。   
●マニュアル録音とは、ご自分の好きなタイミンクで操作して、録音  

や一時停止することです。   
●シンクロ録音の場合、オーディオ機器からの再生信号やマイクから   

の音声信号によっては、正確な位置で録音開始や一時停止しない   
ことがあります。このようなときは、マニュアル録音を行ってください。  

MDの種類について  

＿
M
D
に
録
音
す
る
 
 

再生専用MDとは  
市販の音楽ソフトはこのタイプ  
です。録音や編集はできません。  

固  シャッターが片面（裏面）  

にあります。  

録音・再生用MDとは  
－‾‾ 

－ 二  シャッターが  
両面にあります。  

誤消去防止ツマミについて  
誤消去防止ツマミ  

●録音や編集はできなくなります。  
●再び、録音や編集をするときは、誤消去防止ツマミをもとに   

戻します。（裏面の穴を閉じる）   

23   



■接続する  

M
D
に
録
音
す
る
 
 

お知ら雪接続する機器の設定について  
●接続する機器によっては、再生状態にしないと、光出力≠   

出ないものがあります。   
そのような機器では、録音を開始するとき、㊥を押しても   
動作しません。あらかじめ再生の待機状態にしてください0  

●ポータブルCDやMDプレーヤーなどから録音するとき  
（充電池や乾電池の電源で使用中）は、光出力が出ないものプ   

あります。そのときは、AC電源を使用してください。   
また、音とびを防ぐ機能がついている機器では、そのスイツ刊   
■l切”にしておいてください。  

音量や低音の設定について  
●録音中に音量を調整しても、録音には影響ありません0  
●録音中には低音の調整はできません。   



7録音用MDを入れて‥  

t
M
D
に
録
音
す
る
 
 

2接続した機器を再生して、録音レベルを調整する。  
巨＝三：＋：さj㍉  

q．．上がる LEVEL、 
、   

デジタル録音レベルコントロールについて  

この製品は、デジタル録音でもアナログ辞書と同じように、  
録音レベルの調整ができます。  
●＋12～－12dBの範囲で、1dBごとの調整ができます。  
●CDからのデジタル録音のときは、通常は“D．LOdB”にご   

CSチューナーなどからのデジタル録音のときは、‘‘D．L＋8dB”   

を目安に設定します。  
●デジタル録音レベルを一度調整すると、設定内容は録音を停止   

しても記憶されます。（設定を解除するには旺否⊃P．60）  

3接続した機器を、再生の待機状敷こする。   
（録音したい曲の頭出しをしておく。）  

4シンクロ録音するとき  マニュアル録音するとき  

亀㌔舌開始  
接続した機器の再生を開始   
します。   

録音の待機状態  

◇  

接続した機器を再生すると、  
自動的に録音が始まります。  
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■接続する  

接続するマイクについて  

別売品以外のマイクを使うときは、必ず、プラグインパワー方式に  
対応したものをご使用ください。  

●プラクインパワー方式に対応していないマイクを接続すると、正し〈   
動作しなかったり、故障の原因となります。  

プラグインパワー方式に対応したマイクとは  

マイクには、動作用の電源を必要とするものと、必要としないもの  
があります。電源を必要とするマイクの中には、電池を内蔵するも  
のと、本体から電源が供給されるものがあります。本体から電源が  
供給されることによって動作するマイクを、プラクインパワー方式  
対応のマイクと言います。  

接続時のご注意  

●各プラグは最後まで確実に差し込んでください。   
接触不良などにより、正しく録音できないことがあります。  

●プラクはいつもきれいにしておいてください。   
プラクが汚れていると、雑音が出ることがあります。 オプティカルラインイン  

●マイクから録音するときは、OPTICAL／LINEIN端子には何も接系   

しないでください。   



†録音用MDを入れて…  

■
M
D
に
誓
す
る
 
 

2マイクから音声が入っているときに：録音レベルを調整する。   

巨岩二三  Hこ：  

下がる霹L笥上がる  

3シンクロ録音するとき  

萄   
押すたびに、録音の感度が切リ  

マニュアル録音するとき   

＠ 録音開始  

マイクシンクロ  
MICSYNCH：－24dBをこえると  
‘小さな菖開始’緋開始します。  

マイクシンクロ  
MICSYNC L：L12dBをこえると  

（ある関大きな書で 録音を開始します。 軍書開始）  

換わります。  

サ  

マイクから音声が入ると、  
自動的に録音が始まります。  

お知らモ ●シンクロ録音するとき、雑音などで録音が始まるときは、  
マイクシンクロ   

録音の感度を“MJCSYNCL”に設定してください。  
●録音の感度は、録音中でも切り換えできます。 マイクマイク  

●録音レベル表示が“MrCH2l”から“MICL20”の間で   
切り換わるとき、音が一瞬とぎれますが故障ではありません。   
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緑青を一時停止するには  

シンクロ緑青のとき…  
●オーディオ機器から録音しているときは、接続した機器を停止   
すると一時停止になります。再び再生すると、続けて録菖できます0  

●オーディオ機器やマイクかうの無音状態が3秒以上続くと自動的に   

一時停止になります。（録音開始後、約10秒間は一時停止しません0）   
再び音声が入ると、自動的に録音が始まります。  

マニュアル録音のとき・・・   

＠   
●録音の待機状態になります。  
●もう一度押すと、録音が始まります。このとき、曲番が1つ増えます0   

録音を停止するには   

く義  

電源を切るには   

停止中に…   

亡義   

●TOCを記録したあと、電源が切れます0 汀OCについて嘩∋P・65）   
●停止後そのままにしておくと、約2分後に電源が自動的に切れます0   

トツクエデイツト  
ご注意●録音中や録音を止めたあとのl‘TOCED汀！”（唾FP・65）  

■  
M
D
に
録
音
す
る
 
 

表示中は、本体に衝撃を与えないでください○  
正しく録音や記録ができないことがあります。   ■  



ステレオモードの約2倍の時間が録音できます。（モノラノ個寺問モード）  
会議や講演会などを録音するときに便利です。  

】
M
D
に
誓
す
る
 
 ●入力がステレオでも、右チャンネルと左チャンネルの音がミックス   

されて録音されます。（モノラル緑青）  
●録音中、ヘッドホンから聞こネるモニター音はステレオですが、録   

音されている音はモノラルです。  
●モノラル長時間モードで録音すると、通常再生の2倍の早さで聞く   

ことができます。（2倍速早聞き再生唾FP．43）  
●モノラル長時間モードに対応していないMDプレーヤーでは再生  

できません。  

原音の席り辟厨を磨かめる田  
録音前や録音中に、録音できる残り時間を確かめることができます。  

●表示された残り時間は、実際の残り時間と多少異なることがあります。   
（唾FP．70）   
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フェードアウト           ＝  録音レベルを少しずつ下げながら、  
録音を終了することができます。  

†録音中にフェードアウトしたい所で…  

●フェードアウトしながら録音の  

三  
一時停止になります。  

M
D
に
録
音
す
る
 
 

、IllllJlll′ －FRDE OUT－  
（フェードアウト中は点滅）  

MDの終わりでは自動的にフェードアウトされます。  

録音用MDの終わりで、急に音が途切れ  
ないようにするために、MDの終わりを  
感知して、録音レベルを自動的に少しずつ  
下げながら録音します。  
この機能を解除するには、次のように  
します。  

1．録音中や録音待機中に…   

岩を2秒以上押す0   

2．現在の設定を表示中に・  

自動フェードアウト                ＝  

♪刀」♪彗済済箋  

MDの終わリーJ  

R．F－［lリl［桐  

現在の設定を表示  

軋F一口UⅦFFi（解除）   

岩を押す。 誓諾慧遥り 

．。H．（甜  

お知らせ ●フェードインやフェードアウト録音中に、ヘッドホンから  

■．  
聞こえる音は、変化しません。  
録音された内容によっては、フェードインやフェードアウト  
の貢が、設定した時間より短く聞こえたり、長く聞こえたリ   
することがあります。  

●録音可能な残量がフェード時間より短いときは、   

フェードイン／フェードアウト：「責絹紹詭」  自動フ工 

一ドアウト＝「A．F」   
と表示され、フェード機能は働きません。   

3†   



オーディオ機器から録音すると、曲番が自動的につきます。  

アナログ入力から琴肯したとき（オートマーク）  

アナロク入力から録音するときは、1秒以上の無音があると、自動的  
に曲番がつきます。  
オートマークを解除して、ひと続きの曲として録音することもできます。  M

D
に
録
音
す
る
 
 

♪」J「」♪γ♪；無音状態  

1曲目   ◇ ：2曲目  

♪JJ「J♪γ♪  

●信号に雑音があるときなと、録音する内容によっては、正しい位置に   
曲番がつかないことがあります。   

デジタル入力から録音したとき（シンクロマーク）  

【CD／MDのみ】  

CDやMDから録音するときは、CDやMDについている曲番と同じ所  
に、曲番が自動的につきます。  

1曲目   2曲目   3曲目  

∫二   
1曲目   2曲目   3曲目  

●MDによっては、再生側の曲番と録音されたMDの曲番が一致   
しないことがあります。  

●録音時に、再生側をプロクラム再生、または手動で選曲しながら   
再生したときは、曲番が正しくつかないことがあります。  

●CDの再生機器によっては、デジタル入力でも曲番がつかない   
ことがあります。  

●CS・BS放送の番組をデジタル入力で録音したときは、曲番が   
自動的につかないことがあります。   



■オートマークの設定を切り換える   

（アナログ入力のみ）   

オートマークを解除すれば、1回の録音を1つの曲番として録音する   
ことができます。  

M
D
に
録
音
す
る
 
 
 

●CDやMDからデジタル入力で録音したときは、オートマqクを解除   
してもCDやMDと同じ所に曲番がつきます。   

■手動で曲番をつける   

録音中（アナログ入力／デジタル入力とも）に、手動で曲番をつける   
ことができます。  

●40秒以内に、8回以上曲番をつけようとすると、ボタンを受けつけ   
なくなります。そのときは、しばらく待ってから操作してください。  



マイクから録音するときは、一定間隔（お買いあげ時は、約5分間  
隔）で曲番が自動的につきます。  
また、マイクからシンクロ録音すると、3秒以上の無音で自動的に  
一時停止して、曲寄がつきます。  

†弓■  
M
D
に
緑
青
す
る
 
 

●－－－－－は、タイムオートマークでつく曲番  

●一は、シンクロ録音中、3秒以上  
無音状態のときにつく曲番  

マイクからマニュアル録音をしているとき  

曲亭1  曲番2  曲番3  曲事4  

5分  5分  5分   

●5分ごとにタイムオートマークがつきます。   
●録音中にタイムオートマークの設定を変更したときは、  

そのときからの時間になります。   

マイクからシンクロ録音をしているとき  

曲番1 曲寄2  曲番3 曲畜4  曲番5  

2分  5分   1分  5分  

3秒以上の無音がないときは、前についた曲番  
から5分後にタイムオートマークがつきます。   



35   





デジタル録音とアナログ録音には次のような違いがあります。  

デジタル録音  アナログ緑青  

CDやMDのデジタル信号を、デ ステレオやラジカセなどのオー  
ジクルのまま録音する方法です。 デイオ機器での再生音（アナログ  
アナロクに比べて、高音質での 信号）を録音する方法です。  
録音ができます。  付属の接続コードで、いろいろな  

機器と手軽に接続できます。   

■サンプリングレートコンバーター内蔵   

本機はサンブリンクレートコンバーター内蔵のため、CS／BSチュー   
ナーやDATデッキなどサンブリンク周波数の違う（32kHz、   
48kHz）デジタル機器に接続しても、自動的に44．1kHz（本機の   
周波数）に変換してデジタル録音できます。  

†
M
D
に
針
引
る
 
 

■デジタル録音に関するご注意   
デジタル入力で録音したMDを、さらに別のMDやDATなどにデジ   
タル録音（コピー）することはできません。これは、SCMS（シリ   
アルコピーマネージメントシステム）により定められた規格です。  

＝二二≡  
録音できません  
デジタル録音したMDを、  
さらにデジタル接続で  
別のMDに録音すること  
はできません。  

録音できます  

録音できます  

録音できます   
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リモコンの使い方  
旺3戸P．16  

5低音を調整する。  
1回押すと現在の設定を表示し、その後押すたびに、  
次のように切り換わります。  

BASSl－→．BASS2・・・・・・・・■BASS3＿＿＿＞BASSOFF  
（少し強調）（より強調）（さらに強調）（強調解除）  

●最後の曲が終わると、停止します。   

一時停止するには  電源を切るには   1  
M  
D  

を  
聞  
く  

停止中に・・・   

t義  

●停止後そのままにしておくと、   
約2分後に電源が自動的に切れ   
ます。  

＠  
●もう一度押すと、再生します。  

停止するには   

く義  

●再び再生すると、止めた所から   
再生します。（リジューム機能）   

ただし、MDを取り出すと1曲目   
から再生します。  

お知ら乍 ●各プラクは最後まで確実に差し込んでください。  
●モノラル長時間モードで録音されたMDは、モノラル再生します。  

．［茎妄評］マークがついている再生専用ミニデイ；ク（市販の   
音楽ソフト）など文字情報（曲名など）を表示します。  

●音量や低音の設定は、電源を切っても記憶しています。  

ご注意 ●MDを入れてオートプレイが働いたときは、電源の切り忘れに  
注意してください。  
そのままにしておくと、電池が消耗します。  
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音のひずみについて  

●低音を強調しているときに音量を上げすぎると、曲によっては   
音がひずむことがあります。このときは、低音の強調レベルを   
下げるか、音量を下げてください。  

●音量レベルを・・24”以上に設定しているときは、音のひずみを   
少なくするために、低音の強調レベルが自動的に調整されます0   

音とびについて  
●この製品は振動に対して、音とびしにくくなっていますが、   

連続した振動に対しては、音がとぎれることがあります0   

音のエチケット  
●楽しい音楽もヘッドホンからもれる「シヤカシヤカ」という音は、   

周囲の人にとって気になるものです。   
捌こ電車やバスの中などの密集した場所では音量を下げ、他人の   
迷惑にならないように注意しましよう。  

リジューム機能について  
◇停止  

●話芸艶法子宝牒空言宣旨［三重：］型要撃           再生＝〇＞  

■
M
。
を
附
く
 
 

◇停止  

1曲目から再F申「二Ⅲ垂亘或  

＝〇＞再生  

（DC－C70）で使用しているとき  
（充電池や乾電池をはずした状態   

始まります。  

●ただし、MDを取り出すと、   

生が始まります。  

●別売のカー電源アダプター   

は、こんなこともできます。   
です。）  

l■J人口＋一 ‾‾‾‾～  

1．再生中に車のエンジンキーを‘‘切”に   
すると、この製品の電源も切れます。  
（一部、切れない車種もあります。）  

2．このあと、エンジンキーを“入”に   
すると、止めた曲の頭から再生が始ま   
ります。  

『   



リモコンの使い方  
嘩FP．16  ■頭出しをする  

再生中に、曲を選ぶ  

停止中に、曲を選ぶ  

●押したままにすると、曲番が連続して変わります。  
●MDに曲名が記録されているときは、曲名が表示されます。  

●㊥を押すと、その曲の頭から再生を始めます。  

■聞きたい場所をさがす  

再生中にさがす  

●最後の曲の終わりまで行くと、一時停止斗犬態になります。  
●最初の曲の頭まで行くと、再生状態になります。  

一時停止中にさがす  
一時停止中に、早送り／早戻しの操作をすると、再生中の操作よりも  
早くさがせます。  
●音は出ませんので、表示時間を目安にしてください。  
●指を離すと、その位置で一時停止状態になります。   

4†  



リモコンの使い方  
D3FP．16  

再生中に…  

押すたびに、次のように切り換わります。  

ランダム再生  
全曲を順不同に1回ずつ再生  

したあと、自動的に停止します。  

■
∵
主
∴
く
 
 

⊂言RANDOM・・・ランダムリピート再生  

全曲を順不同に選んで  

くり返し再生します。  

リピート再生  
全曲をくり返し再生します。  

1曲リピ⊥卜再生  

1曲をくり返し再生します。  

与・・＝・・・・  

1  

表示なレ・・通常再生  

●停止中に操作したときは、再生方法を選んだあと、   
再生を始めてください。  

ご注意●ランダムリピート再生／リピート再生／1曲リピート再生は、  
再生を止めるまで続きます。  
切り忘れに注意してください。  ■  

お知らせ ●ランダム再生／ランダムリピート再生は、自動的に曲を選びます。   

（自分で選曲はできません。）  
●“［団”表示が出ているときは、再生方法の変更は   

できません。  
●ランダム再生／ランダムリピート再生／1曲リピート再生中は、   

聞いている曲をこえて早送り／早戻しはできません。  
●ランダム再生／ランダムリピート再生のときは、聞いている堪   

以前への頭出しはできません。   



モノラル長時間モードで録音されたMDなら、2倍速で聞くこと  
ができます。  

■
M
D
を
針
 
 字間き再生を一時停止するには  

再生中に…  

●もう一度押すと、早聞き再生し   
ます。   

通常の再生に戻すには   

●早聞き再生中に、ステレオモー   
ドで録音された曲番になったと   
きは解除されます。  

●もう一度、早聞き再生で聞く   

ときは、∈≡ヨを押します。   
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1彼のディスクには、1つのディスク名と最大255曲の曲名をつけること  
ができます。（ディスク名と各曲名では最大100文字までで、合計約  
1，700文字まで入ります。）  

†ディスク名をつけるには   

停止中に…  

くり返し押して、  
ディスクネーム  

“DLSCNAME”を選ぷ。   

萄  

曲名をつけるには  

つけたい曲の一時停止中に…  

くり返し押して、  
トラックネーム “TRACKNAME”を遇ぷ。  

萄  

M
D
を
編
集
す
る
 
 

1
 

文字の入る位置（カーソル）  

●文字の入力状態になります。  

●操作を中止するときは、てココを   
押します。  

3くり返し押して、文字の種類を選ぷ。  

●選んだ文字の種類が約1秒間   
表示されます。   



M
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だくだく 濁音や半濁音を入れるとき  

濁音や半濁音つきの文字（「ベ」や「パ」な  

ど）は、1文字で入れることはできません。  

濁音や半濁音をつけたい文字を入れた  
あと、次の文字として濁点ぐ）や半濁点  
（0）を入れます。  

スペース（空白）を入れるとき  

文字の種類からスペース選んで入力する  
こともできますが、∨OLUME（△）ボタン  
を押すと、カーソルが右に移動して、その  
部分がスペースになります。  

tぎ≡．二．＝二 ぢ＞  

■u＝ ㌢＼l  

■     ■  
スペース   

文字のまちがいに気がついたとき  

入力中にでも文字の修正ができます。（嘩＝’P．46～47）  
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■ディスク名や曲名を修正する   
登録したディスク名や曲名を修正（追加／削除）できます。   
●他の機器で101文字以上のディスク名や曲名を入れたMDは、   

101文字目以降の修正はできません。  

文字を追加するとき   

例）「仝スト」→「竺スト」  

†文字入力状態l草す争。  
ディスク名／曲名：唾FP．44 操作1～2  

2追加したい位置の右の文字を選ぶ。  

追加したい位置の右の文字  
M
D
を
編
集
す
る
 
 
 

3追加する文字を選び…  

DISPLAY  ト●■ －一   

喝 辞L笥  
（文字の種類）（入れたい文字）   

＼－ こ  

追加したい文字   





文字の種類  入力できる文字   
I－H  ■・叫  

スぺ＿ス   

団  ∈頭L笥    ⊥ァイウエオカキクケコサシスセソタチッテト  

カタカナ  ナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨ  

団  
ラリルレロワヲンアイウ工オヤユヨツヾ ○・一／  

トH  ■・■可  

謬L萄  
圏 アルファベット  

（大文字）  LLABCDEFGHL」KLMNOPQRSTU  
十  

VWXYZ．，／  

DISPLAY  l■●■■  ■■叫  

⊂窃  スぺ■ス   ∈頭L覇  
アルファベット （小文字）  

VWXyZ．，／  

団  
DISPLAY   I－H  ■－■H  

⊂窃  スぺ＿ス   
∈頭L笥  

数字・記号  ⊥1234567890！”＃＄％＆・（）＊  
＋，－．／：；＜＝＞？＠＿、  



†移動したい曲の再生中に…  

ムーブ  

2くり返し押して、“血bVE”を選ぶ○  

－ W ■   ■■－ ■   ■   
■■■‾‾－‾ l     ●■● －■     ■  

M
D
を
編
集
す
る
 
 

う かの確認です）  （移動してもよいかど   

●操作を中止するときは、て：三フを   
押します。  

4移動先を選ぷ。  
ト三＝：三  きニ≡＝1  移動したい曲 移動先  

l  l  

王．1－■1．＿．も   
t■■ ■t■■▲        － ■M    ■暮■   ＝■ － ■■■■■t■■ ■    ■－ t■    ■  

（3曲目に移動するとき）  

●曲が移動し、その曲の頭で一時   
停止状態になります。  
（1の操作を停止中に行ったとき   

は、停止状態になります。）  
●移動した曲以降の曲番は、自動   

的に新しい曲番に変わります。   
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ご注意 ●曲を消すと、もとには戻せません。  

■  
よく確かめてから操作してください。  

5†   
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つなぐ曲に曲名がついているとき  

曲名は、前の曲のものになります。  
ただし＼前の曲に曲名がついていないときは、うしろの曲名がつきます。  

こんなときは、つなげられないことがあります  
●モノラル長時間モードで録音した曲と、ステレオモードで録音した曲。  
●デジタル入力で録音した曲と、アナログ入力で録音した曲。  
●12秒以下の短い曲。  

離れた2つの曲をつなぐとき  

曲を移動して2つの曲を連続させたあと、1曲につなぎます。  
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■スタンプする前に  
次のような、同じ曲を録音したMDが2枚あるときは、1枚目のMD  
（マスターMD）の文字情報（ディスク名や曲名）を、もう1枚の  

MD（スタンプ用MD）に、スタンプすることができます0  

M
D
を
編
集
す
る
 
 
 





電池残量は、動作中に表示されます。  

便
利
な
使
い
か
た
 
 

充電池や乾電池でお使いの場合、電源を入れたときに電池  
の容量を確認するために、約20秒間は電池残量表示が  
安定しないことがあります。  

●   

i   
●付属のACアダプターや別売のカー電源アダプターで使用   

するときは、電池残量表示はでません。  
●動作内容によって目盛が増減することがあります。  
●充電池と乾電池を併用しているときは、まず充電池を使用   

し、そのあと乾電池を使用します。電池残量表示は、   
使用している電池の残量を表示するため、切り換え時に   
目盛が増えることがあります。  





■経過時間・残り時間の確認  

l  

」⊥  

■録音残り時間t総再生時間の確認  

■各曲の再生時間の確認  

停止中に…  
：宗  鴇  

辞L笥  
1．曲番や曲名を選′Si。  

2．享  

便
利
な
使
い
か
た
 
 

『割夢／   TRAClく  

J≦貞訟．     L臥jE  

ノ】癌誌  1コ翠夢／   門人CK  

3曲目の再生時間  

（群学監詣昆豊島駄豊貢享誓書す。）  

お知らて●再生専用MDでは、録音残り時間は表示されません。  
●経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と異なる   

ことがあります。   



便
利
な
使
い
か
た
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リモコンの使い方  

ビープオン  
・・お買いあげ時：rBEEPON」（鳴らす）  

操作したときの“ピッ”という音を、鳴らさないようにする  
ことができます。  

オン ‥お買いあげ時：「ELONl」（点灯）  

「ELONl」：操作したときに、約10秒間点灯します。 オン  

「ELON2」：充電池／乾電池で使用時のみ、約10秒間点灯  

します。ACアダプター／カー電源アダプター  

で使用時は、常に点灯（少し暗く）します。  

「ELOFF」 ：点灯しません。  
オートプレイオン  

お買いあげ時：「A－PLAYON」（設定）  

再生専用MDや誤消去防止状態にしているMDを入れても自動  
再生しないようにすることができます。  

オートパワーセーブ  
お買いあげ時：「AUTOPsave」（設定）  

振動が多い所で使用するときは、解除すると音とびをしにくく  

することができます。（電池持続時間は短くなります。）  
デジタルモード  

＝・お買いあげ時：「D．LMODEl」（設定保持）  

デジタル録音レベルを一度調整すると、  

設定内容は録音を停止しても保持されます。  

録音を停止するごとに、デジタル録音  

デジタル レベルは「D．LOdB」に戻ります。  

「D．LMODEl」   

デジタル  モード  
「D．LMODE2」  

便
利
な
使
い
か
た
 
 

再生中は最大約40秒間の音楽情報を蓄積しています。  

このため、外部からの振動があっても、音が途切れることなく  
再生することができます。（音とびガtドメモリー）  

その蓄積時間を10～40秒の問で自動的に調整して、消費電力  

を少なくするのが、「オートパワーセーブ」です。  
この機能を解除すると、蓄積時間が常に40秒になります。  

（ACアダプター／カー電源アダプターで使用時は、常に40秒です。）   
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■ステレオやラジカセで聞く  

■カーステレオや市販のヘッドホンで聞く  

使用するヘッドホンによって、電池持続時間が変わります。  
ヘッドホンは、直接本体につなぐこともできます。  

便
利
な
使
い
か
た
 
 

●カー電源で使用するときは、電池を抜いて使用してください。  
●各プラグは確実に差し込んでください。   

接触不良などにより、正しく再生できないことがあります。  
●音量は、この製品と接続した機器の両方で調整してください。   



l
 
 

便
利
な
使
い
か
た
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本 体   リモコン   

リモコンでも本体でも 操作できなくする  ホールド  ホールド   

リモコンだけで操作 できるようにする  ホールド  ホールド解除   

本体だけで操作  
ホールド解除  ホールド   できるようにする  

リモコンでも本体でも 操作できるようにする  ホールド解除  ホールド解除  



f6t（Table。fContentsの略）とは、曲番や録音場所など、曲を認識する  
ための目次情報です。再生時の頭出しがすばやくできたり、自動的に空いて  
いる場所に録音できるのは、このTOCでMD全体を管理しているからです。  

●TOCは、曲や音声とは別の場所（MD内）に記録されています。  

録音や編集をすると、画面に団が表示されます。  

これは、録音や編集によって、  
［‡萱∃表示TOCの内容が変更されている  

ことを示しています。  

●この時点では、まだMDには  
記録されていません。  

TOCは停止中に1ココを押して、この製品の電源を切ると、自動的に  
記録されるようになっています。  

‾ ‾ ‾‾  ‾■：；‾■一 日ほH引■… ト誉ノー ■ ．＿；■＿．■■．＿■L■   L■■：l■－．■ ■  

弓〉  TOCの記録が終わると、  
電源が切れます。  

壬製声［歪亘（TOCの内容が変更中）やと”（鱒し巾OC  

■  
面両面を書き込み中）が表示されているときは、次のことは  
しないでください。  
TOCが正しく記録されずに、録音や編集した内容が消えます。  
・本体に衝撃を与えない。  
・ACアダプターを抜かない。  
・充電池や乾電池を抜かない。  

＿
 
 

ご
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 お知らヱ ●［‡萱∃が表示されているときは、MDは取り出せません。  

電源を切ってから、取り出してください。  
●編集内容の書き込みは、いくつかの編集作業のあと、最後   

にまとめて行ってもかまいません。  
βち   



電源が入らない  ●ACアダプターがはずれていませんか。唾押・20  
●電池が消耗していませんか。  嘩∋P．18  

●誤動作防止状態になっていませんか。 唾戸P．64  
●「つゆつき現象」がおきていませんか。 昭戸P．67  
●衝撃や静電気などの影響を受けていませんか。項FP．67  

音が聞こえない  ●音量が副、になっていませんか。   頓⊃P・38  

●リモコンやヘッドホンがはずれていませんか。唾FP．38  
●音楽用MD以外のMDデータディスクを再生していませんか。  

操作ボタンを押して ●誤動作防止榔割こなっていませんか8 呼P・64  
も操作ができない ●電池が消耗していませんか。  唾FP・18  

●リモコンやヘッドホンがはずれていませんか。唾戸P．38  

音がとぎれる  齢18  
、ませんか。  

MDが取り出せない●曲者や文字情報などの書き込み中ではありませんか。 トツクエデイツト  

（‘‘TOCEDrT”表示）  唾戸P．65  

●録音中、または編集中ではありませんか。  

録音や編集ができない●MDが誤消去防止状態になっていませんか。唾戸P・23  
●他の機器と正しく接続されていますか。唾FP．24  
●録音中または編集中に、ACアダプターがはずれたり  
停電になっていませんか。  

●誤動作防止状態になっていませんか。 症彗⊃P．64  
●他の機器の光出力が出ていますか。  

他の機器の取扱説明書を読んでください。   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

●この製品をテレビ、スピーカーなど磁気の帯びたものの近くで使用したり、   

放置しないでください。故障の原因となります。  
●ラジオやテレビに雑音や映像の乱れが生じるときは、この製品を離して   

ください。   



MDによっては、記録された各情報に異常があるとき、音がとぎれ  
たり、再生の途中で停止したりすることがあります。  
このようなときは、故障と思われて修理を依頼される前に、他の  
MDでもお確かめください。  

異常が起きたら  
この製品を使用中に、衝撃、過大な静電気、または落雷によって  
コンセントから異常な電圧が流れた場合や、誤った操作をした場合な  
どに、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。  

このようなときには、次のようにしてください。   
OACアダプターをコンセントからはずす。   
◎電池をはずす。   
◎約30秒間そのままにしておく。   
OACアダプターをコンセントにつないで操作する。  

つゆつき現象について  
次のような場合には、内部のレンズやディスクにつゆ（水滴）がつく  
ことにより、正常な動作をしなくなることがあります。  

‾ 
‾ 

こ 

＝  

■  つゆを取るには  
MDを取り出して約1時間くらい置いておけば、つゆが取り除かれ、  
正常な動作をするようになります。  

録音中に停電すると  
トツク ACアダプターのみを使用して録音（TOC情報が書き込まれていない  

状態）しているときに停電があると、そのときの録音内容は消えて  
しまいます。  

●充電された充電池が入っているときは、停電しても録音は完了します。   

ご
参
考
に
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BLANKMD ●音楽や文字情報が記録さ ●再生するときは、録音  

（BLANK）  れていない  されたMDと取り換える  

Can■tFADE ●録音可能時間がフェード ●録音残り時間を確かめて、  
CanltA．F  時間より短い  録音を開始する  

CanrtCOPY ●コピー禁止のものから録 ●付属の接続ケーブルを使って  
（CanltC）   苦しようとした  アナログ入力で録音する  

CanltEDIT ●編集できない  ●別の曲を編集してみる  

（Can■tE）  

CanrtREAD※●ディスクにキスがついていた ●MDをもう一度入れ直す  
（CanltS）  りして、情報を読み取れない ●他のMDと取り換える  
（CanlT）  

（Can’tU）  

Can●tREC  ●ショックやディスクのキズ ●録音をやり直すか、他の録  
（Can■tR）  で正しく録音できなかった 音用MDと取り換える  

Can’tSTAMP ●スタンプできない  ●曲数を確かめる  

Can．tWR［TE ●TOC情報を正しくMDへ ●他の録音用MDと取り換える  
（Can’tW）  記録できない  

（ディスクに大きなキスがある）  

●ディスクにキスがある  ●再生した音が異常であれば   

録音をやり直す  
●他の録音用MDと取り換える  

DISCFULL ●MDに録音できる空きがない ●他の録音用MDと取り換える  

TOCFORM※※ ●記録した信号に異常がある ●すべての曲を消し、轟音を  
（Tform※）  やり直す  

Er－MD※※  ●自己診断により故障と ●お買いあげの販売店に  
（ErMD※）   判断した  修理をお申しつけください  

（）内はリモコンの表示です。 ※には数字や記号が入ります。   



HOLD  ●ホールド機能が入っている ●HOLDスイッチをもとに  
（HOLD）  戻す  

LOCKED  ●録音中、または編集中に ●電源を切ってからMDを取  
Can7tLOCK MDを取り出そうとした  り出す  

NODISC  ●MDが入っていない   ●MDを入れる  

NOSIGNAL ●デジタルケーブルの接続 ●デジタルケーブルをしつか  
（noS旧．）  不良  り接続する  

●再生する機器から出力   
信号が出ていない  

●音とびを防ぐ機能がついている   

ポータブルCDプレーヤーでは、   

そのスイッチを‘l切”にする  

●接続した機器を再生してみる  

PLAYMD  ＋再生専用MDに録音や ●録音用MDと取り換える  
（PLAYmd） 編集をしようとした  

POWER？ ●専用以外の電源を使用している ●専用の電源を使用する  

PROTECTED ●MDが誤消去防止状態に ●誤消去防止状態をもとに戻  
なっている  す  

●MDが入っていないの ●録音用MDを入れる  
に、録音をしようとした  

●再生専用MDに、電源切状態 ●録音用MDと取り換える  
からRECボタンを押した  

SORRY  ●曲番を検索中または書き込 ●少し待って操作する  
（SORRY）   み中のため操作できない  

■l  
TEMPOVER ●温度が高くなりすぎた  ●電源を切ってしばらく  

（TEMP！）  休ませる   

，・－ TOCFULL  ●文字情報（ディスク名／曲名 ●他の録音用MDと取り換える tT       ▼‾′［‾ ■ ■’〔■■－ ▼‾‾り‾‾▼‾▼   
など）を記録する空きがない  参   

Tr・Protect ●曲が消去防止状態になっている●曲を録音した機器で編集する た  

？DrSC  ●音楽以外（データなど）●データなどが入ったMDは  
（？DISC）   が入ったMDを再生した 再生できません  

●記録した信号に異常がある ●他のMDと取り換える  

（）内はリモコンの表示です。  
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MDは録音方法や編集のしかたによって、次のような症状がでること  
がありますが、故障ではありません。  

MDの最大嘩責時間仁満た 録菖時間に関係なく、曲数が最大（255曲） デ 

ィスクフル なくても“D［SC FULL” トックフル  

または“TOC FULL”が  

になると録音できなくなります。  
また、録音・編集をくり返したMDやMDに  

Ⅵ－‾’－ ■、‘’、‘‘〉‾‾‘‘  

キズがある場合（その部分は自動的に録音 表示されることがある  
不可となる）は、上記未満でも録音できない  
ことがあります。  

短い曲を何曲消しても録音 MDの録音残り時間を表示するとき、12秒  
の残り時間が増えないこと 以下の無録音部分は無視されます。  
がある  このため、短い曲を何曲消しても残り時間  

が増えないことがあります。  

‥
」
∵
、
■
∫
．
 
 

MDに録音した時間と残りの 通常は、1クラスタ（約2秒）を録音の  
時間の合計が意大録音時間 最小単位として録音されます。これに  
に一致しないことがある 満たない曲でも約2秒間のスペースを使い  

ます。  
たとえば、3秒の曲でも2クラスタ  
（約4秒）のスペースを使います。  

このため、表示された残り時間よりも  
実際に録音できる時間が少なくなることが  
あります。  

編集で曲と曲とをつなげない 録音・編集をくり返して行ったMD  
ことがある  では、曲をつなげることができないことが  

あります。  

録音された曲を早戻し／  録音・編集をくり返して行ったMD  
早送りすると、舌のとぎれ では、1つの曲が分散して記録される  
が長いことがある  ことがあるため、早戻し／早送り中に音が  

とぎれることがあります。  
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曲の途中で曲番がつくこと 録音するMDにゴミやキズがあると、  
がある  曲番がつくことがあります。  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

●デジタル録音したMDを、さらにデジタル入力で他のディスクに   
録音することはできません。嘩∋P．37   
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MD自体はカートリッジに収納されていますので、ホコリ・キズ・  
指紋などがつきにくく手軽に取り扱えます。  
ただし、カートリッジのすき聞から入る砂ボコリやカートリッジの  
よごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次のことに  
注意してください。   

取り抜いについて   

■シャッターを開けてディスクに直接触れないで！  

■MDは絶対に分解しないで！  
●シャッターは無理に開けると   

こわれます。  
●カートリッジ表面にホコリやゴミ   

などがついたときは、乾いた布で   
′ミ、き取ってください。  

ディスク  

ラベルを貼り付けるときのお願い   

MDカートリッジにラベルを正しく貼り付けないと、MDが内部に   
つまって取り出せなくなることがあります。  

●ラベルは指定の場所（エリア内）に正しく貼って   
ください。（指定エリア以外には貼り付けないで   
ください。）  

●ラベルを重ねて貼り付けないでください。  
●ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、   

新しいラベルに貼り換えて使用してください。  ＿
ご
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保管場所について   

必ず専用ケースに入れて保管してください。   

次のような所に置かないでください。   
●直射日光が長時間あたる場所（特に密閉した自動車内等）   

●温度や湿度の高い所   

●カートリッジの中に砂やホコリが入りやすい場所（海辺や砂地等）   

7†   



●あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、   

著作権法上権利者に無断で使用できません。  
●この商品（デジタル録音機器）には、著作権法の定めにより、   

私的緑青補償金が含まれております。   
なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、下記にお願い   
いたします。  

社団法人 私的録音補償金管理協会  

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
東京オペラシティタワー11F  

東京オペラシティ郵便局 私書箱2583号  

電話（03）5353－0336（代表）  
FAX（03）5353－0337   

花
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●リチウムイオン充電池は、使用しなくても最低3カ月に1回は充電   

してください。  

●充電池は、約300回充電することができます。  

●フル充電しても電池持続時間が半分くらいになったり、充電   

できないときは、充電池を新しいもの（別売品のNB－LllA）   

と交換してください。  

●充電が完了したあと、そのまま充電状態にしておいても差しつかえ   

ありません。  

●寒い所では電池持続時間が短くなります。  

●この製品や充電池の充電端子に異物（金属など）をはさんだり、   

汚さないでください。充電端子が汚れていると、使用時問が短く   

なったり、充電できないことがあります。  
●充電後や使用後、充電池が暖かくなることがありますが、異常では  

ありません。  

充電式電池のリサイクルご鹿力お願い  

不要になった電池は、責重な資源を守るために廃棄しないで  
充電式電池リサイクル協力店へお持ち下さい。  

㊤  
使用後はリサイクルヘ  

Li－ion Mn充電式電池   

●リサイクルのときは、次のことにご注意ください。  
・（＋）端子と（－）端子にテープを貼る。  
・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさない。  
・分解しない。  

ご
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仕様変更などにより、内容が一部異在ることがあります。ご了承ください。  

形式  ミニディスクデジタルオーディオシステム  
録音方式  磁界変調オーバーライト方式  

読み取り方式   非接触光学式読み取り方式（半導体レーザー使用）  

回転数  約400～1．350rpm  
エラー訂正方式  アドバンスドクロスインターリーフリードソロモンコード仏CIRC）  

音声圧縮伸長方式 ATRAC（AdaptiveTRansformAcousticCoding）  
24ビット演算方式  

チャンネル数   ステレオ2チャンネル／モノラル（長時間モード）1チャンネル  

サンブリンク周波数 44．1kHz（32kHz、48kHzは、44．1kHzに変換して録音）  
周波数特性  20～20．000Hz（±3dB）  

ワウ・フラツター 測定限界（±0．001％W．PEAK）以下  

入力端子  ライン／光デジタル兼用、マイク（プラクインパワー対応）  
出力端子  ヘッドホン（インピータンス16〔））／リモコン端子兼用  

入力感度  MIC H  
MIC L  
LINE’  

出力レベル  ヘッドホン  

LlNE 
電源  DC3．6V  

：入力レベル0．25mV（インピータンス10kQ）  

：入力レベル2．5mV（インピータンス10kn）  

：入力レベル100mVぐインピ卿  
：最大出力レベル10mW＋10mW（インピータンス32Q）  

：規定出力250mV（インピータンス10kn）  

：付属リチウムイオン充電池（NB－LllA）xl  
DC3．3V：付属乾電池ケース（昇圧回路内蔵）  

（別売：単3形アルカリ乾電池1．5Vxl）  
DC4．5V：別売カー電源アダプター（DC－C70）  

（DC12V／24V∈）接地車用）  
DC5V ：付属ACアダプター（100VAC、50／60Hz）  

電池持続時間  

●連続録音時間、アナロク入力で音量レベルハVOLO’’時。  

●連続再生時閤、音量レベル‘一VOL15”時。  

●周囲温度20℃にて充電／連続使用したときの標準値です。  

●乾電池のメーカーや種類、使用環境温度によって、使用時閤は異なります。  

約4時間（付属充電スタンド使用時）  

約3時間（付属ACアダプター使用時）  
79・4（幅）x18．15（高さ）x81．8（奥行）m  
約160g（充電池含む）   



この製品を正しく動作させるために、別売品は指定のものをお使いください。  

ステレオなどにつないで使うときに   

光デジタルケーブル  OPCt300  

（角形匡】一丸形◎端子用）   

光デジタルケーブル  OPC－500  

（丸形◎一丸形◎端子用）  

車の中で使うときに   
カーバツテリーアダプター  DC－C70   

カーカセットアダプター   CAC－2  

録音するときに  
ステレオマイクロホン  MC－Rl  

（プラグインパワー方式）  
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1．保証について   

●保証書一製品には保証書が（別途）添付されております。  

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの  

上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に  

保管してください。   

●保証期間－お買い上げの日よリ1年間です。  

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切  

なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳  

しくは保証書をご覧ください。   

2．修理に関するご相談ならびにご不明な点は   

お買い上げの販売店または「ケンウッドサービス網」に記載されてい   

る、当社サービス拠点にお問い合わせください。   

3．補修用性能部品の最低保有期間   

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、8   

年間です。この期問は、通商産業省の指導によるものです。補修用性   

能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。   

4．修理を依頼されるときは   

「故障かな？と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるとき   

は、製品の使用を中止し、必ず電源プラクを抜いてから、お買い上げの販   

売店または「ケンウッドサービス綱」に記載されている、当社サービス拠   

点にお問い合わせください。   

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害   

などの付随的損害の補償につきましては当社は一切その責任を負いま   

せんので、あらかじめご了承ください。   

●お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の  

損害   

●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したこ  

とによる損害   



5．アフターサービスについて   

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店また  

はケンウッドのサービスセンター、サービスステーションが修理を  

させていただきます。  

修理に際しましては保証書をご提示ください。   

●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご  

希望により有料で修理させていただきます。   

●出張修理、持込修理のどちらが適用されるかは機種によって異な  

ります。保証書の記載をご確認ください。   

●修理料金の仕組み（有料修理の場合は、次の料金をいただきます）   

1技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。技術  

者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般  

管理費などが含まれています。  

2部品代：修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯す  

る部材等を含む場合もあります。  

3出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。  

別途、駐車料金をいただく場合があります。   

●修理のために本機をお持ち込みになるときは、本体のほが」モコ  

ン、ヘッドホン、ACアダプターなど付属品もー緒にお持ちください。   

6．本機に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。   

●ThiswarrantyisvalidonLy［nJapan．  

一
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製品に対するお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、  

購入店かお近くのケンウッドのサービスセンター、サービスステー  

ションヘお申しつけください。  

札幌サービスセンター   札幌市乗区北34条乗14丁目1－23  

尋007－0834  ℡（011）743－7740  

帯広サービスステーション 帯広市西22条南3－32－6  

面080－2472  ℡（0155）33－0611  

旭川サービスステーション 旭川市豊岡五条7－35－1316  

面078－8235  ℡（0166）32－4411  

仙台市若林区大和町5－32－12（サンライズ大和）  

面984－0042  ℡（022）284－1171  

青森市勝田1－19－4  

面030－0821  ℡（0177）35－3431  

ハ戸市城下4－19－8（テクニカルスクツフ八戸）  

仙台サービスセンター  

青森サービスステーション  

八戸サービススポット  

盛岡サービスセンター  

郡山サービスステーション  

山形サービスステーション  

秋田サービスステーション  

℡（0178）45－8846  

℡（019）646－2311  

℡（024）945－4721  

℡（023）623－7441  

℡（018）836－0131  

面031－0072  

盛岡市厨川4－5－11  

尋020－0124  

郡山市安積3－257  

面963－0107  

山形市乗原町3－9－8  

壷990－0034  

秋田市千秋矢留町9－14  

面010－0877  

関東・甲信越  

ご 高崎サ‾ビスセンタ‾  高崎市緑町2－9－1  

参  面370－0073  

考 水戸サービスステーション 水戸市河和田3－2422－1  

に  面311＿4152  

宇都宮サービスステーション 宇都宮市今泉町1639－3  

壱321－0962  

新潟サービスステーション 新潟市姥ケ山ト5－37  

面950－0923  

7β  

℡（027）362－6211  

℡（029）253－6711  

℡（028）638－3161  

℡（025）287－7736   



松本サービスステーション  

大宮サービスセンター  

東京サービスセンター  

立川サービスステーション  

干葉サービスセンター  

柏サービスステーション  

横浜サービスステーション  

神奈川中央サービスセンター  

松本市南松本2－7－30（昭和ビル3F）  

壷390－0832  ℡（0263）26－7331  

大宮市本郷町258－1  

面330－0033  ℡（048）664－3611  

目黒区青葉台3－17－9  

面153－0042  ℡（03）3477－5411  

立川市曙町1－22－25（アバクス立川1F）  

面190－0012  ℡（042）523－2151  

千葉市美浜区中瀬2－6（ワールドビジネスガーデンマリブイースト17F）  

尋261－7117  ℡（043）297－2311  

柏市富里1－2－1  

面277－0081  ℡（0471）63－1441  

横浜市神奈川区西神奈川1－5－2（ナイスアーバン東神奈川1F）  

壱221－0822  ℡（045）312－4481  

座間市広野台2－5032  

面228－0012  ℡（046）256－9681  

名古屋サービスセンター  名古屋市北区辻本通1－11  

面462－0861  ℡（052）917－2550  

四日市サービスステーション 四日市市新正4－15－10  

面510－0064  ℡（0593）52－3133  

静岡サービスセンター   静岡市沓谷5－61－1  

面420－0816  ℡（054）262－7611  

金沢サービスセンター   金沢市南新保町ト44  

尋920－0064  ℡（076）265－5045  

岡崎サービスステーション 岡崎市欠町清水田20－25  

面444－0011  ℡（0564）23－2686  

■
ご
参
考
に
 
 

大阪サービスセンター  大阪市都島区東野田町1－20－5（大阪京橋第一生命ビル3F）  

尋534－0024  ℡（06）6352－1055  

京都サービスステーション 京都市伏見区治部町56－1  

面612－8374  ℡（075）603－7750  

神戸サービスステーション 神戸市中央区海岸通2－2－3（サンエーピルデインク東館4F）  

壱650－0024  ℡（078）333－1743   
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中国・四国  

広島サービスセンター  広島市西区横川新町14－12（第三山本ピル）  

℡（082）293－0310  

℡（0834）31－1311  

℡（086）241－8037  

℡（087）835－2413  

℡（089）925－5760  

面733－0013  

徳山サービスステーション 徳山市岡田町212  

壷745－0066  

岡山サービスステーション 岡山市西市308－6  

面700－0953  

高松サービスセンター  高松市松島町3－1  

面760－0068  

松山サービスステーション 松山市山越4－11－2  

面791－8013  

福岡市南区向野2－8－18  

面815－0035  ℡（092）551－9755  

北九州市小倉北区熊本1－12－25  

面802－0044  ℡（093）92ト2771  

熊本市健軍本町29－3  

面862－0910  ℡（096）368－4161  

大分市薮原2－9－18  

面870－0921  ℡（097）553－3207  

宮崎市旭1－6－30（サニーピル2F）  

面880－0803  ℡（0985）26－1161  

鹿児島市下荒田2－20－1  

福岡サービスセンター  

北九州サービスステーション  

熊本サービスステーション  

大分サービスステーション  

宮崎サービスステーション  

鹿児島サービスステーション  

沖縄サービスステーション  

℡（099）251－6347  

℡（098）898－2255  

尋890－0056  

宜野湾市宇地泊89  

面901－2227  

電話番号は変更になることがあります  （上記サービスセンター及び各営業所の名称、所在地．  

のでご了承ください。）   
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お客様相談室（東京）  東京都目黒区青葉台3－17－9  

蜃153－0042  ℡（03）3477－5335  

お客様相談室（大阪）  大阪市都島区東野田町1－20－5（大阪京橋第一生命ピル）  

尋534－0024  ℡（06）6357－5335   



やわらかい布で軽くふきます。  

汚れがひどいときは、水にひ？とした布をよくしぼって  
′；、き取り、乾いた布で仕上げてください。  

本体や充電スタンド、乾電池ケースの接続端子や  
プラグが汚れていると接触不良の原因となります。  
定期的に綿棒で空拭きしてください。  

（水やアルコールは絶対に使わないでください。）  

ご注意 ●薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。  

変質・変色することがあります。  
●油をささないでください。   

政障の原因となります。  
■  

■
ご
参
考
に
 
 
 



Notes：  
●youc∂〃aJ5（フC厄唱e肋e上）arle／γbyco〃－   

〃eCflng納eノIC8dapror（プ／佗CrレIo的eJn∂血   
〟∩／fのCJ仙Ⅳ個叫．  

・伸∂rfeγCわ∂昭わ9〝i〟becoJ叩Jefe′∩∂bo山   
3加ul苫．ノ  

●UさeOJ坤抽espec宿e（ゴ′eCわ∂昭eabJe上）∂ト   
feγ．  

●C（）∩伽UOU5p／∂y由CたニApp和ズ■74・5加U侶   
（戸山／少C／†∂噂ed，関山me／eveJニVOL巧J   
Coノー的1UOUS佗C（フrdJ昭二月〝伯ズ・9・5加u侶   

（戸山JレC厄昭e仇∂ハ8／89血puLv（血me／el′eJニ   

VOLqJ  

孤ACadaptor（Page20）  

ConnecttheACadaptorcord tothe  
DCIN5Vjackonthe main unit，and  
PIugitintoanACoutlet（AClOOV）・  
●／f〟1ere（フわ∂唱eab／e由〟eJγJ5加納eu〃几iI   

Ⅵ〃JJbec／1∂昭ed，eレ即〝加Jeope／∂加g納e   

〟〃丑／円8∂Jd招′S喝J  

遥Alkalinebatterypowerwitha   
rechageablebattery（Page21）  

1．MakesurethatarechargeablebatT   
モe「ylSinse「ted・  

2．Openthecoverofthebatterycase   
SuPPliedwiththeunit．  

3，lnsertan’●AAllsizebattery（LR6）into   
thebatterycasebymatchingitsplus   
and minus terminaIs with the mark－  
1ngSinside the battery case，and   
then closethecoverofthe battery  
CaSe．  

4．Aligntheprotuberanceonthebattery   
CaSeWiththeindentationinthesideof   
theunit，  

5．Tumthefixingscrewonthebattery   
CaSetOWard’lLOCK‖，andthencheck   
thatthebatterycasedoesnotmove・  

●β0∩（）rわSe／†∂招助∂喝e∂b鹿b∂rreJγ匝UC力   

8S∂nfcke／－C8血fumJ℃C／招咽eabJeba〟eJカ   
加わ汁旧血如eJγC∂Se．  

●β0nOf「印由Cee肋er肋e由IreγOr析e「e－   
Cわ∂呵e8即eb∂rreγ〝肋∂ne〝OJle〟血Je   
叩e招血g肋eun比   

m∂血γOlノわ√p〟√Cわ∂5血9裾5〝F〃〝00β  
produ（〉J．  
To obね血一わebesrper／0「m8nCe／′Om rわ／S  
P／りducLp／e∂Se√e∂d納由m∂〃U∂／CaJ℃山／少，  
／rⅣ〟Jgu／deγOU血OPe／∂伽gyour／（E〃〝00‘）  
p和ducI．  

●RemoteControIUnitxl  
●ACAdaptorxl  
●ConnectingCablexl  
●RechargeableBatteryxl  
●BatteryCasexl  
●BatteryChargerxl  
●CarryingCasexl  
●Handstrapxl  
●Headphonesxl  
●OperationManualxl  
●Warrantyxl  

騒Rechargeablebatterypower  
（Page18）  

Cわa昭e〟1e佗Cわ∂咽e8bJeb∂侮γaCCOr（加クーo  

的eわ仙川Jng戸畑Cedu／℃▲  

1．0pen the battery compartment   
COVer．  

2．］nsertthe arrowend ofthe battery   
first，andthenclosethebatterycom－   
PartmentCOVer・  

3．PlugtheACadaptorintoanACoutT  
let（AClOOV）andpEugtheotherend  
intotheDCIN5Vjackonthebattery   
Charger．  

4．Placethe main unit on the battery   
Chargerwithitstopupward．  

5．About4secondslater，l’匡聖聾■■w川   

flash，andbatterycharglngWitlstart・  
●仇州軌γdね咽血g〝／JbecomJ）／efe加め0リ！   

4わOUrS▲仙竹e／】的e¢わ∂噂J〃gJ5COmpJefe，  

‘暫′′〝／〟goouL  



●Mainequ］Pment：CS／BStuner，CD／  
MDpIayer，digitaIampIifier．etc．   

●Cable required：DigitaIcable   
（OPC－3000rOPC－500，aVajlable   
SeParately）  

（2）Ana［ogrecording？OnneCtion＝   
ConnecttheunittoequIPmentWitha  
lineoutputjack，USlngthecablethat   
CameWiththe unit．   
●Main equlPment：CD pIayer，MD   
PIayer，radiocassettepIayer，etC．   

●Cable required：Cableincluded  
Withthis unit   

ヨConnectingmethod  
（PageS24，26）   

●Connect the output jacks from   
OtherequipmenttotheOPTICAL／   
LINEIN］ackontheunituslngthe   
appropriate cablesfor each con－  
nection．   

●Toconnecta microphone，Plugit   
intothe MICINjackonthe main  
Unit．   

Note：  
lfyouwantto use amicrophone，be  
Sureitisaplug－1nTPOWertyPemicro－  
Phone．  
●抑竹即a〆Ugリ∩－pO〝er押e／れJc′叩わ0neJs   

〆Uggedれ抽e m∂血U〃〟〝fJ／p′0レ／de   
PO〝即わr〟1e血cJ叩わ0〃ebope帽一わ∩．  

●Jf8dl〝e√enr rγpe O／mfcrop加ne／S   
p山g9edれfrm∂γnO10Pe／召Ie′）化pe「少8r   
什爪∂γC8U5e〟1elJn〟Iom∂仙〃Crわ〃．  

b＿   
tionshownbythearrowtoopen＿the   
discholder．  

2．lnsertthe arrow end ofthe MiniDisc   
first，Whilepushingthecenterofthe   
MiniDisc．  

3．C10Sethedischolder．  

温Typeofrecording（Page23）  
（1）Synchronousrecording   
Detects sound from an externaJunit   
connectedtothis unitandautomよti－   
Ca）lystartsorpausestherecording．  

（2）Manualrecording   
A（（owsyoutorecordorpausewithT   
OutregardtothesoundintheslgnaI．  

Notes：  
●m由UJlf‖1aS8上w血一山S∂mp伽g帽fecoハー   

レe〟er so肋aI肋erecord／叩血つmO納e√   
equ中川enr（D月Tdecた．βS仙〃e′，erC．ノ   
Ⅳ加Cわ厄S8d／〝e√eJlf5∂mP伽g〝equeJ？Cγ   
fsぶJ〟／po5S肋Je．  

●〝わe／Ia√eCO√d〟】9JSm∂deu5／叩m／CrO－   
pわ0〃eぶ，Jf〝〟Jbe即8n古仏9√eCOJ溺叩．  

●m鹿〟〃／‖1aS∂由yfceⅣ加cわkeeps∂dd／－   
Iわ〃∂Jco‘〉JeSO／d唱勉／佗CO√d／叩5／mmbe－   

／〃gma由／mm〟山上D加∫ll巾加〝ereO〃9ト   
〃∂J小作CO√de（ゴ血d也ね／∴m鹿〟mノー由ぬse【J   

O／】納esran由′由del′e／Ope（プわγ肋eSCルーS   

βeぬ／Copγル加age〝旭nlS作re叫．  
●加5e〝納epJ咽〟Jm帆／／ハロん帽COれガ〃gCa〃－   

〃OrbeJ）e′わmedp′Ope√レ．  

丁  

（1）DigitaIrecording？OnneCtion：   
ConnecttheunittoequlPmentWithan   
OPtica10UtPUtjack uslng a digita（   
Cable（avaiFab［e苧eParate［y）・Usingan   
OPticaldigitals［gnaltotransferthe   
musica”owsveryhighqualityrecord一  
Ing・AtracknumberisautomaticaIly   
asslgnedtoeachtrackofmusicfrom   
thesoundsource．  

β3   



趨To recordfrom an external   
unit（Page25）  

1．Connectan externaIunittothis unit．  
2．lnsertarecordable MiniDjsc，  
3．Pressthe［亘∈亘】button．  
4・Toadjusttherecordinglevel，Start   
PlaybackfromtheequlPmentWhich   
W川provide the sIgnalto be re－   
COrded，andpressthe囲Or［至司   
button．  

●月e／erro抽edJ5pねγ，∂nd8坤U5I納ere－   
∝椚刑場Je＞℃／5ロ肋∂J肋e voJ〟me爪e始r   
厄Sきm∂ズfmumざ〝血gber〝een－4aJldO  
dβ．  

●〝加Jerec（）′d／ngdf9舶／レ，ー／柑reCOrd／〃g   
JeveJcaJ†bea坤USfedルS‖故e肋e∂〃∂Jog   
佗CO佃伽g．  

5，AfteradjustingtherecordingleveI，   
PuttheequlPmentCOnneCtedtothe   
unitintheplaybackstand－bymode．  

】  

●merec（）相加gmaγnOfざI8〟0′paU5e∂l   
拍e（：0′r（ヲCrpO5／rfon deI）eJ†d／叩0∩納e   

pねyb8¢欠き匂〃∂鹿．J／納由わ叩p即S，db納e   
帽CO／伽gm∂〃U∂／少．  

7・Startp（aybackfromtheequIPment   
COnneCtedtothisunit．  

●me佗CO／廿血g〝〟Jsね〟8Uわ爪8〟c∂Jレ．  
【Manualrecording］   
●PerFormstepsl－5．  

6，To start the recording，PreSS the   
匡画button．   
StartplaybackfromtheequlPment   
COnneCtedtothisunit．  

野To record from a micro・   
Phone（Page27）  

1．Connectamicrophonetothisunit．  
2．JnserLarecordable MiniDisc．  
3．Pressthe【亘∈萱］button．  
4・ToadjusttherecordingleveE，PreSS   

the圧室］Or［至至］buttonwhiEethemi－   
CrOPhonepicksupthesound．  

●月e／e′わ抽ed′5pJ∂y，and8坤USI拍ere－   
CO′d血gJel／e／SO肋∂J肋e yo山川emefer   
わasa爪8ズfmum5〝血ダムer〝ee〃－4即dβ  
dβ．  

【Synchronousrecording］  

5■言霊譜鷲ご恕爵冨：芸三言．■e血by  
●山裾5mOde．納e帽CO仙g〝／／化eざra〝ed   

∂〃dpa〟ざed∂Uわ爪8fJc∂／レ．∂CCO′d／ngfo  
〟le SO〟nd〃ほfJs deIecIed′√Om 抽e  
50〟rCe．mfs爪Ode f5C（）〃Ve〃JeJけJorre－   
¢0励gmee〟叩50′／ec一山帽5．  

●lMICSYNCH”andAMJCSYNCL’’w（l／ap一   
戸邑乱「汀化Iu∂Jレ0〃納ed由pJaγ．Torecor（プ   
納eJolγe√50UJld〔mee抽1gSeIc．ノ，Se／ecf  
－MICSYNCHr’．   
7b佗COr（ゴ納e／OUde√50U〃d匝0〃Ce〟serc．ノ．  
Selec（AMICSYNCLL’．  

6．Assoonasasoundisdetected，the   
recordingwil［startautomaticalJy．  

【Manualrecording］   
●Pe什ormstepsl－4．  

5・To startthe recording，PreSS the   
匡Z画button．  

盟Tointerrupttherecording  
【Synchronousrecording］   
●WhentheconnectedequlPmentis   
StOPPed．theunitwi”bepausedin   
thesynchronousrecordingmode．1f   
theconnectedequIPmentreStartS   
P）ayback，itw川fo”owthe unitto   
restartrecording．   

●lfnosoundfrornequlPmentOrmi－   
CrOPhoneisdetectedfor3seconds   
Or mOre，the recording willbe   
PaUSedautomatically．  

【Manualre¢Ording】   
●Pressthe直垂buttonduring re－   
COrding．   
The unitw‖enterthe recording   
Stand－bymode．   

●To resume recording，PreSS the   
匡画buttonagain．  

怒Tostoptherecordjng  
Pressthe畑／OFFlbutton．  

覇Toturnoffthepower  
Pressthe畑／OFFlbutton whi［einthe  
StOPmOde．  
●mCⅣ／JJわe裾而Ien．副1d肋e【川〝〝J／／山m  

O托′  
●仙竹〟eⅣmC亡DJ¶”鹿be血gd憶pねγed，如   

noIβ√的eun几／′γ0〟do，肋eTOCc∂〃〃Or   
be〝畑始nco／TeC叫′0〃納ed短c．   



甘Ifyouwanttomakea10ng   
recording（monauralmode）  

（Page29）  
meLJ〃什／S加納e5ね∩由畑作CO／溺叩匝始√e（り  
爪Ode」叶〃∂fu佗■〃0Ⅳe爬左bγ5〝／fcわわgわ納e  
lⅥ0〃∂U′aJdou上IJeJeJlg仇rec（〉r（伽g爪Odel  
γOUCan′即0血わ′r肌Ce∂5Jo叩∂S納eI血ほ  
／由一edon〟1e∧〟nfD由C．m短J刀Ode fs co／IVe－  
∩由〃－わ√帽¢OJ仙叩mee伽gsorJecfu′eS・  

Press thelMODElbutton to make  
“MONO”（monauralrecordingormonT  
auralfade－inrecording）appearonthe  
displaywhiletherecordinglSPaUSed・  
●仇仇即∂reCO′dng血I毎爪0∩∂U／笥Jdou上〉／e   

Je叩納佗C8r（加gⅢ0由由SrOpped，納eu〃f†   
鵬〟reぶUme「eCO／d血9加納e5reJ℃Om（フde．  

立Checkingtheremainingre－  

。r霊霊≡覧塾官慧慧．e．9－  
COrding or whjle the recording［S  
PauSed．  
●mereJ刀∂納J叩「eCO√由b／eI√meⅣf〟bedfs－  

p鹿yed，  
● 

． 

荘To startfade－in recording  

（Page30）  
l．WhiIein the recordjng stand－by   
mode，PreSSthelMOD引buttonre－   
Peatedly．  

STEREO   ：     MONO  

十  †  
←   

2．AfterseIecting“FADE－LN”，PreSSthe   
匡Z画button．Fade－in recording wiII   
Start．  

‘   

COrdingwi”notbemade・  
● 

i 

［亘互Si］b。．t。nispressed，  
thetimecanbeswitched．  

FADE－L（7sec．） ：  FADE－S（3sec．）  

LFADE－M（5sec．）J  

翠Tostop recording byfad－  

w一e匝匡］but＿  
ton．The recordingwi”bepaused by  
tadingout．  

The sound wiH automaticaHy  
fade out at the end of the  
MiniDiscsothatitwi”notstop  
Suddenly．Tocancelthisfunc・  
tion，Perform the foHowing  
＄tePS：  

1・ 

r   

tonfor2secondsormore．  
2．Each time thelMODElbuttonis   
PreSSed，thesettingwillbeswitched・  

丘Recordingwithoutcreating   
tracknumbers（Page33）  

1．Each time th占】Em buttonis   
PreSSedwhileintherecordingstand－  ilrcordin 
bymodeorwheeg，“MARK   
OFF”andL［AUTO MARK”wi］lbedis－   
Playedinturn．  

2．Select“MARKOFF”．   

Tore＄umeCreatingtracknum－  
a． 

．t。nt。Se．eCt  
“AUTO MARK”．  

蘭Creating your own track   
number while recording  

（Page33）  
Pressthe［亘∈亘］buttononceatthe  
POintwhereyouwanttocreateatrack  
number．  

βき   



翌To mark while recording   
fromamicrophone（Page35）  

γouc∂∩爪∂止納e「ecord／〃g∂－reguJ∂r油er－  
V∂JsIobe8b／eroJocare〃1ebeg血Ⅲ〃gOf∂∩γ  
SeCJfon．  

Pressthe匡亘≡］buttonwhtlerecord－  
Eng OrWhilethe recordinglS PauSed  
fromamicrophone，  
●由CJl－血相〟）由上ルナJo〃fspre55ed，肋edJざ－   

pねγ血J／C厄nge∂S等m〟1M月〝て ℃爪fn   
M月〝1‘M月〝OFF′′∂〃d“プロm〟IM月〝∫∫  
fno／de∴  

詞To start recordingin the   
middle of a previously re－   
COrdedsection（Page36）  

1．DuringpJayback，PreSSthe匡Zii］but－   
tonatthe pointwhereyouwantto   
recordanewtrackoveran otdtrack，  

2．Pressthe［亘∈司button．  
●To¢∂nCeJ拍e o′）e√∂J／oJ？，pre5S拍e   

l■／OF円山JfIo〃．  

3．Pressthe忙NTE印button．  
●月一的鹿Ifme，aJJo′的eo／dJ帽CたS∂〃dJ帽Cた   

∩∂me5帽CO′deda鮎√納epo血〝わere〃1e   
〃eⅣ「eCOJ所∩タブs5ね〝ed〝〟／bee帽ざe（J．  

4．Pressthe医王画button．  
●Recordingwi”start．  

麗Normalplayback  

（Page38）  
1．Plugintheremotecontrolandhead－   

Phones．  
●／∩5e〃肋ep山9血ノ小  

2．lnse止a MiniDisc．  
（1）MovethelOPEMknobinthedirection  

Shown by the arrow to open the disc  
holder．  

（2）lnserLthear（OWendoftheMiniDiscfirst，  
WhilepushingthecenteroftheMiniDisc・  

（3）C10Sethedischolder・  
3．Pressthe医王ii］button．  
●〝わen∂〆aγb∂C〟－0〃Jγ几〃∩／Dfsc or∂   

M血ーロfsc〝加CわJ5prOreCf（ヲd∂卵血SJaccト   
deJlr8Je′aSU√e／5血ぶerfed．〆∂ybac〟〝／／／   
beg血auねm∂〟c∂Jレ．  

●M仇eJI〟】e“AUTO－P上＿Aγ”血ncrfonⅣ0「〟5   
bγ／∩5e′〟叩∂〃血D短c，bec∂伯山／〃Offo   
わ噂e一山m／叩0〝肋e‘）ロ〝e√・  

4．Adjustthevolume by pressIngthe  
VOLUME△lorlvOLUME∇button・  

●Tb8坤U5一拍ev（）山JれeUぶJ〃g納eremロ′eco什   
fr口上mOVefわe5血相es血妃わUpわ血C帽8ざe  
納e仰山me．ルJove／rdoM〝】わre血clヲ納evoJ－  

U〝Ie．  

ト・ 
‖ 

ton onthe remote controltoincrease   
the bass．  
●由c／1r／me裾SbuIJ8nfspre55e4納ed／5－   

p由γ〝〟／C地口geasわ仙〝Sご  

BASSl   ：   BASS2  

十  ◆  
BASSOFF二＋ BASS3  

Tostopp］ayback：  
PresstheJt／OFRbutton．  

Toturnoffthepower：  

Pressthel■／OFR buttonwhiIetheunit  

isinthestopmode．  
●舶OUr2爪血UJe5∂鮎r′）ねyわacた厄S5叫Ped   

納eJつ0Ⅳe′fo納elノ〃J川′㌦befu爪edo〝8UJo－   

ma〟c∂／小   



宜Tracksearch（Page41）  
youc∂〃／OC∂Je〃1e亡Ieg血Ⅲ〃gO／∂〃γねCkau－  
わm8〟c8仙′句／USJng的eねC〟5e8忙わ山〃Crわ∩．  

TomovetothebeginnlngOfthe  
nexttrack：  
Duringplayback，PreSSthe［巨垂］button  
OrmOVetheshuttJeswitchontheright  
OftheremotecontroIup，  

To restartthetrack currently  
beingplayed：  
Duringp［ayback，PreSSthe圧垂］button  
OrmOVetheshuttleswitchontheright  
Ofthe remotecontroldown．  
●仙伽／e／〃肋e5rOpmO（隠p佗5S納e匝】or   

【巨垂］bu〝0〃OrJれOl／e肋e5加〟〃es鵬－cわ0〃   

肋e叩伽0†抽eJでmOfe¢即〟ロJupordo〝〃  
わさe／ecJ8J帽¢〟numbe「0′aJ帽C〟∩∂〃】e．   
P′郎S肋e医王画buHb〃IoJ）由γ納ese／ecfe（ゴ  
J／苫Cた．  

遥CueandReview（Page41）  
1．lnsert a MiniDisc and begin play－   
back．  

2・Whenthe［画buttonishelddown   
Ortheshuttleswitchonthe rightof   
the（emOteCOntrOliskeptmovInguP   
duringplayback，theMiniDiscwiIlbe   
fastforwarded．  

3・Whenthe圧垂】buttonisheIddown   
OrtheshuttJeswitchonthe rightof   
the remote controIis kept movlng   
down，the MiniDisc willbe fast re－   
VerSed．  

4・Whenyoureleasethe圧垂］Or［巨至］   
button orthe shuttle switch on the   
rightofthe remotecontrol，nOrmaI   
PIaywiJlresume．  

Note：  
●〝わe〃∂CUeOrreV／e〝Ope帽一／0nf5peト   

た佑me（J〝加／e〟丁納ep∂UぶemOde，γ0上JC8∩   
伽d納edes什ed汀∂C〟爪0佗q山C〟レ．〃0Ⅳ－   
el／eJlnO50U／1dwl／Jbe／Ie∂／廿．meu〃／JⅣf／J   
ree〃rer〃】eJ）∂USe／れ0【ね∂一肌esc∂nI）OSf－   
〟0〃〝わereγ0〟佗／e∂ぶeγ0上ノr伽ge′．  

駈Randomlrepeat playback  
（Page42）  

Duhngp］ayback，PreSSthe匝∈≡巨∈］b此On  
repeatedlyorpresstherPLAYMODErbut－  
tonontheremotecontrolrepeatedIyuntiI  
“RANDOM”，“⊂＝RANDOM”（repetitionof  
randomplayback），“G”（repetitionofaJl  
tracks）or“1⊂＝”（repetitionofasingle  
track）isdisp］ayed．  
●〝／】e／1γ0上ノぶe／ecJ‘‘斤A〟β0几〃’’，a〝e「抽e   

汀∂Ckγ0【J∂re／／ぶ旭〃J叩rO′旧S〟nJsわed   
〆∂γ／〃ダム∂C〟，∂／／0′r／le什∂C〟5〝′JJbe   
〆∂yedb∂Cた0〃Ce加r∂〃domorde左∂〃d   
析即納eu血涙〃∂Uね爪∂rわ∂JレSrOP．  

●仇什帽JlγOUSe／ecJ”G月月〃DO〃”，∂／／0／   
納ef帽C〟ざ〝甜bep／∂yedb∂C舟山r∂〃dom   
O「血石and納eJ召∩血mp／∂γb∂Cた〝／JJco〃一   
血ue即即es∫小  

Tocancelrandom／repeatpIay・  
back：  
PressthelMODElbuttonrepeatedlyor  
pressthelPLAYMODElbuttononthe  
remote controlrepeatedlyto turn off  
“RANDOM’’，“⊆RANDOM”，“G”or  
‘‘1⊂＝”．  

遍Doub）e－SPeed playback  
（Page43）  

DurjngplaybackofaMiniDiscwhichis  
（●ength）  

●7b√以心〝＝b√旧〝れ∂J－SPe（2dJ弛yとIaC亀戸佗ざ5   
納elml加血∽呵卵血  

●D甲即d〃90〃納e／℃COJ廿edm∂Je「由／S，的e   
50U〃dmaγ〃OJbecJe∂′rO／由一en．  

Tointerruptdoub］e・SPeedplay－  
back：  
Pressthe医王ii］buttonduringplayback．  
●Tb佗5Umedo〟bJe－5pee（プp由γbacた，P′eSS   

析e匡亘司加JJfo〃∂9∂れ  
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6・ToenterJetterscontinuously，rePeat  
StePS3－5．  

7■㌫三，認ミ麗箇恕t㍊ヲtraCk  
Tocreateatracknameforare．  
¢Ordedtrack：  
1・Pfaybackthetrackwhichyouwant   
toname，andthen pressthe匡Z画  
button．  

′ 
。い。   

make‘‘TRACKNAME”appearonthe  

。．he［∈更司bu、、。。．  
4・Thenfo”owtheprocedureinsteps3－   
7ofthesection‘‘Tocreateaname   
fora recordabledisc．，．  

毯Move（Page49）  
m由血′－C血∩／SUざedfocわ∂〃ge拍eoJdero′  
J侶C始8〃dわ〟5fe〃－oI帽C始加納eo化b√肋a！  
γOUp摺ね∴  

1・Playbackthetracktobemoved，and   
PreSSthe直垂button．  

●me〟而〝〟／e〃Ie′肋ep∂U5e／れ0ぬ  
－ 
－ 

＿≡一二∴．． 
make■■MOVE■lappearonthedisplay．  

3・PresstheLENTERlbutton．  
●To ca仰e／拍e ope帽〃0仇p√郎S†加  

l■／OFロムufro几  

4■r［画buttontose‾  
●Tomc′eaざe納e摘Cた〃Umbe∴‖．p佗SS肋e   

囲加J伽〃．  
●ね由c帽∂ぶe仙ヲI帽C〟〃U爪わe∴‥p佗S5肋e  

5．塾頭］b。t．。。again．  
●me5e／ecねdれ壬C女WJJ／bemovedfofhe   

〃e〝わc8ぬ几   

閂叫8Cた－0／】少  〟血旧由cざC∂〃〃OIbeedrred  

頗Disc／trackname  
（PageS44－48）  

TocreateanarTleforarecord．  
abledi＄C：  
1・Whileinthestopmode，PreSSthe  
圧亘ヨbuttonrepeatedlytomake  

2．諾雲≡tだま謎野呂こ言ごJredisp■ay・  
●ro ca〃Ce／拍e叩era抽〃，preざざ抽e  

3．bu、、。。、。Se．e。、   
thetypeofcharacters．  

●仙竹e〃伽加eo／c／ほ招CJe′S鹿5e／ec†e仇   
伽〃′ざJ伽ee／efIe′ざ0／肋∂川甲e〝／／／わe   
df印加d／0√∂わ0山丁5eCO〃d．  

●Eye′γ伽e〟Iel別掴bu丹0〃／ざ   
pressed，肋eりやe（〉′c厄r∂CJe／等〝／J／be   
C厄〃ged∂SわJb〝S．  

Selectアイウ  
（Japanesecharacters）  

l  

SelectABC（capitaIletters）  
（alphabeticcharacters）  

l  

Selectabc（smarIletters）  
（alphabeticcharacters）   

l  

SeIect123（numb早rSandsymboIs）  

4・Pressthe圧垂］or［司buttontose－  
Jectthefirstletter．  

5■黒帯造武豊Sdisp■ayed，  
●Tb∂dd∂佃打e√   

P／eSS的e魅0√匝司加〟－   
わ〃rO5e／e¢‖伽Je〟e′〝庇わ由0〃一触噌加   
0′肋epoざ肋〃ルわe帽Jの〟■帽〃‖08dd∂／ef一  

昭∩‖M叫and  
5．  

●丁8e／甘さeaJerね√   

P佗ざS伽l褒延垣or阿山伽〃  
●－、 

．． 



蕾Divide（Page52）  
JJγ0【′¢re∂re汀acknu〝痛e侶∂f抽epof両S  
〝わereyou〝a山fodル／亡ね納ereco血J叩，yO〟  
C∂nJo領一eCeJ†針nI）○加ざ〟わere咋′yOU仙e・  

1．Ptaybackthetrackwhichyouwant   
to divideinto two，and press the   
直垂Ibuttonatthepojntwhereyou   
wanttodividethetrack．  

2．Pressthe［∈亘匠】buttonrepeatedlyto   
make”DLVIDE”appearonthedis－   

Play．  
3．PresstherENTERLbutton．  
●丁（）C∂nCeJ抽e oI）e√a〃oJl，p′eSS 拍e  

l■／OFロムuIIo／1■  

4・Presstりe匡直亘］buttonagain・  
●¶】eO叩JnaJ佗CO′曲g〝J／JbedJ河曲d仙0  

納efⅣ0nelγrraC〟5．  

鰐Combine（Page53）  
丁〝0∂御Ce／1I旭C始C∂nbeco爪加わed（わ√eズー  
∂爪p也肋e〝伽andさ反的I帽C呵・  
1．PIay backthe second of the two   
trackswhichyouwanttocombine，   
andpressthe匡画button・  

●〝7飴血肋eβJ岬爪8由，β′e∬伽園8′  

2．，eatedty．。   
make◆■COMBINE”appearonthedis－   

Play．  
3．PressthelENTERlbutton．  
●To¢∂JICeJ拍e oper∂血〃，p√e5古川e   

【亘垣症］加仙川．  

4．PressthelENTE和buttonagain．   
●mef〝Or／笥Cks〝〟Jbecomb血e（プ．   

♯Erase（PageS50－51）  
●斤ec（）rde（∫什ac〟5C∂nbe（ヲ伯Sedo／1eaJ∂  

〟meor∂J／8rOnCe．  
●0〃Ce∂f伯Ckわ∂Sbee√Ie′∂5ed，fJc8nnOr   

be√eCOVered．CJleC欠拍e f′8C欠ハリmber   
¢a√e仙少わeわ招eJ苫SJng．  

Toerasetracksoneatatime：  
1．Duringplaybackofthetracktobe   
erased，PreSSthe匡Z画button．  

●〝わf／e加納e5fopmo晦pre5き伽観8r  

2．p。a．ed．y．。   

make〃ERASE”appearonthedis－   

Play・  

3，Pressthe峠NTE剛button．  
●丁（フCa〃Ce／抽e oJフe帽血〃，p／e55拍e   

匡三萱∈己ゎび一わ∩．  

4．PressthelENTERJbuttonagain．  
●me5eJecJe（ー汀a¢たW甜bee侶Se（J．  

Toerasea”ofthetracksatonce：  
1．Whilein the stop or pause mOde，   
pressthe［亘亘司buttonrepeatedlyto   
makellALLERASE”appearonthe   
dispIay．  

2．PressthelENTERlbutton．  
●丁（〉C∂〃Ce／拍e oJ）e柑〃0∩，pre5S rJ†e   

11／OFFlbu肋Jl．  
3．PressthelENTE和buttonagain・   
●月〟of肋e旭C欠きⅣ〟Jbee帽Sed．  
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軍Name＄tamPfunction  
（Page＄54－55）  

me〝加／e d∂ねⅣ〟！fe〃／〃Cわa招CJe√SO〃∂  
仙〃JD／5CⅣわ／C／†CO〃J∂加古ー帽C〟ぶan（ゴ由ね作－  
C（）血edp佗∨血5少匝m∂Sre√〃／〃／口伝り鹿a上〉厄  

Jo be se〃fJo a′eCOrd如／e几柚／β／SC（き  
〟血′D／ざCC叩カ．  

1・CompIetearecordingfromamaster   
MiniDisctoaMjniDisccopy．   

●0叫SO〟〃由∂帽帽CO′ded．月一裾5pO／帆  
肋e由ね〝〟〟即納eわ8帽C始付加snoJ血een  
作CO′de（Jγer．  

2・Afterfinishingrecording，remOVethe   
MiniDisccopyfromtheunitandin－   
Ser【themasterMiniDisctotheunit，   

●CJle（フ〟納edI他作nC（，5bef〝ee〃肋em∂5ね「   
〃′∩／D鹿C8nd肌eル伽′ロ鹿CC叫y．  

3・Pressthe［∈亘司buttonrepeatedJyto   
make【■NAMESTAMPJJappearonthe  

i 

4．ムe匡頭歪］butt。。．  
●”月亡力DO〝？Ⅳ〝㌦bedf甲由γeCl．  
●ro c∂nCeJ拍e ope用地〃，β′eざ5拍e   

l■／OFロムu〃oJ】．  

5・PresstheIENTERIbuttonagain．  
●”斤e∂肋タメ′一〝〟bedlSpねyed．  

6・MakesurethatlICHANGEMD．．ap－   
PearSOn the dispIay，andthen re－   
move the master MiniDisc from the 
unit．  

7・lnserttheMiniDisccopytotheunit．  
●med真甲Jay勅Wぶ加Ⅳ”J〃S∈何丁几〟γ∴7℃吃   

RE4ロ”∂〃d”仰／丁苫OJく？■一血Orde／－  

8・PresstheLENTERlbuttonagain．  
●medfspねγ〝／〟cわ∂〃ge血m一■〝〝血g′〟fo  ” 

CO〟P⊥仁一亡〟∂nd拍e〃月〃F Sm〟戸   
山〃Cf／0∩Ⅳ〟／be¢0叩フ／e†ed，And〟Te〃納e   
U血血〟即拍r納esわpmode．  

Notes：  
●丁わe p／きγわ∂C〟－0／坤〟加ロ／SCS C∂nJlOr   

Sねmp肋e（ねね〝〝〟即血c／ほ伯C始侶．  
●／／納e ror8／〃リノ血ero／汀∂C〟s／さ〃Of抽e   

5∂me 仇∋f〝e（∋〃的e／maSfer〃血fD′5C∂〃d   
仙e〃血道庇cqpγ・〟C∂∩■f古川MP〟〝〟′叩－   

pe∂rOJl仙e鵬印／∂γ∂nd〟1e仙扉＝血〃山〝   
0仇Jf裾さOCCU侶，e（∫／rfom∂〟e〟le汀凱止   

〃Umbe侶0〃bo的d／錨Sagree′8〃d′efγ   
舟ロmSr甲Z  

謬Serviceljfeofthebattery   
（Page56）  

レ〝，〟e肋eu血J5わe血goJフe′召re‘J，伽わ∂f一別γ  
Cわ∂将ef佃ね∂rO′血〟∂仰e∂′わ納e坤J∂′  

As肋e加沼e′γC／－∂呵ed′叩5血）mUSe，  
納eb∂侶わ肋ecわ8昭e〟｝d／c∂for〟甜go  
OUf（〉〃elγ0ne．  
〝∧旧∩納e血∂I始γJS∂JmosIco叩／e†坤eズー  
わ8〟Sred，肋eb8他γC／丁∂噂eわdわ∂Jo′／ねe／／血〟  
〟∂5九  

〝わe〃伽ム∂Jfeγ／ほS仙nCOmp／eJelyoリー， 〟 
朗7TFMPTγ匹0朗rり”Ⅳ／〟叩Pe8′加納e  

d短p由γ．mepO〝e′わ肋e上川〟〝fJ／be【始c（）〃－  
ne¢red∂山一om∂rわ∂Jレ．  

掬Tochecktheelapsedpray－  
1ngtimeandtheremalmng   
Playingtime（Page58）  

伽SS的elαSPl川わ山一ねヮdu咄p血y由Cた■  

●由cわー血e〃1ね如伽〃／Sp招55e仇伽d由一   
p由γ〝〟JcJ－8〃geaSわ〃ol帽J   

→ 
e．me  L鑑J  

琵TodispJaythe remaining   
recordingtimeandthetotal   
Playin！川me（Page58）  

PresstheJDLSPLAYrbuttonwhiJein  
thestopmode．  
●由Cわーfme〟海山ffoJIJ5p佗5Sed，的ed由一   

p由γ〝〟／cJ7∂咽e85わ仙〝5；  

Disc name and total Remaining 
numberoftracks →recordingtime  

LTotalpIaying J            time  
Notes：  
●乃虐u〃／Icand侍pねγねねた∂〃aC／丁∂帽C始侶   

〟）加co〃わ′mIo肋e〟Dsね∩ぬ佃甲e¢肌   
Ca血∩5・J′8仰〃細∩由佃d／郎由p／∂γed   
b∂Ckねねね∩∂CJla伯Cfe侶maγnOrbe曲－   
pJ∂yed   



旺Tochecktheplaylngtimeof   
eachtrack（Page58）  

1．Whenstopped，PreSSthe匝］or匡司   
buttontoselectatrack．  

●me r′aCknu爪be√∂〃dI帽C〟〃∂me（〉′納e  
－ 

二P．・．．．i．し‖ 
●mep／∂γ′喝〟meo／伽一帽C〟〝fJ用ed博一   

p鹿yed．  

Note：  
●Afterdisplayingtheplaylngtimeat   
SteP2，justselectthetracknumber   
todisplayitsplayIngtime・  

焉Various setup parameters  

（Page60）  
You are abIe to set up5parameters  
With the unit（beep sound，dispIay  
backLightontheremotecontrol，autO  
Playfunction，autOPOWerSaVefunc－  
tion，anddigitalrecordinglevelmode）．  

Tosetupparameters：  
1．Whenstopped，holddownthe［頭重E］   
buttonorpressthelPLAYMODELbut－   
ton on the remotecontroIand holdit   

untiI“SETUP”isdisplayed．   

Then，releasethelMODElbuttonor   
thelPLAYMOD引button．  

●‘‘β亡亡P O〃（βE亡Pり”or‘‘β亡苫P OFF   
（βE亡PqJ’’両〟血edl印ねγed・  

2．Press the［蜃］Or［巨司button，Or   
movetheshuttIeswitchontheright   
Ofthe remotecontrolupanddown，   
toseIecttheparameteryouwantto  
Change．  

●諾昔漂撰㍑′慧L雷雲；霊  
Jo〝S二  

AN  
置試7←－畏3ご丁）←・i黒もB  

LD■b竺苛1－A芯筒eJ 

3．PressthelMOD引button orpress   
thelPLAYMODElbuttononthe re－   
motecontroltoselecttheparameter   
youwanttochange・  

ON   OFF   

Beepsound  BE∈PON  B∈EPOFF   （BEEPl）  （BEEPO）   

D将Play  
backLighton  ELONl：［LON2  ELOFF   
theremote  
COntrOl   

Autoplay  A－PLAYON  A－PLAYOFF   （autoPL）  （PLoff）   

Autopower  AUTOPsave  PsaveOFF   
SaVe   （autoPS〉  （PSo什）   

Digital  D．LMODEl  D．LMODE2   
「ecording  
level   

Tofinishthesetup：  
PresstheMFFlbutton．   

Notes：  
●肋eJT〟】eUJlf†由SeIわ”亡」0〟2”，Ⅳ加Je〟   

／ざわe／咽USed〝肋∂〃月C∂由〆0「0′8Car   
∂d叩†0「．納ebac〟／匂侶〝〟／re〝la／nJfrc（）∩－   
5J即1町，  

●仰enγOU5e一拍e∂UIopo〝er5aye血nc－   
ナノo〃rO明－PJAγ○〃二納e由fねγ－血冗＝血／J   

bere血Ce（ゴ5J境目少．  

監Holdfunction（Page64）  
Fゾ即／f納e加Jfro／1S∂reJフ「eS∫edacc／de／II∂Jレ  

仰‘】Cm〝ded摘／nerc．ノ′ff肋e／IOJd九JnCrJoJ）  
わ8S been se－0〃〃Ie UnfJo′OJl〟le√eJ刀Ore  
C即f和ノ，納e上J〃〟〝〟Jn（）l佗5pOハd¢OJT即叫／．  
TosettheunitintoeliminatemaLfunc－  
tions，mOVethe匝萱［萱］switch，  
●ro√eきU爪e〟柑OPe帽〟oJT，re圧J〝I〟le  

l〃M5両軸fo舶OJ唱血∂Jpoぶ肋〃．  

鞋After completing the edit   
OPeration  

TowritetheTOC（TableofContents：  
inforrnationliketracknumbersetc．）on  
adisc，PreSSthel■／OFRbuttonwhile  
inth，eStOPmOde．  
●“rOCFDJTJ’’〝JJ／bed／叩J∂yed，∂nd抽e   

poⅣ訂Ⅳ′〟befu〝】edo／た  

●レl仇〟e“TOCFDJ¶”／Sbe〟19d如血γeddo   
nofβ′納euJlff．J′γ0〟do，肋emCcan〃0－   
be〝〟〟即CO〝eC叫／8〃納ed／弧  

9†   
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