
日産純正カーオーディオ取扱説明書

3-810-162-01 (3)

製造元　ソニー株式会社

コンパクトディスクデッキユニット
PART NO.B8182 C9957 (CDX-5N81W)

お買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。

保証書 (別添) はお求めの販売店で記入いたしますので、内容
をご確認のうえ、後々のためこの説明書とともに大切に保存
してください。

警告
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安全のために

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
り自動車に損害を与えた
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

警告

注意

火災 感電

分解禁止禁止

警告

b
変な音・においがしたら、煙
が出たら

本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。

v
安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をお

こたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故や

けがの原因となることがあります。
• 運転者は走行中に操作をしない。
• 車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。

故障したら使わない

動作がおかしくなった場合は、すぐに販売店に修理をご依頼
ください。

万一、異常が起きたら

1 安全な場所に
車を止める

2 電源を切る
3 販売店に修理
を依頼する
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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。

警告
感電火災

取り付けは販売店に依頼する

本機の取り付けには専門知識が必要です。

ご自分で取り付けを行うと、火災や感電、事故の原因となります。

内部に水や異物を落とさない

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、すぐに電源を切り、販売店にご相
談ください。

分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

内部の点検や修理は販売店にご依頼ください。

禁止

分解禁止
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ディスク挿入口に手を入れない

内部で手をはさまれ、けがの原因となることがあります。

下記の注意を守らないとけがをしたり自動車に
損害を与えたりすることがあります。注意

禁止
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CDを入れると再生が始まります

PLAY
STOP

再生中の曲番号

再生中点灯

再生中の曲の経過時間

（分：秒）

CDを聞く

ディスクが入って

いるとき点灯

音量、音質、左右のバランスを調節するには

ラジオのつまみで調節してください。

表示の見かた CDが入っているときに押
すと再生が始まる

プレイ/ストップ

（PLAY/STOPボタン）

再生中に押すと停止します。

RPT

DISC

PLAY
STOP

APS

ラベル面を上に
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聞きたいところを探す

次のページへつづく

先に進める

ボタンを押しつづけ、聞きたい

ところで離します。

RPT

DISC

PLAY
STOP

APS

CDを取り出す (6ボタン）

ボタンを押した後、挿入口に

ディスクが15秒以上差し込んだ
ままになっていると、ディスク

保護のため自動的にディスクを

引き込み、停止状態となりま

す。(セルフストア機能)

前に戻す

8cmCDについて
本機では8cmCDをアダプターなしで
再生することができます。

8cmCDにシングルアダプターを付けて
ディスクを再生すると、誤動作すること

がありますので使用しないでください。

オートマチックプログラムサーチ

曲の頭出しをする（APSボタン）

とばしたい曲の数だけ押します。

前へ1回押すと、再生中の曲の頭出しをします。

APS

前の曲へ 次の曲へ
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CDを聞く（つづき）

RPT

DISC

PLAY
STOP

APS

ALL

1

リピート

いろいろな演奏をする　(RPTボタン）

再生中に押して表示を切り換え、演奏モードを
選ぶ

ディスク全体を繰り返す。

再生中の曲を繰り返す。

ディスク内の曲を順不同に１回ずつ再生する。

ふつうの再生に戻る。

RANDOM

RPT

n
n

n

表示なし
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使用上のご注意

記録面に触れない
ように持つ。

ディスクに紙など
貼らない。
キズを付けない。

CDの取り扱い

CDの汚れやゴミ、キズ、そりなどが、音と
びなど誤動作の原因となることがあります。

いつまでも美しい音で楽しめるように、次の

ことにご注意ください。

保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿

度の高いところには置かないでください。

お手入れ

再生する前に、再生面についたホコリやゴ

ミ、指紋などを別売りのクリーニングクロス

で矢印の方向へふき取ってください。

ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリー

ナーは使用しないでください。

静電気防止剤なども、逆にCDを傷めること
がありますので、使用しないでください。

本体表面を傷めないために

本体表面に、殺虫剤やヘアスプレーをかけた

り、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品

を長時間接触させないでください。本体表面

が変質・変形したり、塗装がはげたりするこ

とがあります。

結露について

寒いときヒーターをつけた直後など、CDプ
レーヤー内部の光学系のレンズに露（水滴）

が生じることがあります。このような現象を

結露といいます。

結露したままですと、レーザーによる読み取

りができず、CDプレーヤーが動作しないこ
とがあります。

周囲の状況にもよりますが、CDを取り出し
て放置しておけば、約1時間ほどで結露が取
り除かれ、正常に動作するようになります。

もし、何時間経過しても正常に動作しない場

合はアフターサービスをお申しつけくださ

い。

音とびについて

極端に路面の悪い道路を走行中、音とびが起

こることがありますが、本体が故障したり、

ディスクが傷つくことはありません。路面の

状態の良い道路に戻ってからお使いください。
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1 ディスクインジケーター6

2 ディスク挿入口6

3
オートマチックプログラムサーチ

APS（自動選曲）ボタン7

4 6（ディスク取り出し）ボタン7

●内のページにくわしい説明があります。

各部のなまえ

RPT PLAY
STOP

APS

DISC

5
プレイ/ストップ

PLAY/STOP（ディスク演奏／停止）

ボタン6

6 0／) (早戻し／早送り）ボタン7

7
リピート

RPT（演奏モード）ボタン8

8 表示窓
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下記の処置を行っても効果がないときは、故障と考えられます。お買い求めの販売店にご相談

ください。

症状

ディスクが入らない

ディスクを入れても出てきてしまう

再生が始まらない

振動がないのに音がとぶ

原因・処置

すでにディスクが入っている。6ボタンを押して取り出してくだ

さい。

• ディスクが裏返しになっている。ラベル面を上にしてくださ
い。

• ディスクがひどく汚れている。ディスクをクリーニングしてく
ださい。

• 結露している。しばらく放置してから使ってください。

• 停止の状態になっている。PLAY/STOPボタンを押してくださ
い。

• ディスクが裏返しになっている。6ボタンを押してディスクを

取り出し、再びラベルを上にしてください。

ディスクの状態によって起きることがあります。ディスクを取り

替えてみてください。

故障かな？
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保証書（別に添付）
保証書は、所定事項の記入をお確かめのう

え、販売店からお受け取りください。内容を

よくお読みのあと、大切に保管してくださ

い。

アフターサービス
修理を依頼される前に「故障かな？」の項目に

従って、故障かどうかをお調べください。直

らないときは、販売店にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証期間中

保証書の記載内容に基づいて修理させていた

だきます。くわしくは保証書をご覧くださ

い。

保証期間を過ぎたら

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。

保証期間中の修理など、アフターサービスに

ついてご不明な点は、販売店またはソニーお

客様ご相談センターにお問い合わせくださ

い。

主な仕様
ワウフラッター 測定限界以下
周波数特性 4～ 20,000Hz±3.0dB
ひずみ率 (1kHz) 0.01%
ダイナミックレンジ (1kHz)

85dB
SN比 (1kHz) 85dB

電源部、その他

電源 DC13.2V (10.8～ 15.6V)
カーバッテリー
（マイナスアース）

消費電流 3A以下（プランジャー動作時）
取付寸法 約180×50×160mm

（幅／高さ／奥行き）
質量 約1.3kg

本機の仕様および外観は、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。

Sony Corporation   Printed in Japan
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