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 安全のために
ソニー製品は安全に十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、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、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相
談窓口またはお買い上げ店、またはソニーの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

 電源コンセントから電源プラグを
抜く。

 お買い上げ店またはソニーのサー
ビス窓口に修理を依頼する。

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または壁や家具に密接して
置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないで
ください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。

機器は電源コンセントの近くでお使いください。異常な音やにおい、煙がで
たときはすぐに電源コンセントから電源プラグを抜き、電源を遮断してくだ
さい。

 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
この取扱説明書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
ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口の
ご案内」にあるお近くのソニーのサービス窓口にご相談ください。
保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて交換させていただきます。詳しくは保証書を
ご覧ください。

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 
　ホームシアターカスタマーサポート
　(http://www.sony.jp/products/Consumer/hometheater/

support.html)
　または
　AV/HiFi Audioカスタマーサポートへ
　(http://www.sony.jp/products/Consumer/AV-HiFi/support/

index.html)
 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  ソニーの相談窓口へ 
（下記電話・FAX番号）

 お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
 型名：TDM-NW10
 製造（シリアル）番号：本体底面のラベルに記載
 ご相談内容：できるだけ詳しく 
 お買い上げ年月日

 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。

	直射日光の当たる場所、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、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、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か、修理できなくなることも
あります。

	安定していない場所 
製品が落ちてけがや故障の原因となります。

使用について
	強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
	本機やDIGITAL MEDIA PORTケーブルが破損している場合や、本機を落
とした場合は使わないでください。

	TVやラジオの近くで使わないでください。 
TVやラジオに雑音が入ることがあります。

	本箱やキャビネットなど、狭い空間に据え付けて使わないでください。

お手入れについて
	金属の接触部分は、いつもきれいな状態を保ってください。
	汚れがついたときは、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。変質したり、
塗装がはがれたり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、変質したり、塗装がはがれたりすることがあります。

機銘板の位置について
機銘板は本機の底面に表示しています。

 主な仕様
WM-PORT（22 ピン）コネクター： 

ウォークマン用 
対応機種は、（http://www.sony.co.jp/walkman-support）参照

DIGITAL MEDIA PORTコネクター（18ピン）： 
DIGITAL MEDIA PORT端子搭載機器用

DIGITAL MEDIA PORTケーブル長：1.5 m
電源：DC 5 V、 0.7 A
最大外形寸法： 約80 mm×25 mm（直径×高さ、最大突起含む） 

（ただし、DIGITAL MEDIA PORTケーブルは含まず）
質量：約180 g（DIGITAL MEDIA PORTケーブルを含む）

 商標等
	“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の
登録商標です。

	Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有であり、ソ
ニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。他の
トレードマークおよびトレード名称については個々の所有者に帰属する
ものとします。

	“DIGITAL MEDIA PORT”、“DMPORT”は様々なポータブルオーディオ機
器とソニーのAV商品とを接続する規格の名称です。

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。

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・感電により死亡や大けが
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になります。万一、水や
異物が入ったときは、接続している機器からDIGITAL MEDIA 
PORTケーブルを抜き、お買い上げ店またはソニーのサービス
窓口にご相談ください。

内部をむやみに開けない。
本体はむやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因
となります。

ぬれた手でさわらない。
感電の原因となることがあります。

本体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。 

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。
上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となります。

端子を金属でショートさせない。
火災や感電の原因となります。

下記の注意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。

指定以外の機器に使わない。
火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に置く。
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ち
てけがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する。
コード類は足に引っかけたりして引っぱると製品の落下や転
倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意し
て接続・配置してください。

DIGITAL MEDIA PORT 
アダプター
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 準備する
付属品を確かめる
本機の付属品は、以下のとおりです。

 DIGITAL MEDIA PORTアダプター（１）

 取扱説明書（１）（本書）

 保証書（１）

 ソニーご相談窓口のご案内（１）

その他の必要なものを確かめる
本機を使うには、その他に以下のものが必要です。

 ウォークマン (WM-PORT端子搭載)
本機に対応する機種について詳しくは、ホームシアターシステム　 
サポート・お問い合わせのホームページをご覧ください。 
http://www.sony.jp/support/home-theater/index.html 
上記トップ画面から、[DMPORT接続機器情報]をクリックすると
「TDM-NW10」のページに進むことができます。

 ウォークマン用アタッチメント
本機を使用するときは、丸型のアタッチメントが必要です。 
お使いのウォークマンに丸型アタッチメントが付属されていない場合
は、ご購入していただく必要があります。 
ウォークマン用アタッチメントについて詳しくは、上記の「TDM-
NW10」のホームページでご確認ください。

 DIGITAL MEDIA PORT端子搭載AV機器

アタッチメントをセットする
本機を使用するときは、お使いのウォークマン用のアタッチメントをセット
してください。アタッチメントを取り付けるには、アタッチメントのウォー
クマンロゴマーク側にある2ヵ所のツメを本機の穴の位置に合わせて先に
はめ込んでからロゴマークの反対側を指で押し込みます。

本機

アタッチメント

（お使いのウォークマンによって、
アタッチメントの形状が異なりま
す。）

取りはずすには
アタッチメントを取りはずすには、イラストのようにアタッチメントの凹み
部分を本機背面側に強く押しながら、マーク（○○○）の位置を上から強く押
します。

 各部の名前

 WM-PORTコネクター（ウォークマン接続用）
ウォークマンを接続します。

 DIGITAL MEDIA PORTケーブル
AV機器のDIGITAL MEDIA PORT端子（DMPORT端子）に接続します。

 AV機器に接続する





1 AV機器の電源を切り、本機のDIGITAL MEDIA PORT
ケーブルをAV機器のDIGITAL MEDIA PORT端子
（DMPORT端子）に接続する（）。

2 接続したAV機器の電源を入れ、ファンクションを
DMPORTに切り替える。
DIGITAL MEDIA PORT機能の選択について詳しくは、お使いのAV機器
の取扱説明書をご覧ください。

3 ウォークマンをセットする（）。
ご注意
ウォークマンを本機の奥までしっかりと挿し込んでください。

 ウォークマンの音楽を楽しむ

本機が接続されているAV機器のボタンやリモコンを使って
ウォークマンの音楽を楽しむことができます。
ウォークマンを音楽再生する状態にしたあと、次のボタンでウォークマンの
基本操作ができます。

ボタン 操作
 再生

 一時停止/停止

 曲の頭だし
長押しで早戻し/早送り

 早戻し/早送り

* フォルダの選択

VOLUME +/– 音量調整

* ウォークマンの機種により動作しない、もしくは動作が異なることがあり
ます。

ご注意
 Bluetooth®機能付きのウォークマンは、Bluetooth機能を解除してから
お使いください。

 音声が出力されないなど動作がおかしいときには、本機からウォークマン
をいったん外し、再びセットしてから再生してください。

 本機をAV機器に接続しているときは、本機にセットしたウォークマンの
ヘッドホン端子には音声は出力されません。

 FMチューナーやワンセグチューナー搭載のウォークマンを本機にセット
すると、放送が受信できなかったり、感度が低下することがあります。

 ウォークマンのサウンドモードはノーマル（フラット）でお使いください。
 本機はビデオ出力に対応していません。
 音量を調節する場合は、接続したAV機器のボタンやリモコンを使用して
ください。ウォークマンで音量を調節しても音量は変わりません。

 ウォークマンを充電する

1 接続したAV機器の電源を入れる。

2 ウォークマンをセットする（）。
充電が始まります。充電時間は、ウォークマンの機種によって異なりま
す。詳しくは、お使いのウォークマンの取扱説明書をご覧ください。

ご注意
 ウォークマンを本機の奥までしっかりと挿し込んでください。
 接続しているAV機器によっては、電源スタンバイ状態になっているとき
にウォークマンは充電されません。

△マークの位置を
合わせて差し込み
ます。外すときは、
プラグの両端のボ
タンを押しながら
引き抜いてくださ
い。


