
運転中は使用しない�
・自動車、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
　分ご注意ください。�

安全のための注意事項を守る�
�

�

故障したら使わない�
�

万一、異常が起きたら�
�

1   電源を切る�
2  お買い上げ店またはソニーサービス窓口に�
2  修理を依頼する�

警告表示の意味�

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。�

行為を禁止する記号。�

�

・ボタン型電池は幼児の手の届か      
　ないところに置く。万一飲み込
　んだ場合は、ただちに医師に相談
　してください。�
・火の中に入れない。ショートさ
　せたり、分解、加熱しない。�
・指定された種類の電池を使用す
　る。�

定期的に点検する�
�
�

PET-F7/ F7WP

3-865-526-03(1)

アクセサリーディスプレイ�

変な音・においがしたら�
煙がでたら�

取扱説明書�

警告�

注意�

危険�

禁止�

火災� 感電�

禁止�

禁止�

大音量で長時間つづけて聞きすぎない�
耳を刺激するような大きな音
量で長時間つづけて聞くと、
聴力に悪い影響を与えること
があります。とくにヘッドホ
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
きるくらいの音量で聞きま�
しょう。�

ご使用の前にこの「安全のために」よくお
読みのうえ、製品を安全にお使いください。

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。�
�

この「安全のために」の注意事項をよくお読みく
ださい。�

1年に1度は、ジャック部やプラグ部にほこりがた
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。�

動作がおかしくなったり、本機が破損しているの
に気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニー
サービス窓口に修理をご依頼ください。�
�

・＋と－の向きを正しく入れる。�
・電池を使い切ったとき、長期間
　使用しないときは、取り出して       

    おく。                   �

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよ
くふきとってから、新しい電池を入れてください。
万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流
してください。�

電池についての安全上のご注意�
�

使用上の注意�
�

・音楽再生時に数秒の無音状態が続く場合は、音    
　楽の停止状態の画面に戻ることがあります。�
・ダイエットモード時に数秒の無音状態が続く場
　合はTIME UP ! になることがあります。�
・本機はウォークマンなどのポータブルオーディ
　オ機器に接続して使用してください。�
・液晶画面を無理に押したり、さわったりしない
　でください。画面が乱れることがあります。�
・ストラップを使用の際に無理に引っ張ったりし
　ないでください。　　　�
�

ソニー株式会社�

お問い合わせはお客様ご相談センターへ�
●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)539-5111

〒�141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

警告� 警告�

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。とくに、MD、
CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器をヘッ
ドホンで聞くときにはご注意ください。�
�

注意�

注意�

警告�

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。�

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。�

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避け
るため下記のことを必ずお守りください。�
�

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。�

Printed in Japan

© 1998 by Sony Corporation �

「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。�

この説明書は再生紙を使用しています。�



�

ダンスAボタン�
Dance A button

ダンスBボタン�
Dance B button

セレクトボタン�
SELECT button

ボリュームつまみ�
Volume control

ヘッドホン�
Headphones

�
ウォークマン*、CDウォークマン、MDウォークマンなど�
Walkman*, CD Walkman, MD Walkman, etc .

月から来たファンビットは地球の音楽とおだんごが大好き。音楽が始まると
裸のファンビットが色々なコスチュームに着替えてダンス！でも…音楽を聞
いていない間はおだんごをパクパク食べて太っちゃう。太ったらダイエット
させてあげて！�

タブを引き抜いて、�
リセットボタンを押す。�

ファンビットがダンス�

しばらく音楽を聞かないでいると�
ファンビットは1時間で1G太っちゃう。�

ファンビットが太ったらダイエット！ 音楽を聞きながら、
SELECTボタンを押すとダイエットモードに突入。DANCE 
AボタンかDANCE Bボタンを何度か押すとファンビットが
ダンスしてダイエット。TIME UP!の文字が出るとダイエッ
トはおしまい。�

2 音楽スタート�

3 ヒェ～！太っちゃった�

4 ダイエット�

ステレオミニプラグ�
Stereo miniplug ステレオミニジャック�

Stereo minijack

ステレオミニジャック�
Stereo minijack

ステレオミニプラグ�
Stereo miniplug

�

1 はじめに�

お手持ちのポータブルオーディオ機器とヘッドホンの間につないでお使いください。�
Use this product between your portable audio equipment and headphones.

�

寸法（最大外形）：幅67×高さ73×奥行20mm　質量：46g（電池含む）�

POINT

-3G

POINT
...  24 ...

TIME

UP!

DANCE

START

　 体重を見るには�

 English

FUNBBIT is a sweet-toothed music lover and a rabbit from 
the moon. Share music with him on your Walkman ー he'll 
dance for you in his collection of costumes. Leave him 
without music, and he'll munch on his favorite sweets until 
you have to put him on a diet !

As you read, refer to the illustrations in the Japanese text.

TO PLAY WITH FUNBBIT:
 1. Pull out the tab ( illustration     ), and press the reset    
     button (     ).
 2. Play your music, and watch FUNBBIT dance (     ).
 3. Without music, FUNBBIT gains 1 gram per hour (  　).
 4. DIET mode: With the music on, press the SELECT   
     button.                                                                                                                                                          

     Work him out by pressing the DANCE A or B button  
     until "TIME UP !" appears (     ).  
Note: To check his weight, press the SELECT or DANCE     
          A or B button with the music off. To reset, press the
          button again. 
          (minimum weight:10G, maximum weight:100G)　
TO CHANGE THE BATTERY:
 1  With a #0 driver, remove the screws and open the lid on     
     the back of the body (     ).
 2  Replace the battery with the + and ー ends in the correct     
     place ( use a button-type lithium battery CR-2032 ) (     ). 
 3  Close the lid and screw it on as before.  
Note: Be sure to press the RESET button after changing    
          the battery. 

TO RESET THE FUNBBIT
To reset, press the RESET button (     ).

PRECAUTIONS:
・When no sound is heard for several seconds while music       
    is being played, the display may return to its no music     
    mode. 
・When no sound is heard for several seconds during the diet     
    mode, "TIME UP !" may be displayed.
・This device should be used with portable audio equiment        
    such as a Walkman.
・To avoid distortion of the picture, do not put pressure on            
    the liquid crystal display.
・When using the strap, do not pull hard on it.

NOTES ON THE BATTERY ( button-type lithium battery 
CR-2032 ):
・Be sure to keep the battery out of children's reach. In       
    case of ingestion, consult a doctor immediately.
・Never put the battery in a fire or heat it. Never short-   

    circuit it, or take the battery apart.  
・Use only the specified type of battery.
・Make sure that the + and ー ends of the battery are placed in   
    the device correctly.
・To avoid connection trouble, wipe the battery with a dry    
    cloth before you change it.
・Be sure to remove the battery when it wears out , or when not     
    using for a long period.
・In case of fluid leakage, wipe off the fluid inside the battery    
    compartment  and replace with a new battery. If the fluid     
    contacts the skin, wash it clean with water. 

DIMENSIONS:
・Approx. 67×73×20mm (w/h/d)  including projecting parts 
    and controls
MASS: 
・Approx. 46g  including battery

買ってきたときの状態に戻したい
ときはリセットボタンを押してく
ださい。(体重が30Gに戻ります。)

　 リセットする�

・液晶画面の表示が薄くなってきたら電池を新しいものに交
　換してください。�

1  精密ドライバー(0番)を使って本体                    
     裏側のネジをはずしてフタを開け     
     る。�
2       を間違えないようにして電池�
　 を入れ換える。�
　  (ボタン電池 CR-2032使用)�
3  もとどおりフタを閉めてネジを�
　 締める。�

・電池交換がすんだら必ずリセットボタンを押してください。�

A B

C

D

E

E

F

F

G

G

H

H

A
B

C
D

　 電池の交換について�

再生（PLAY）ボタンを押す。�

 *Walkman is a registered trademark of Sony Corporation. Funbbit and all related logos, names and distinctive likenesses are the property of Bandai Co., Ltd..

*WALKMANはソニー（株）の登録商標です。／ファンビットは株式会社バンダイの著作物であり、ファンビットにかかる著作権は株式会社バンダイに帰属します。�
�

�

リセットボタン�
Reset button

WEIGHT
.. 30G..

音楽を聞いていないときSELECTボ
タンかDANCE A、DANCE Bボタン
を押すと体重がわかるよ。元に戻す
には、押したボタンを押してね。�
（体重は最小10G、最大100G）�

　側が上向き/    Side up

ヘッドホンのプラグについて�

お手持ちのヘッドホンのプラグが
マイクロプラグの場合は、別売りの
変換アダプターをつけてお使いく
ださい。�

マイクロ�
プラグ�

変換アダプター�
PC-MP3S

本機�

ハンドストラップ�
Hand Strap


