
取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

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。

この取扱説明書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。
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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。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、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ているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソ
ニーサービス窓口にご相談ください。

万一、異常が起きたら

1電池を抜く
2お買い上げ店または
ソニーサービス窓口
に相談する

変な音・においがしたら
煙が出たら、液漏れしたら b

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

下記の注意を守らないと、
火災・感電により大け
がの原因となります。

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となりま
す。万一、水や異物が入ったときは、お買い
上げ店またはソニーサービス窓口にご相談く
ださい。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場
所、直射日光のあたる場所、水や薬
品などがかかるおそれのある場所に
は置かない（特に風呂場では絶対に
使用しない）
上記のような場所に置くと、火災や感電の原
因となることがあります。また、本機の近く
に水の入った容器などを置かないでくださ
い。

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。

分解や改造をしない
火災や感電、けがの原因となることが
あります。

,内部の点検など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。

ぬれた手で本体をさわらない
感電の原因となることがあります。

運転中は使用しない
•自動車、オートバイなどの運転をしながら
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
となります。

•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充分に
ご注意ください。

電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避け
るため、下記の注意事項を必ずお守りください。

ボタン型電池について

•小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置か
ない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるの
で、直ちに医師に相談する。

•機器の表示に合わせて＋と–を正しく入れる。
•火の中に入れない。分解、加熱しない。
•コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯、保管しない。
ショートさせない。

•火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で
使用・保管・放置しない。

•指示された種類以外の電池は使用しない。
•液漏れした電池は使わない。

•使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときは取りはずす。

必ずお読みください
eMarkerは、日本国内にお住まいで、以下の環境でインターネットを使用
できるかたにお使いいただけます。

□ 以下の性能を満たしたIBM PC/AT互換機（Macintoshなどでは動作し
ません）

– CPU: MMXテクノロジーPentiumプロセッサー266MHz以上
(Pentium II 300MHz以上推奨)

– メインメモリ: 32MB以上(64MB以上推奨)
– ハードディスクの空き容量: 5MB以上(20MB以上推奨)
– USBポート: USB1.0規格
– 通信速度: 33.6Kbps以上(56Kbps以上推奨)

□ OS: Microsoft Windows 98/98 Second Edition/2000/Me
□ ブラウザ: Netscape Navigator 4.0以上（Netscape  6.0 を除く）、
またはInternet Explorer 4.0以上

□ ディスプレイ

– 表示色: 256色以上
– SVGA: 800×600以上
– XGA: 1024×758以上推奨

•IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines
Corporationの登録商標です。

•MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国及びそ
の他の国における登録商標です。

Copyright © 1995 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
Portion Copyright © 1995 Microsoft Corporation
•Macintoshは、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ
社の商標です。

•MMXおよびPentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。
•その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般的に各開発メー
カーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中ではTM、Rマークは明
記していません。

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。

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク�
 トロニクスとエンターテインメントのホームページです。�

使用上のご注意
置いてはいけない場所
使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故
障の原因になります。
•異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると
変形したり、故障したりすることがあります。

•直射日光に当たる場所、熱器具の近く
変形したり、故障したりすることがあります。

•激しい振動のある場所
•強力な磁気のある場所
•砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
海辺や砂地などの砂ぼこりが起こる場所などでは、本機に砂がかからな
いようにしてください。故障の原因になるばかりでなく、修理できなく
なることもあります。

使用について
•キャップをはずした状態で持ち歩くと故障の恐れがあります。
•強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
•USBケーブルを抜くときはコネクターを持って抜いてください。

お手入れについて
•汚れたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き
取ってください。
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固
くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

•アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質する
ことがあります。

•化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
•殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間
接触させると、変質することがあります。

故障かな？と思ったら
インストールが途中で失敗したときは
t eMarkerをコンピュータから抜いて、コンピュータを再起動してから
「初めから」もう一度やり直してください。

eMarkerを接続しても何も反応がない
t USBケーブルの接続を確認してください。

eMarkボタンを押したときのランプの色が暗くなった
t 電池の寿命が残り少なくなったので、電池を交換してください。

(詳しくは裏面の「電池を入れる」をご覧ください)

そのほか詳しい取り扱い方法については、eMarkerのウェブサイトhttp://
www.japan.emarker.com/をごらんください。

主な仕様
最大外形寸法 約46×50×18.5mm （幅×高さ×厚さ、キャップを含む）
重量 約25ｇ（キャップを含む）
端子 ミニUSB端子
eMark 25個まで
電源 リチウム電池 CR2025

本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、
ご了承ください。

http://www.japan.emarker.com/
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eMarker＊でできること
このeMarkerを使うと、専用のウェブサイトにアクセスして、あらかじめ
eMarkした時間に放送していた、CMや音楽の曲名を検索するサービスを
利用することができます。
（ただし、これらのサービスは、すべての放送局や楽曲などに対応している
わけではありません。サービスや使いかたについての詳しくは、webサイ
ト（http://www.japan.emarker.com/）をご参照ください。）

eMarker＊を使うには
操作の流れは以下のようになります。

まずは準備
1 ウェブサイトにアクセスして、コンピュータにソフトウェアを
インストールする

2 eMarker本体に電池を入れる
3 ウェブサイトでメンバー登録を行う
詳しくは、右記の「準備」をご覧ください。

ラジオやテレビで気になる曲・CMが流れたら
放送中にeMarkerのeMarkボタンを押す
詳しくは、右記の「使う」をご覧ください。

コンピュータに接続して
1 eMarkerウェブサイトにアクセスして曲・CMを検索
2 ご希望に応じて、オンラインＣＤショップで気に入ったＣＤを
購入できる/広告主のウェブサイトにジャンプもできる
詳しくは、右記の「曲・CMを検索する」をご覧ください。

＊ eMarkerはソニーの登録商標（申請中）です。

eMarkerに関する最新情報は、ウェブサイト
（http://www.japan.emarker.com/) に掲載されています。ご参照く
ださい

箱の中身を確かめる
箱から出したら、付属品がそろっているか確認してください。

•eMarker本体
•USB接続ケーブル
•ストラップ
•リチウム電池　CR2025
•取扱説明書

準備
eMarkerを使うには以下の準備が必要です。具体的な手順の詳しくは
http://www.japan.emarker.com/をご覧ください。

1ウェブサイトに接続して、ダウンロードサイトにあ
るソフトウェアをダウンロードする

2 eMarkerに必要なソフトウエアをパソコンにイン
ストールする

3プロキシの設定など、アプリケーションを動作さ
せるために必要な設定をする
eMarkerで使うソフトはお使いのOSや、ネットワークの環境などに
よって設定が異なります。詳しくは、お使いのコンピュータメーカー
または、契約しているプロバイダの説明書をご覧になるか、ネット
ワーク管理者にお問い合わせください。

4メンバー登録をする
本体に電池を入れ（下記「電池を入れる」を参照）、付属のUSBケー
ブルを使ってコンピュータと接続します。その後ウエブサイトにアク
セスして、サイトに掲載されているセットアップガイドを参照しなが
らメンバー登録をしてください。
登録の際にお客様に割り振られたIDはメモをするなどして、忘れない
ようにしてください。

＜ちょっとひとこと＞
・インストールがうまくいかなかった時は、コンピュータを再起動さ
せて、はじめからやり直してください。（再起動は、必ずeMarkerが
コンピュータに接続されていない状態で行ってください。）
・FTPダウンロードがうまくいかなかったときは、もうひとつの
HTTPダウンロードのほうをお使いください。
・インストール先のディレクトリは変更せずに、そのままにしておく
事をお勧めします。

メンバー登録には下記の3通りがあります
•新規登録 ：初めてeMarker会員に登録するとき
•追加登録 ： 2台目以降のeMarker登録で、端末ごとに別のeMark

リストを利用したいとき

•共有登録 ：2台目以降のeMarker登録で、ご利用中のeMarkリスト
  を共有したいとき

電池を入れる

1 eMarker本体の裏面を上に向けて、電池ボックス
のふたをコインなどで開ける

2 付属のリチウム電池CR2025をいれる。

（＋側を上にしてください。）

3 ふたを閉める

電池の残量が少なくなると
eMarkボタンを押したときのランプの光りかたが暗くなります。そのように
なったら電池を交換してください。

ご注意

電池ボックスのふたを開けると、eMarkは全て消去されます。ふたを開ける
前に必ずeMarkデータをコンピュータに送っておいてください。

電池交換の時期について
通常の使用状態で、電池は約6か月使用できます。電池を交換する際は、リ
チウム電池CR2025と交換してください。

使う

ラジオやテレビで気になる曲・CMが流れたら、その
曲・CMが流れている間にeMarkボタンを押す
確認音が鳴り、緑色のランプが点灯します。

操作 eMarkerの反応音
ラジオの場合は1回押し ピピピピピ

テレビの場合は2回押し ピコピコピー

ローミング（登録した放送局以外）では長押し ピー
（1秒以上）

eMarkは本体には25個まで入れておくことができます。
入っているeMarkが20個以上になると、ランプの色が赤に変わります。

ご注意

eMarkが25個入った状態でeMarkボタンを押しても無効になります。無効
になるとランプの赤と緑色が交互に点滅します。
このときは、本体に入っているeMarkデータをコンピュータに送ると、また
新しくeMarkをすることができます。

ストラップの使いかた

ご注意

eMarker本体を携帯するときは、必ずキャップを付けてください。この
キャップは本体の保護だけでなく、静電破壊防止の役割もします。そのた
め、はずした状態のままで携帯すると、故障する怖れがあります。

曲・CMを検索する

1コンピュータの電源を入れる

2付属のUSBケーブルでeMarkerとコンピュータを
つなぐ

「eMarker」をコンピュータに接続すると、本体に入っているemark
データはコンピュータに自動的に送信されます。この時点で、本体の

eMarkデータは空になります。

3コンピュータ画面に「eMarkをサーバに送ります
か？」というメッセージが出るので「はい」を選ぶ

ウェブ上にeMarkリストが表示されます。サーバに送られたeMarkリ
ストは、最大100個まで＊お客様のeMarkとして管理されます。
＊（2000年12月現在）

「いいえ」を選ぶと、そのままコンピュータ側にeMarkを25個までため
ておくことができます。

4 eMarkリストから曲・CMを検索する
＜ちょっとひとこと＞
eMarkerをコンピュータから取りはずすとき、場合によっては、警告
が表示されます。その場合は、あらかじめお使いのOSの説明書を参考
にした上で、取りはずしてください。

Windows 2000をお使いのかたは
eMarkerをコンピュータから取りはずすときは、画面上にあるタスクバー
のアイコン「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」を選んでeMarker
デバイスを停止させてから、その後にUSBケーブルを抜いてください。

ランプ


