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本機の操作は、「クイックスタートガイド」の他に、「操作ガイド（PDF）」とCONNECT 
Playerのヘルプ（CONNECT Playerから参照）で説明しています。

– クイックスタートガイド；曲の取り込みから転送、再生までの基本的な操作の説明
– 操作ガイド（PDF）；本機の応用操作や困ったときの対処法の説明
– CONNECT Playerのヘルプ；CONNECT Playerの操作についての説明

また、パーソナルオーディオ・カスタマーサポートのホームページでは、ご質問やトラブル
の解決方法、本機またはCONNECT Playerについての最新情報を掲載しています。
http://www.sony.co.jp/support-pa/

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあり
ます。 

この「クイックスタートガイド」と、付属CD-ROM収録の「操作ガイド（PDF）」には、事故を防ぐための
重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
この「クイックスタートガイド」と「操作ガイド（PDF）」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いくだ
さい。 
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置
です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョ
ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正し
い取り扱いをしてください。
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警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解
してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより
死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や
大けがなど人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけ
がをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号 
    

行為を禁止する記号
      

行為を指示する記号

 安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。
しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事
故になることがあり危険です。事故を防ぐために注意事項を必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

4~9ページの注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっ
ていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、す
ぐにお客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に修理をご依頼く
ださい。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、
煙が出たら、液漏れしたら 

 ACパワーアダプターを使用中の場合は、コンセントから
抜く。

 パソコンと接続している場合は、USBケーブルを抜く。
 お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼す
る。
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USBケーブルにコイン、キー、ネックレスなどの金属
類を置かない。
USBケーブルの端子が金属とつながるとショートし、発熱す
ることがあります。

 

充電式電池が液漏れしたときは
充電式電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。
液が本体内部に残ることがあるため、ソニーサービス窓口にご相談ください。液が目
に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水など
のきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服に
ついたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚
に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

この製品はリチウムイオン式充電池を内蔵して
います。漏液・発熱・発火・破裂などを避け
るため、必ず下記の注意事項をお守りください。

指定以外のACパワーアダプターを使わない。
充電するときおよび家庭用電源で使用するときは、必ず指定の
ACパワーアダプターとUSBケーブルを使用してください。
破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損
の原因となります。

 

火の中に入れない。
 

分解しない。
感電の原因になります。充電式電池の交換、内部の点検および
修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼くださ
い。ただし、廃棄時には「操作ガイド（PDF）」記載の手順に従っ
て内蔵の電池を取り外し、リサイクルにご協力ください。

火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。
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下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺
の家財に損害を与えたりすることがあります。

ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない。
感電の原因となることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない。
耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に
悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞く
ときにご注意ください。呼びかけられて返事ができるぐら
いの音量で聞きましょう。

はじめからボリュームを上げすぎない。
突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。
ボリュームは徐々に上げましょう。特にヘッドホンで聞くとき
にはご注意ください。

通電中のACパワーアダプターや製品に長時間ふれない。
長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因に
なることがあります。

本体やACパワーアダプターを布団などでおおった 
状態で使わない。
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあ
ります。

下記の注意事項を守らないと火災・感電によ
り大けがの原因となります。

運転中は使用しない。
• 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッド
ホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、
表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故
の原因になります。

• また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲
の交通や路面状況に十分にご注意ください。

 

内部に水や異物を入れない。
水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や
異物が入ったときは、USBケーブルを本体から抜き、お客
様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口
にご相談ください。

 

ACコードは日本国内専用です。
付属のACパワーアダプターは 100 V ～ 240 Vに対応して
おりますが、ACコードは100V対応になります。誤って使
用すると、発煙・発火などの身体への被害が及ぶ可能性もあ
りますので、海外で使用される場合には、充分にご注意くだ
さい。詳しくは、付属CD-ROM収録の「操作ガイド（PDF）」
の56ページをご覧ください。

 

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。
感電の原因となります。  
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保証書とアフターサービス

保証書
• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
「操作ガイド（PDF）」をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソ
ニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社では、デジタルミュージックプレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な
部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただ
きます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ
店またはサービス窓口にご相談ください。

主な仕様について
主な仕様については、「操作ガイド（PDF）」をご覧ください。

商標について

• CONNECT Playerおよびそのロゴはソニー株式会社の登録商標です。
• OpenMG、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plusおよびそれぞれのロゴはソニー株式会社の商標
です。

• “ウォークマン”、“WALKMAN”はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。 
はソニー株式会社の登録商標です。

• MicrosoftおよびWindows、Windows NT、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

• Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
• 本機はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に
基づく許諾製品です。

• CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. 
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product 
and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; 
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, 
#6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device 
manufactured under license for following Open Globe,Inc. United States Patent 
6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The 
Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are trademarks 
of Gracenote.

• その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの商標あるいは登録商標です。なお、本文
中では™、®マークは明記していません。

Program © 2005 Sony Corporation
Documentation © 2005 Sony Corporation

試聴用楽曲について
本製品は、店頭でお客様に実際に手にとってご試聴・ご体験頂くことを目的として、あらかじめ試聴
用楽曲データをプリインストールしております。
この楽曲データは店頭での試聴用途のためのものですので、お客様がお使いの PCに転送することは
できません。楽曲を削除される場合は、CONNECT Player上で行って頂きますようお願いいたし
ます。
（地域によっては試聴用楽曲データがプリインストールされていない場合があります。）
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転送する
（20ページへ）

再生する
（22ページへ）

パソコンからUSB接続で充電できます。*
充電に必要な時間は、「操作ガイド（PDF）」をご覧ください。

* パソコンを使わずに、USBケーブルを付属のACパワーアダプターに接続しても充電でき
ます。この場合、USB接続時よりも充電時間は短くなります。 
詳しくは、付属CD-ROM収録の「操作ガイド（PDF）」をご覧ください。

はじめに

NW-A1000シリーズ/A3000シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。
本機で音楽を楽しむには、付属のCONNECT Playerを使い音楽をパソコンに取り込ん
だ後、パソコンから本機へ転送します。転送後は、いろいろな場所で音楽を楽しめます。

準備する
（14ページへ）

取り込む
（18ページへ）



14

NW-A1000/A3000.JP.2-657-722-02(1)

15 

NW-A1000/A3000.JP.2-657-722-02(1)

CONNECT Playerをインストールする
Administrator権限、またはコンピューターの管理者でログオンし、パソコンをイン
ターネットに接続してから付属のCD-ROMをパソコンのCDドライブに入れます。
インストーラーが起動し、メインメニューが表示されます。

 ヒント

• CONNECT Playerをインストールする前に、お使いのパソコンがインターネットに接続されてい
ることを確認してください。最新のモジュールをインストールすることができます。

• CONNECT Playerは、アップデートサーバー上にある最新モジュールを自動的にダウンロードす
ることにより、常に最新の機能でお使いいただけるオートアップデートを採用しています。最新の
モジュールについての詳細な情報は、「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」のホームペー
ジでご確認ください。 
http://www.sony.co.jp/support-pa/

CONNECT Playerをインストールするには

「CONNECT Playerインストール」をクリックし、注意事項をよく読んで、画面の指示
に従って操作します。
お使いの環境によっては、20 ～ 30分かかる場合があります。インストール後に再起動
が必要な場合は、画面の指示に従ってパソコンを再起動してください。
インストールできないときは、「インストールできないときは – Q&A」（16ページ）を
確認してください。

「操作ガイド（PDF）」をインストールするには

「ハードウェア 操作ガイド（PDF）インストール」をクリックし、画面の指示に従って操
作します。

付属品を確かめる
本機には次のものが付属しています。
電池（充電式電池）は、あらかじめ本機に内蔵されています。

□ ヘッドホン*（1）

 

□ ヘッドホン延長コード*（1）

□ ACコード（1）

□ ACパワーアダプター（1）

□ CD-ROM**（1）
– CONNECT Playerソフトウェア
– 操作ガイド（PDF）

□ クイックスタートガイド（本書）（1）

□ 保証書（1）

□ ソニーご相談窓口のご案内（1）

□ カスタマー登録のお願い（1）

□ USBケーブル（1）

 

* ソニースタイルオリジナルモデルには、下記は付属しません。
– ヘッドホン
– ヘッドホン延長コード

** 音楽CDプレーヤーでは再生しないでください。

ご注意

• ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速や
かにコンセントから抜いてください。

準備する
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Q6 インストール画面上のバーが動き、CDドライブのアクセスランプが点灯し
ていますか？

A6 画面上のバーが動き、アクセスランプが点灯している場合は、インストール作
業中です。しばらくお待ちください。

Q&Aで解決できないときは:
「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」のホームページで調べてください。
http://www.sony.co.jp/support-pa/

それでもインストールできないときは:
お客様ご相談センターまたはお買い上げ店へご相談ください。

 ヒント

• CONNECT Playerの最新情報、およびアップデートプログラムについては、上記の「パーソナル
オーディオ・カスタマーサポート」のホームページでご確認ください。

インストールできないときは – Q&A 

Q1 お使いのパソコンは、必要条件を満たしていますか？

A1 CONNECT Playerメインメニュー画面の「CONNECT Player はじめにお
読みください」をクリックし、インストールに必要な条件を確認してください。

Q2 Administrator権限またはコンピューターの管理者でログオンし、インス
トールする前にすべてのWindowsソフトウェアを終了しましたか？

A2 Administrator権限またはコンピューターの管理者でログオンしてください。 
また、常駐ソフトウェア（ウィルスチェックソフトウェア）を含め、すべての起
動中のソフトウェアを終了してください。

Q3 ウィルスチェックソフトは停止していますか？

A3 起動中の負荷が大きいため、ウィルスチェックソフトは停止してください。

Q4 お使いのパソコンのハードディスクの空き容量は足りていますか？

A4 必要なハードディスクの空き容量は、200MB以上です。足りない場合は不要
なファイルなどを消去して空き容量を増やしてください。

Q5 付属のCD-ROMを入れてもインストーラが起動しませんか？

A5 起動しない場合は、「マイ コンピュータ」からCD-ROMをダブルクリックして
ください。

準備する（つづき）
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1  デスクトップの「CONNECT Player」をダブルクリックする。
CONNECT Playerが起動します。

2  取り込みたい音楽CDをパソコンのCDドライブに入れる。
インターネットに接続しておけば、CD情報（曲名やアーティスト名など）を自動
で取得できます。

3  画面左上のナビゲーションウィンドウから、「Audio CD」をクリック
する。
画面右側に音楽CDの曲一覧が表示されます。

4  画面上部のCD取り込みボタンをクリックする。
曲の取り込みが始まります。

 ヒント

• CONNECT Playerでは以下の操作もできます。詳しくは、CONNECT Playerのヘルプをご覧
ください。
– インターネット音楽配信サービスから取り込んだ音楽データや、すでにパソコンに保存してい
る曲（MP3、ATRACなど）を取り込む。

– 音楽CDから曲を選んで取り込む。
– SonicStageに保存されている音楽ファイルを取り込む。
– 音楽ファイル形式とビットレートを変更する。

ご注意

• 本機の一部の機能は曲情報を利用して動作します。CONNECT Playerへ大量に楽曲を取り込むと、
曲情報を取得するのに時間がかかる場合があります。曲を取り込んだ後、しばらくCONNECT 
Playerを起動した状態でお待ちいただいてから、本機へ楽曲を転送してください。

取り込む

音楽CDの曲をCONNECT Playerに取り込みます。
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USBケーブル
（付属）

1  デスクトップの「CONNECT Player」をダブルクリックする。
CONNECT Playerが起動します。

2  USBケーブルで本機とパソコンを接続する。
初めて接続したときは、転送モード設定画面が表示されます。転送モードを選択し、
「OK」をクリックしてください。
転送が終わると、「PCとの接続を解除しないでください。」の表示が消えます。
表示が消えた後、本機からUSBケーブルを外せます。

ご注意

• 初めてお使いになる場合は、充分に充電後、本機に曲を転送してください。
• 転送中はUSBケーブルを外さないでください。
• USBケーブルで本機とパソコンを接続した状態で、パソコンがサスペンド、スリープ（スタンバイ状
態）、ハイバネーション（休止状態）に入ると、充電されずに電池が消耗します。

• 電源コードを接続していないノートパソコンと本機を接続した場合、ノートパソコンのバッテリー
が消耗します。電源コードを接続していないノートパソコンと本機を接続したまま長時間放置し
ないでください。

 ヒント

• CONNECT Playerでは以下の操作もできます。詳しくは、CONNECT Playerのヘルプをご覧
ください。
– 曲を選んで本機に転送する。
– 好きな曲をまとめたプレイリストを作成し、転送する。

• USBケーブルでパソコンに接続中はUSBケーブルのランプが点灯し、電池が充電されます。充電
が完了すると、ランプは消えます。

転送する

CONNECT Playerに取り込んだ曲（音楽データ）を本機に転送します。

コネクターの取り外しかた

コネクター左右のボタンを押しながら、
引き抜いてください。
無理に取り外そうとすると、故障の原因
になります。
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H
ホールド

OLDボタン
ボタンを押すと「ホールドオン」と表示され、ボ
タン操作が無効になります。 本機がホールド中
のときに押すと、「ホールドオフ」と表示され、
ホールドが解除されます。電源が切れていると
きは、ホールド状態にできません。

（ヘッドホン）ジャック
ヘッドホンやヘッドホン延長コードは「カチッ」
と音がするまで差し込みます。音がするまで差
し込まないと、再生音が正常に聞こえません。
ヘッドホンジャックはラインアウトとしても使
えます。詳しくは、「操作ガイド（PDF）」をご覧
ください。

L
リンク

INKボタン
再生中の曲から、ジャンルの近いアーティスト
を探します。

5方向ボタン
詳しくは、「操作ボタンの使いかた」 
（24ページ）をご覧ください。

より詳しい使いかたを調べるには
• 本機の詳しい使いかたや、困ったときの対処方法などは、「操作ガイド（PDF）」をご覧くださ
い。「操作ガイド（PDF）」を見るには、「スタート」―「すべてのプログラム」―「CONNECT 
Player」―「NW-A1000シリーズ NW-A3000シリーズ 操作ガイド」の順にクリックします。

• Adobe Reader 6.0.4以上、またはAdobe Reader 7.0.3以上が必要です。Adobe 
Readerはインターネットから無償でダウンロードできます。

B
バック

ACKボタン
リスト画面の階層を上がったり（24ページ）、
前の画面に戻ります。押したままにすると、ホー
ムメニューが表示されます。

O
オプション

PTIONボタン
オプションメニューを表示します。
押したままにする、またはオプションメニュー
から「電源を切る」を選び、を押すと電源が
切れます。

ハンドストラップ穴（NW-A1000シリーズのみ）

お手持ちの細いストラップを取り付けられます。
取り付けには、ピンセットなどをお使いください。

V
ボリューム

OL＋/－スイッチ
上下にスライドさせ、音量を調節します。

マルチコネクター
付属のUSBケーブルを接続します。

R
リセット

ESETボタン
本機をリセットします。詳しくは、「操作ガイド
（PDF）」をご覧ください。

再生する

基本的な操作―各部の名前

本体裏面

ハンドストラップ穴
（NW-A1000シリーズのみ）

VOL ＋/－ 
スイッチ

マルチコネクター

RESETボタン

本体表面

HOLDボタン

（ヘッドホン）ジャック

LINKボタン

OPTIONボタン

BACKボタン

5方向ボタン（////）

ヘッドホン延長
コード

ヘッドホン
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ボタン
選択した項目を決定します。
押したままにすると、選択した項目の全曲
を再生します。

/ボタン
カーソルを上下に移動します。
押したままにすると、速くスクロールしま
す。

/ボタン
インデックス表示中に押すと、左右の項目
に移動し、画面が切り換わります。

再生画面
ブックマーク
アイコン

曲名
アーティスト名
アルバム名
ジャンル
☆評価

再生状態

リスト画面

リスト

インデックス

ボタン
再生中は、表示窓の左下にが表示され
ます。再生中に押すと、再生一時停止にな
り、が表示されます。もう一度押すと、
再生が再び始まります。再生/一時停止の
切り換えは、再生画面でのみ行えます。

/ボタン
カーソルを表示します。カーソルを上下
に移動させ、ジャンルやアルバム名を選択
中にを押すと、再生中の曲と同じジャ
ンルのアーティスト一覧や曲一覧を表示
します。

/ボタン
前の曲や再生中の曲、次の曲の頭出しをし
ます。押したままにすると、再生中の曲の
早送り/早戻しをします。

操作ボタンの使いかた
5方向ボタンとBACKボタンを使い、画面の切り換えや
再生操作、設定などを行います。
例えば、ホームメニューから「リストサーチ」–「アル
バム」の順で曲を選ぶと、以下のように画面が切り換わ
ります。
また、5方向ボタンは、曲を検索したり選択する「リス
ト画面」と、音楽を再生中に表示される「再生画面」に
よって動作が異なります（25ページ）。
* ボタンには、凸点（突起）がついています。操作の目印としてお使いください。

ボタン*

/ボタン

/ボタン

再生する（つづき）

（リストサーチ）を選び、
を押す。

「アルバム」を選び、
を押す。

聞きたいアルバムを選び、
を押す。

聞きたい曲を選び、
を押す。
再生が始まります。

BACKを押す。

BACKを押す。

BACKを押す。

BACKを押す。



26

NW-A1000/A3000.JP.2-657-722-03(1) NW-A1000/A3000.JP.2-657-722-03(1)

いろいろな再生/設定
ホームメニューは、本機の初回起動時やCONNECT Player接続
直後に表示される最初の画面です。本機の各機能への入り口にな
り、再生や曲の検索、設定変更などができます。
ホームメニューは、BACKを押したままにすると表示されます。

プレイモード 再生方法を選びます。

イニシャルサーチ 頭文字で曲やアーティストを検索します。

インテリジェントシャッフル いろいろなシャッフルモードで再生します。

よく聞く100曲* 再生回数の多い曲を再生します。

リストサーチ
ジャンル、アルバム、アーティスト、曲一覧などから曲を
検索します。

再生履歴* 過去に本機で曲を再生した日付から検索します。

各種設定 音質や表示画面などを設定します。

プレイリスト プレイリストに登録されている曲を再生します。

再生画面へ 再生画面を表示します。

* 本機を初めて使う際はご利用できません。本機で曲を再生し、CONNECT Playerに接続してい
ただくと、ご利用できるようになります。

再生する（つづき）

お問い合わせ窓口のご案内
本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記の
お問い合わせ先をご利用ください。

• ホームページで調べるにはパーソナルオーディオ・カスタマーサポートへ 
（http://www.sony.co.jp/support-pa/） 
デジタルミュージックプレーヤーに関する最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとそ
の回答をご案内しています。

• 電話・FAXでのお問い合わせは お客様ご相談センターへ（下記電話・FAX番号） 
本機の商品カテゴリーは、［オーディオ］－［ウォークマン］です。 
お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

◆セット本体に関するご質問時：
– 型名：本体裏面に記載
– 製造（シリアル）番号：本体裏面のラベルに記載 
ホームメニューの「各種設定」–「本体情報」でも製造（シリアル）番号をご確認いただけ
ます。

– ご相談内容：できるだけ詳しく
– お買い上げ年月日

◆付属のソフトウェアに関連するご質問時： 
質問の内容によっては、お客様のシステム環境についてご質問させていただく場合がありま
す。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。
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