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ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許
に基づく許諾製品。
録音についてのご注意
• 大切な録音の場合は、必ず事前にためし録りを
し、正常に録音されていることを確認してくださ
い。
• システムステレオやミニディスクなどを使用中、
万一これらの不具合により録音されなかった場合
の録音内容の補償については、ご容赦ください。
• あなたが録音したものは、個人として楽しむなど
のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき
ません。なお、この商品の価格には、著作権法上
の定めにより、私的録音補償金が含まれておりま
す。
（お問い合わせ先：（社）私的録音補償金管理協会
Tel. 03‑5353‑0336）

ステレオを聞くときのエチケット
ステレオで音楽をお楽しみに
なるときは、となり近所に迷
惑がかからないような音量で
お聞きください。特に、夜は
小さな音でも周囲によく通る
ものです。
窓をしめたり、ヘッドホンを
ご使用になるなどお互いに心
を配り、快い生活環境を守り
ましょう。
このマークは音のエチケット
のシンボルマークです。
正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、
当社は本製品の保証書に定められた条件にした
がって修理を致します。ただし、本製品の故
障、誤動作または不具合により、録音、再生な
どにおいて利用の機会を逸したために発生した
損害等の付随的損害の補償については、当社は
一切その責任を負いませんので、あらかじめご
了承ください。
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この取扱説明書の
使いかた
• この取扱説明書では、主にリモコンによる
操作を説明していますが、本体の同じ、ま
たは類似した名前のボタンを使っても同様
の操作ができます。
また、表示窓の表示は、本体のフタを開け
て操作したときの内容ですが、フタを閉じ
て操作しても類似した内容が表示されま
す。
• この取扱説明書では、次の記号を使ってい
ます。
記号

意味
DVDで使える機能です。
ビデオCDで使える機能
です。
CDで使える機能です。
音楽用CDまたはスー
パーオーディオCDで使
える機能です。
MP3*で使える機能で
す。
JPEG画像で使える機能
情報です。

* MPEG1 Audio Layer3：MPEGによって規定
された音声のデジタル圧縮規格のひとつです。

再生できるディス
クについて

再生可能なDVDの地域番号（リージョ
ンコード）について
DVDには 2 のように地域番号が表示され
ているものがあります。表示中の数字は再生
できるプレーヤーの地域番号を表わしていま

本機では次のディスクを再生できます。次の

す。この表示に「2」が含まれていない、ま

ディスク以外は再生できません。

たは

ALL

の表示のないDVDは、本機で再生

できません。このようなDVDを再生しよう

再生できるディスクの一覧
ディスクの種類

ディスクに付いてい
るマーク（ロゴ）

としたときは、
「このディスクは地域制限に
より再生を禁止されています」と画面に表示
されます。また地域番号の表示がないDVD
でも地域制限されている場合があり、本機で
再生できないことがあります。

DVDビデオ

DVDに表示されているマークの説明
DVDのディスクやパッケージに表示されてい

ビデオCD

るマークには以下のようなものがあります。
それぞれのマークはそのディスクに記録され
ている内容や、使える機能を表しています。

音楽用CD

ただし、それらの機能が使えても、以下の
マークが表示されていないDVDもあります。

スーパーオーディオ
CD
MD

マーク

意味

3

音声のトラック数を表しま
す。

2

字幕の数を表します。
アングル数を表します。

3
CD‑R/
CD‑RW（音楽デー
タ、MP3ファイル、
JPEGファイル）

DVD VIDEO

16:9 LB
2

選択可能な画像のたて横比
を表します。
再生可能な地域番号を表し
ます。

ロゴは商標です。

本機はNTSCカラーテレビ方式に対応してい
ます。NTSC以外のカラーテレビ方式
（PAL、SECAM）対応のディスクは再生で
きません。

次のページへつづく
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再生できないディスクについて
本機では次のディスクなどを再生できませ
ん。
• CD‑ROM（拡張子「.MP3」、「.JPG」また
は「.JPEG」が付いたファイルを除く）
• CD‑R/CD‑RW
ただし、以下のフォーマットで記録した
CD‑R/CD‑RWは再生できます。
ー音楽用CDフォーマット
ービデオCDフォーマット
ーISO9660*1レベル1/レベル2/Joliet/マ
ルチセッション*2準拠のMP3、JPEG
ファイル
• CD‑EXTRAのデータ部分
• スーパーオーディオCDのマルチチャンネ
ルエリア

*1ISO9660フォーマット
国際標準化機構（ISO）が制定したCD‑ROMの論
理フォーマット。
数段階の交換レベルが設けられています。
Level1では、ファイル名が8.3形式（ファイル名
は最大8文字、「.MP3」や「.JPG」などの拡張子
は最大3文字まで）で、すべて大文字を使うとい
う制約があります。また、フォルダ名も最大8文
字まで、フォルダの階層は8までという制約もあ
ります。Level2ではファイル名、フォルダ名の
長さの制約が31文字にまで緩和されています。
Jolietでは最大64文字までのファイル名、フォル
ダ名を利用することができます。
*2マルチセッション
1枚のCDに複数のセッションを記録することが
できる記録方式。
従来のCDが「リードイン〜データ〜リードアウ
ト」で構成されるセッションを1つしか持たない
のに対し、マルチセッションCDは、複数のセッ
ションを持っています。
CD‑Extra：第1セッションに音声データを、第2
セッションにコンピュータ用のデータを収録しま
す。

• スーパーオーディオCDのエクストラデー
タ部分
• DVD‑ROM、DVD‑RAM
• DVDオーディオ
• VRモードで記録されたDVD‑RW
• 本機では再生できない地域番号（リージョ
ンコード）のDVD
• MP3PROで記録されたMP3ファイル
• NTSC以外のカラーテレビ方式（PAL、
SECAM）対応のディスク（本機がNTSC
カラーテレビ方式対応のため）
• 円形以外の特殊な形状（カード型、ハート
型など）をしたディスク
• 紙やシールの貼られたディスク
• セロハンテープやレンタルディスクのラベ
ルなどののりがはみ出したり、はがしたあ
とがあるディスク
• 市販されているシールやリングなどのアク
セサリーを取りつけたディスク
• 8cmディスクを標準ディスクに変換する
アダプターを使用したディスク

CD‑R/CD‑RW/DVD‑R/DVD‑RW/
DVD＋R/DVD＋RWについてのご注
意
• 本機はお客様が編集したCD‑R/CD‑RW/
DVD‑R/DVD‑RW（Ver.1.1）/DVD＋R/
DVD＋RWディスクに再生対応しています
（DVD‑R/DVD‑RW（Ver.1.1）/DVD＋R/
DVD＋RWはビデオモードのみ）。ただし、
録音に使用したレコーダーやディスクの状
態によっては再生できない場合がありま
す。
• ファイナライズ処理（通常のCDプレー
ヤーで再生できるようにする処理）をして
いないCD‑RおよびCD‑RWディスクは再
生できません。
• 拡張子「.MP3」が付いていないMP3形式の
ファイルは、再生できないことがあります。
• MP3形式以外のファイルに拡張子
「.MP3」が付いていると、そのファイルを
再生してしまうため、雑音や故障の原因と
なります。
• MP3音声とJPEGファイルがアルバムに記
録されていないときはスキップします。
• 拡張子「.JPG」または「.JPEG」が付いて
いないJPEG形式のファイルは、再生でき
ないことがあります。
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• プログレッシブJPEG形式のファイルは再
生できません。
• 縦が1ドットのJPEG画像は表示できませ
ん。
• 縦または横が4720ドット以上のJPEG画
像は表示できません。
• アルバムの最大数は99です（MP3、
JPEGアルバムに記録されるトラック数ま
たはファイル数の最大数は250です）。
• パケットライト方式で記録されたディスク
は再生できません。

マルチセッションについて
• 本機ではマルチセッションで記録したディ
スクも再生できます。
記録方式について詳しくは、CD‑R/CD‑
RWドライブまたは書き込み用ソフトウェ
アの取扱説明書をご覧ください。
• MP3音声がディスクの最初のセッション
に記録されているときは、その他のセッ
ションのMP3音声も再生します。
• JPEG画像がディスクの最初のセッション
に記録されているときは、その他のセッ
ションのJPEG画像も再生します。

DVD、ビデオCD再生操作に
ついて
DVD、ビデオCDはソフト制作者の意図によ
り再生状態が決められていることがありま
す。本機ではソフト制作者が意図したディス
ク内容にしたがって再生を行うため、操作し
たとおりに機能が働かない場合があります。
再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧
ください。

著作権について
本機は、米国特許権及びその他の知的所有権
によって保護された著作権保護技術を搭載し
ています。この著作権保護技術の使用にはマ
クロビジョンの許諾が必要であり、マクロビ
ジョンが特別に許諾する場合を除いては、一
般家庭その他における限られた視聴用以外に
使用してはならないこととされています。改
造または分解は禁止されています。
本機はドルビー *1デジタルおよびDTS*2デコー
ダーシステムを搭載しています。

• 音楽用フォーマットまたはビデオCD
フォーマットで記録したディスクの音声や
画像が最初のセッションに記録されている
ときは、最初のセッションだけを再生しま
す。

CD再生時のご注意

*1ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製
造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD
記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
*2Digital Theater Systems, Incからの実施権に基
づき製造されています。DTSおよび
DTS2.0+Digital OutはDigital Theater
Systems, Incの商標です。

本製品は、コンパクトディスク（CD）規格
に準拠した音楽ディスクの再生を前提とし
て、設計されています。最近、いくつかのレ
コード会社より著作権保護を目的とした技術
が搭載された音楽ディスクが販売されていま
すが、これらの中にはCD規格に準拠してい
ないものもあり、本製品で再生･録音できな
い場合があります。
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接続と準備

準備1：本機をつなぐ
付属のアンテナやコードを1〜6の順につなぎます。
付属のアンテナは室内用です。安定した受信のためには市販の外部アンテナの接続をおすすめし
ます。
外部アンテナを含め、別売り機器の接続については、101、104ページをご覧ください。

FM用簡易アンテナ
テレビ

AMアンテナ

*

* スピーカーのイラストはSS‑CSE7のものです。
SS‑CSE7Wの場合でも、接続の手順は同様です。
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*

1 スピーカーコードをつなぐ

3

AMアンテナ端子にアンテナコードをつ
なぐ。

接続と準備

本機のスピーカー端子に、スピーカー
コードをつなぐ。
ここまで差し込む
スピーカー
コード(左）

AM

スピーカー
コード(右）

4
ご注意

アンテナコードを軽く引いてみて、しっ
かり接続されたことを確認する。

• スピーカーコードはアンテナから離してくださ
い。ラジオ局受信時の雑音の原因になります。
• 右端子につないだスピーカーを向かって右へ、左
端子につないだスピーカーを左へ置いてくださ
い。

3 FMアンテナをつなぐ
FMアンテナ端子をつなぐ

2 AMアンテナをつなぐ
プラスチックスタンド

4 テレビとつなぐ
映像接続コードを、本機の映像出力端
子（黄）とテレビの映像入力端子（黄）
につなぐ。プラグは奥までしっかりと
差し込んでください。
アンテナ
AMの電波を受信しやすい形状、長さに
なっています。はずしたり、丸めたり
しないでください。

1

ループ（

2

をプラスチックスタンドからはずす。
スタンド状に組み立てる。

）になっている部分のみ

台を起こし、溝にはめます

次のページへつづく
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1

ビデオデッキをつなぐときは

両手でアンテナの先を持ち、体の向きを
変えながら受信状態のよい向きを探す。

下記のようにテレビとビデオデッキを、オー
ディオ/ビデオ接続コード（別売り）を使っ
てつないでください。
テレビ

ビデオデッキ

本機
つながない

ビデオデッキを経由して本機の映像を見る
と、映像が乱れることがあります。ビデオ
デッキを経由して本機とテレビをつながない
でください。

壁にはるときは、受信状態のよい壁面を
探してください。

2

方向が決まったら、画びょうやテープで
はりつける。
画びょうやテープでとめる

また、本機とビデオ一体型テレビをつないだ
場合にも、映像が乱れることがあります。
ご注意

しばりつけたりしない

本機の上にテレビを置かないでください。

ちょっと一言
• D映像入力端子付きのテレビをお使いのときは、
D映像コード（別売り）を使ってつなぐと、映像
本来の色が楽しめます。プログレッシブ方式に対
応したテレビとこの接続をしたときは「テレビの
画面を調節する （画面設定）」
（31ページ）で
「コンポーネント出力」を「プログレッシブ」に
設定してください。
• S映像入力端子付きのテレビをお使いのときは、
S映像コード（別売り）を使ってつなぐと、鮮明
な画像が楽しめます。

カーテンレール

5 電源コードをつなぎ、?/1
（電源）を押して電源を入れ
る
すべての接続を終えたら、壁のコンセ
ントへ電源プラグを差し込みます。

6 FMアンテナをはる
「手動受信してプリセットする」（80
ページ）の手順3でFM局を選んで受信
した後、次のようにアンテナを壁や天
井にはってください。
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AMアンテナは、できるだけ窓の近くに置
くなど、置く位置や、向きを変えて受信し
やすい状態を探します。

リモコンに電池を入れる

本体での操作とフタの開け方

必ずイラストのようにE極側から電池を入れ

TUNER, MD, SA‑CD/DVD
スティック（前後左右に動か
して操作します。）

接続と準備

ディスクトレイカバー
（本体上面のZを押して開閉します。）

てください。

リモコン受光部

フタ（手で開閉します。）

EϫȞɜ̔ɥоɟɑȬǿ

表示窓について
フタの内部のボタンを使うとき以外は、フタ
を閉めたままでも本機の操作をすることがで
きます。
ただし、
「OPEN」が点滅した場合は、必ず
フタを開けて表示内容を確認してから操作し
てください。
Ԩ³̔ᴥ͇ࠖᴦ

ご注意
• 乾電池の使いかたを誤ると、液もれや破裂のおそ
れがあります。次のことを必ず守ってください。
ー eとEの向きを正しく入れてください。
ー 新しい乾電池と使った乾電池、または種類の
違う乾電池を混ぜて使わないでください。
ー 乾電池は充電しないでください。
ー 長い間リモコンを使わないときは、乾電池を
取り出してください。
ー 液もれしたときは、電池入れについた液をよ
くふき取ってから新しい乾電池を入れてくだ
さい。
• リモコンを使うときは、リモコン受光部に直射日
光や照明器具などの強い光が当たらないようにご
注意ください。リモコンで操作できないことがあ
ります。

フタを開けるとすべての表示内容を確認する
ことができます。
ちょっと一言
この取扱説明書内の表示は、フタを開けて操作した
ときの内容ですが、フタを閉じても類似した内容が
表示されます。

ちょっと一言
電池の交換時期は約6か月です。リモコンを本体に
近づけないと操作しづらくなったら、2個とも新し
い乾電池に交換してください。
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準備2：時計を合わ
せる

6

タイマー録音などのタイマー機能を使うため

7

にも、あらかじめ時計を合わせておきます。

3
1

Vまたはvを押して、
「時」を
合わせる
正午は0:00PM、真夜中は0:00AMです。

決定/YESまたはbを押す
「分」が点滅します。

8

Vまたはvを押して、
「分」を
合わせる

9

決定/YESを押す
時計が動き始めます。

設定の途中で間違えたときは
Bまたはbをくり返し押して、変更したいと

4-9

ころ（曜日、時、分）を点滅させ、合わせ直
す。

設定した時刻を変更する

1

電源を入れる

1

電源を入れる

2

本体のフタを開ける

2

本体のフタを開ける

3

時計/タイマーの設定ボタン
を押す

3

時計/タイマーの設定ボタン
を押す

時計が表示され、「曜日」が点滅します。

4
5

5
Vまたはvを押して、「曜日」
を合わせる

Vまたはvをくり返し押して
「CLOCK SET?」を表示さ
せ、決定/YESを押す
「時計を合わせる」の手順4〜
9を行う

ご注意

決定/YESまたはbを押す
「時」と「AM」が点滅します。
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4

フタを閉じたまま操作すると、「OPEN」が点滅し
ます。フタを開けて表示内容を確認してから操作し
てください。

ȧา

టൡɂʛʇɽʽȻȷȽȗȺഒȪɓȦȻɕȺȠ
ɑȬǿȰɁکնɂໄ϶³ɥᚐȶȹȢȳȨȗǿ
ɂȫɔȹʛʇɽʽȾፖȬɞȻȠɂǾÕÓÂ
ɻ˂ʠʵᴥ͇ࠖᴦɥȷȽȣҰȾ͇ࠖɁÃÄ
ÒÏÍɥΈȶȹʛʇɽʽȾʇʟʒɰɱɬɥɮ
ʽʃʒ˂ʵȪȹȢȳȨȗǿɮʽʃʒ˂ʵȾȷ
ȗȹɂÃÄÒÏÍɻ˂ʃɁᜤᢐɥȧᜄȢȳȨ
ȗǿඒȾǾటൡɁÕÓÂብފȾ៶ɜɟȲʳʣ
ʵɥɂȟȪǾÕÓÂɻ˂ʠʵᴥ͇ࠖᴦɥΈȶ
ȹటൡȻʛʇɽʽɥፖȪɑȬǿ

• ÕÓÂɻ˂ʠʵɥɂȫɔȾȷȽȗȳȻȠȽȼȾǾ
ʓʳɮʚɁɮʽʃʒ˂ʵȟܿɑɞȦȻȟȕɝɑ
ȬǿʓʳɮʚɁʟɫɮʵȟȷȞɜȽȗȻȗș
ʫʍʅ˂ʂȟ᚜ᇉȨɟȲȻȠɂǾʓʳɮʚɥɮʽ
ʃʒ˂ʵȪᄽȪȹȢȳȨȗǿ
• టൡȻʛʇɽʽɥȷȽȗȺͽȬɞȻȠ͏۶ɂǾ
ÕÓÂɻ˂ʠʵɥ۶ȪȹȝȢȦȻɥȝȬȬɔȪɑ
Ȭǿ
• ʛʇɽʽϫȺᬩᦀɥᝩኮȪȹɕǾటൡɁᬩᦀɂᝩ
ኮȺȠɑȮɦǿ
• ÕÓÂɻ˂ʠʵɥፖȬɞȻǾᬩۦɁҋӌаȟʛ
ʇɽʽȞɜటൡȾҒɝ૰ɢɝɑȬǿʛʇɽʽȺѓ
ႆ˹ɁɥϦඨȪǾÕÓÂɻ˂ʠʵɥ۶ȬȦȻȺǾ
ҋӌаɂʛʇɽʽȾɝɑȬǿటൡȺʛʇɽʽɁ
ɥᐨȢȾɂǾÐÃʟɫʽɹʁʱʽȾȬɞ॒ᛵȟ
ȕɝɑȬǿ
• ֿ͇ࠖ͏۶ɁÕÓÂɻ˂ʠʵɥΈႊȪȲɝǾ࣫ᩋ
ɽʗɹʉኄɥႊȗȹɻ˂ʠʵɥ࣫ᩋȪȲکնɁӦ
ͽίᜳɂᒵȪȞɀɑȬǿ

ፖȻໄ϶

ໄ϶³ᴷటൡȻʛʇ
ɽʽɥȷȽȣ

ʛʇɽʽɁʙ˂ʓʑɭʃɹɗÃÄÒÏÍʓʳ
ɮʠȺѓႆȪȲɥǾటൡɁʃʞ˂ɵ˂Ⱥᐨ
ȢȦȻȟȺȠɑȬǿɑȲǾɮʽʃʒ˂ʵȪȲ
ʇʟʒɰɱɬÍãòå÷ɥΈȶȹʛʇɽʽȺట
ൡɥͽȪȲɝǾȈÎåô ÍÄߦख़
ÓïîéãÓôáçåȉɥΈȶȹʛʇɽʽȾίސȪȲ
ᬩഒʑ˂ʉɥÍÄȾᢆᣞȬɞȦȻȟȺȠɑȬ
ᴥ¹¸ʤ˂ʂᴦǿ
ȝਖ਼ધȴɁʛʇɽʽ

ʛʇɽʽɁÕÓÂብފɋ

టൡ

ÕÓÂɻ˂ʠʵ

ÕÓÂብފɋ
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DVD・ビデオCD・CD・
スーパーオーディオCD・
MP3・JPEG ― 再生

ディスクを再生する
（ノーマル/シャッフル）

ディスクを入れる
DVDやビデオCD、JPEGを再生する場合は、

1

本体上面のZを押して、ディ
スクを入れる

あらかじめテレビの電源を入れ、テレビの入
力切り換えでディスクの映像が映るようにし
てください。
ディスクによっては、テレビ画面にメニュー
が表示される場合があります。そのときは、
表示されたメニュー画面（選択画面）の操作

文字の書いて
ある面を上に、
シングルCDは
中央のくぼみ
に入れる

にしたがって再生します。操作のしかたにつ
いてはDVD（17ページ）、ビデオCD（18
ページ）をご覧ください。
ディスクにより異なる操作や禁止されている
操作があります。ディスクに付属の説明書も

2

もう一度Zを押して、ディス
クトレイを閉める

必ずご覧ください。

2
ご注意
• 中古ディスク/レンタルディスクで、シールなど
ののりがはみ出したり、はがしたあとがあるディ
スクは使わないでください。ディスクが取り出せ
なくなったり、本機の故障の原因になることがあ
ります。
• ディスクトレイを指で強く押し込むと故障の原因
になります。トレイは必ず本体上面のZを押して
閉めてください。
また、ディスクトレイカバーは、ディスクトレイ
と連動して開閉しますので、手で直接開閉しない
でください。

./>
/m

1
X
ɬʵʚʪᴪ
B

M/

3
x
ɬʵʚʪᴨ
b

DVDディスクを入れたときの表示例
• フタを閉めたとき

ディスクの種類

14

• フタを開けたとき

こんなときは 表示（再生モード） *

タイトル番号

ディスク通り 表示なし
の曲順で再生 （ノーマル）
する

再生経過時間

ALBM
（アルバム）
MP3またはJPEG以外
のディスクではノーマ
ル再生になります。

曲順を変えて SHUF
再生する
（シャッフル）
（DVD、
JPEG以外）

CDを入れたときの表示例
• フタを閉めたとき

ディスクの種類

• フタを開けたとき
曲番

MP3のアル
バム内で曲順
を変えて再生
する

ALBM SHUF
（アルバムシャッフル）
MP3以外のディスク
ではシャッフル再生に
なります。

好きな曲順に
再生する
（DVD、
JPEG以外）

PGM（プログラム）
「好きな順に再生する」
（21ページ）をご覧く
ださい。

* フタを閉めたときは、類似した内容がスク
ロール表示されます。

3

SA‑CD/DVDNを押す

ご注意
再生経過時間

1
2

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをDVDに
切り換える
停止中に再生モードボタンを
くり返し押して、好きな再生
モードを選ぶ

• 再生中に再生モードボタンを押しても、再生モー
ドは変えられません。
• 多くの階層や複雑な構成で記録したディスクは再
生開始までに時間がかかることがあります。

DVD・ビデオ CD・CD・スーパーオーディオ CD・MP3・JPEG ― 再生

MP3または
JPEGのアル
バム内に限っ
て再生する

ちょっと一言
• テレビ画面を使って再生モードを切り換えること
もできます。
1 停止中にDVD画面表示ボタンを押す。
2 V/vを押して「プレイモード」を選び、決定/
YESを押す。
3 V/vを押して再生したいモードを選び、決定/
YESを押す。
• ファンクションがTUNERになっているときに再
生開始まで時間がかかる場合は、以下の操作を
行ってください。
1 ファンクションをDVDに切り換えて、?/1（電
源）を押し、電源を切る。
2 本体のSA‑CD/DVDスティックをx方向に長
押ししながら、本体の?/1（電源）を押す。
（
「DVD POWER ON」と表示されます。）

次のページへつづく
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その他の操作

*1 サーチ中、スキャン中は再生している音を聞く
操作

*2 DVD、ビデオCDによって操作が禁止されている

再生を止める

xを押す。

場合があります。ディスクのタイプによって選
べる速さの種類が異なります（CD、スーパー
オーディオCDは1種類のみ）。また、ビデオCD
では、逆方向のスロー再生はできません。
*3 スライドショー表示中は操作できません。SA‑
CD/DVDNを押して静止画表示に戻してから操
作します。

一時停止する
（JPEG以外）

Xを押す。もう一度
押すと、再生を再開
します。

再生中にチャプター .または>をく
や映像、トラックや り返し押す。
曲を選ぶ
MP3またはJPEGの
アルバムを選ぶ

手順2の後、アルバム
＋または−をくり返
し押す。

再生したい部分を探 再生中に本体のSA‑
す（サーチ）
（MP3 CD/DVDスティック
を.または>方
以外） *1
向に長押しする。
速度をかえて再生し
たい部分を探す*1、2
（スキャン）（MP3、
JPEG以外）

スロー再生する*2
（DVD、ビデオCD
のみ）

再生中にmまたは
Mを押す。くり返
し押すと早送り/早戻
しの速度が変わりま
す。再生したい部分
でSA‑CD/DVDNを
押すと通常の再生に
戻ります。
一時停止中に
また
はyを押す。くり返
し押すと再生の速度
が変わります。SA‑
CD/DVDNを押す
と通常の再生に戻り
ます。

スライドショー（順 静止画の再生中に
方向のみ可能）を始 Mを押す。くり返
める（JPEGのみ） し押すと表示間隔が
変わります。SA‑
CD/DVDNを押す
と、静止画表示に戻
ります。
静止画を回転させる Bまたはbを押す。
bを押すたびに、画
像が時計回りに90°
回転します。
Bを押すたびに、画
像が時計回りと逆回
りに90°回転します。

*3（JPEGのみ）

ディスクを取り出す 本体上面のZを押す。
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ことはできません。

こんなときは

ご注意
DVDの再生を一時停止したまま何も操作せずに約1
時間が経過すると、本機の電源は自動的に切れま
す。

ちょっと一言
• MP3ファイルとJPEGファイルが混在するデータ
CD（CD‑ROM/CD‑R/CD‑RW）ディスクを再生
するときは、データCD優先モード（29ページ）
を設定してください。
• スーパーオーディオCDのレイヤーを切り換えて
再生することができます。詳しくは、「音声を切
り換える（JPEG以外）」
（26ページ）をご覧くだ
さい。

再生を止めたところから再生する
（リジューム再生）（JPEG以外）
再生を止めた後、そのつづきから再生できま
す。ディスクを取り出さない限り、本機が節
電モードになってもリジューム再生が働きま
す。

1

ディスクの再生中、xを押して、再生を
止める。
表示窓に「RESUME」と表示されます。
「RESUME」が表示されないときはリ
ジューム再生はできません。

2

SA‑CD/DVDNを押す。
手順1で再生を止めたところから、再生
が始まります。

ご注意

ちょっと一言
ディスクを最初から再生したいときは、xを2回押
してから、SA‑CD/DVDNを押します。

数字ボタンを使って曲番を選ぶ
再生モードがノーマルのとき、曲番の数字を
選んでから決定/YESを押すと自動的に再生
が始まります。

DVDに記録されて
いるメニューを使う
DVDには、DVD独自のメニューが記録され
ているものがあります。テレビ画面に表示さ
れるメニューを使って再生できます。

• DVDトップメニューを使う
複数のタイトル（映像や曲）が記録されて
いるDVDを再生するときは、好きなタイ
トルを選べます。

• DVDメニューを使う
ディスクの内容をメニューで選択できる
DVDを再生するときは、再生したい項目
や字幕の言語、音声の言語などをDVDメ
ニューで選べます。

2
1
2,3

1

DVD・ビデオ CD・CD・スーパーオーディオ CD・MP3・JPEG ― 再生

• 再生モードがシャッフルまたはプログラムのと
き、リジューム再生できません。
• 再生を止めたところによっては、リジューム再生
の始まりがずれることがあります。
• 次の場合、再生を止めたところの記録は消え、リ
ジューム再生できません。
ー ディスクを取り出したとき
ー 再生モードを変えたとき
ー DVD設定ボタンを使って設定を変更したとき

次のページへつづく
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1

DVDトップメニューボタンま
たはDVDメニューボタンを押
す
本機に接続されたテレビにメニューが
表示されます。メニューの内容はDVD
により異なります。

2
3

再生したい項目をV/v/B/bま
たは数字ボタンで選ぶ

ビデオCDのプレイ
バックコントロー
ル機能を使う
（PBC再生）
（バージョン2.0）
PBC*機能を使って、対話型の操作や検索な
どができます。

決定/YESを押す

PBC再生とは、テレビ画面に表示されるメ
ニューを使って、再生をすることです。
プレイバック

ご注意

コントロール

* PBCはPlayback Controlの略です。

DVD再生中に、DVDトップメニューまたはDVDメ
ニューを表示したまま何も操作せずに約1時間が経
過すると、本機の電源は自動的に切れます。

2
2
3

ʴʉ˂ʽO

2

1

PBC対応ビデオCDを再生す
る
本機に接続されたテレビに選択用のメ
ニュー画面が表示されます。

18

2

メニュー画面で行いたい（再
生したい）項目の番号をV/v
または数字ボタンで選ぶ

3

決定/YESを押す

4

テレビ画面に表示される選択
用のメニュー画面などにした
がって、操作する

くり返し再生する
（リピート）

ることがありますので、ディスクに付
属の説明書もあわせてご覧ください。

ディスクのすべてのタイトルやトラック、
ファイル、または1つのタイトルやチャプ

選択用のメニュー画面に戻る
リターンOを押す。
ご注意
ディスクによっては手順3で決定/YESを押すこと
を「選択ボタンを押す」と表示するものがありま
す。そのときは、SA‑CD/DVDNを押してくださ
い。

ター、トラックをくり返し再生できます。

本機の表示窓を使ってリピー
ト再生する

ちょっと一言
PBC機能を使わないで再生することもできます。
1 停止中に./>または数字ボタンを押して再
生したいトラックを選ぶ。
2 SA‑CD/DVDNまたは決定/YESを押す。
「PBCを切って再生します」が表示され、ノーマ
ル再生が始まります。
選択用のメニューなどの静止画は再生できません。
PBC再生に戻すには、xを押して再生を止めた後、
もう一度xを押してからSA‑CD/DVDNを押しま
す。

ʴʞ˂ʒ

再生中にリピートボタンをくり返
し押して「REP」または
「REP1」を表示させる
REP： 再生中のディスク全体または再生中
のアルバム全体*をくり返します（5
回まで）。
REP1：ビデオCD/CD/スーパーオーディオ

DVD・ビデオ CD・CD・スーパーオーディオ CD・MP3・JPEG ― 再生

操作のしかたはディスクによって異な

CD/MP3のときは、再生中の1曲
（トラック）だけをくり返します。
DVDのときは、再生中の1つのタイ
トルまたはチャプターだけをくり返
します。

* MP3、JPEGのみ
リピート再生をやめる
リピートボタンをくり返し押して、「REP」
または「REP1」を消す。

次のページへつづく
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ちょっと一言

ビデオCD/スーパーオーディオCD/

フタを閉めたままリピートボタンをくり返し押す
と、「Repeat」
（「REP」の場合）または「Track
Repeat」（「REP 1」の場合）がスクロール表示さ
れます（DVDのときは「Title Repeat」または
「Chapter Repeat」がスクロール表示されます）。
フタを開けると設定した内容を確認できます。

CD/MP3のとき（プログラム再生が
「切」のとき）
• 切：リピート再生をオフにします。
• 全部：すべてのトラックまたは再生
中のアルバム（MP3のみ）をくり返
し5回再生します。

テレビ画面を使ってリピート
再生する

• トラック：再生中のトラックをくり
返し再生します。
JPEGのとき
• 切：リピート再生をオフにします。
• 全部：すべてのファイルまたは再生

ɹʴɬ

中のアルバムをくり返し5回再生し
ます（スライドショー再生中のみ）
。

2,3
2,4
1

1

2

プログラム再生をしているとき
• 切：リピート再生をオフにします。

2,3

再生中にDVD画面表示ボタン
を押す

4

決定/YESを押す
リピート再生が始まります。

ノーマル再生に戻す

ルメニュー画面が表示されます。

手順3で「切」を選ぶ、またはクリアボタン
を押す。

V/vで「リピート」を選び、
決定/YESを押す
す。
るときは、

画面表示を消す
DVD画面表示ボタンを押す。
ちょっと一言

リピート設定で「切」以外を選んでい
アイコンが緑色に

点灯します。

停止中にリピート再生を設定できます。リピートボ
タンで項目を選び、SA‑CD/DVDNを押します。
リピート再生が始まります。

ご注意

V/vで項目を選ぶ
DVDのとき
• 切：リピート再生をオフにします。
• 全部：すべてのタイトルをくり返し
5回再生します。
• タイトル：再生中のタイトルをくり
返し再生します。
• チャプター：再生中のチャプターを
くり返し再生します。
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回再生します。

本機に接続されたテレビにコントロー

「リピート」の設定項目が表示されま

3

• 全部：プログラム再生をくり返し5

• ディスクを取り出すとリピート再生は解除されま
す。
• DVDによってはリピート再生できない場合があ
ります。
• ビデオCDのPBC再生では、リピート再生できま
せん。
• プログラム再生中は、「REP1」は選択できませ
ん。

好きな順に再生する

3

（プログラム）

.または>をくり返し押
して、プログラムしたいト
ラックを選ぶ
＋または−をくり返し押してアルバム

最大25個のトラック（曲）を選んでプログ

を選んだ後、.または>をくり返

ラムできます。プログラムした曲はMDにシ

し押してトラックを選びます。

ンクロ録音できます（49ページ）
。

本機の表示窓を使ってプログ
ラムする
選んだトラック

2

4

決定/YESを押す
トラックが選んだ順にプログラムされ
ます。

3

何トラック目にプログラムされたか

ɹʴɬ

1
4

（Step数）が表示された後、最後にプ

6

ログラムしたトラック番号が表示され
ます。
最後のトラック

本体のフタを開けてから操作してください。

1
2

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをDVDに
切り換える
停止中に再生モードボタンを
くり返し押して、「PGM」を
表示させる

DVD・ビデオ CD・CD・スーパーオーディオ CD・MP3・JPEG ― 再生

MP3をプログラムするときはアルバム

合計再生時間（MP3を除く）

5

続けてプログラムするとき
は、手順3、4をくり返す

6

SA‑CD/DVDNを押す
プログラムした順に再生が始まります。

次のページへつづく
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ȰɁͅɁͽ
ȦɦȽȻȠɂ

1

ͽ

ʘ˂ʨʵѓႆȾ
Ϧඨ˹Ⱦѓႆʬ˂ʓʦ
Ȭᴥʘ˂ʨʵᴦ ʉʽɥȢɝᣌȪઃȪȹǾ
ȈÓÈÕÆȉɗȈÐÇÍȉǾ
ȈÁÌÂÍȉɥȬǿ
ʡʷɺʳʪɁఊ
ऻȾɥᣜӏȬ
ɞ

Ϧඨ˹Ⱦਖ਼ᬲ±ᵻ´ɥᚐ
șǿ

ʡʷɺʳʪɥ
Ȭ

ਖ਼ᬲ´ɁऻȺɹʴɬʦ
ʉʽɥઃȬǿઃȬȲɆ
ȾఊऻȾʡʷɺʳʪȪ
ȲȟțɑȬǿ

ѓႆʬ˂ʓʦʉʽɥȢɝᣌȪ
ઃȪȹǾȈʡʷɺʳʪȉɥ᚜
ᇉȨȮɞ
టൡȾፖȨɟȲʐʶʝȾʡʷɺʳʪ
႕ᬂȟ᚜ᇉȨɟɑȬǿ
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total Time 0:00

ȴɚȶȻˢ
• ʡʷɺʳʪѓႆȟጶɢȶȹɕǾʡʷɺʳʪɂරȶ
ȹȗɑȬǿÓÁÃÄ¯ÄÖÄNɥઃȬȻǾպȫʡʷ
ɺʳʪɥѓႆȺȠɑȬǿȲȳȪǾʑɭʃɹɥɝ
ҋȬȻʡʷɺʳʪɂțɑȬǿ
• ʟʉɥᩐȫȲɑɑͽȬɞȻǾȈÏÐÅÎȉȟཟ໕
ȪɑȬǿʟʉɥᩒȤȹ᚜ᇉю߁ɥᆬᝓȪȹȞɜ
ͽȪȹȢȳȨȗǿ

ʐʶʝ႕ᬂɥΈȶȹʡʷɺʳ
ʪȬɞ

2

bɥઃȬ
ÔÒÁÃË±ȟᤣɃɟɑȬǿ
Program
1
Track
2
1 TRACK1
3
2 TRACK2
4
3 TRACK3
5
4 TRACK4
6
5 TRACK5
7
6 TRACK6
8
7 TRACK7
9
8 TRACK8
10
9 TRACK9
10 TRACK10

Total Time 0:00

ʂʭʽʡʚ˂

1

ʒʳʍɹɁʴʃʒȟˢ࣊Ⱦ᚜ᇉȺȠȽ
ȗکնɂǾʂʭʽʡʚ˂ȟ᚜ᇉȨɟɑ

3
ɹʴɬ

2,3
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5

ȬǿbȺʂʭʽʡʚ˂ɥᤣȪɑȬǿ
V¯vȺʂʭʽʡʚ˂ɥʃɹʷ˂ʵȪȹǾ
රɝɁʴʃʒɥ᚜ᇉȨȮɞȦȻȟȺȠ
ɑȬǿ
ʂʭʽʡʚ˂ȞɜʴʃʒȾɞȻȠɂB
ɥઃȪɑȬǿ

3

設定したプログラムを消す

プログラム再生したいトラッ
クを設定する
ビデオCD/スーパーオーディオCD/CD
例）TRACK「2」を設定する。
V/vまたは数字ボタンで「2」を選び、
決定/YESを押す。

す。

ノーマル再生に戻す
再生モードボタンをくり返し押して、
「コン
ティニュー」を表示させる。
ちょっと一言

MP3のとき
例）ALBUM「2番目」のTRACK「3」
を設定する。
V/vでALBUM「2番目」を選び、bを
押す。
V/vまたは数字ボタンで「3」を選び、
決定/YESを押す。
アルバム選択に戻るときはBを押しま
す。
プログラムしたトラックの
総時間（MP3をのぞく） *
Program
1 TRACK2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total Time 12:34

* MP3をプログラムすると、「ーー :ーー」と
表示されます。

4

に最後にプログラムしたトラックが消えま

続けて再生するトラックを設
定したいときは、手順3をく
り返す

設定したプログラムでリピート再生もできます。プ
ログラムを再生中に、リピートボタンを押します。
またはプログラム再生中に、コントロールメニュー
画面で「リピート」を「全部」にします（20ペー
ジ）。

DVD・ビデオ CD・CD・スーパーオーディオ CD・MP3・JPEG ― 再生

のとき

手順3の後でクリアボタンを押す。押すたび

トラックが選んだ順に表示されます。

5

SA‑CD/DVDNを押す
プログラムした順に再生が始まります。
プログラム再生が終わっても、もう一
度SA‑CD/DVDNを押すと同じプログ
ラムを再生できます。
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タイトルやチャプ
ター、トラック、イ
ンデックス、アルバ
ム、ファイルを使っ
て頭出しする

2

V/vで検索項目を選ぶ
DVDのとき
「タイトル」を選ぶ。
ビデオCDのとき
「トラック」を選ぶ。
CD/スーパーオーディオCDのとき
「トラック」を選ぶ。
MP3のとき
「アルバム」または
「トラック」を選ぶ。

タイトル、トラック、アルバム、ファイルに

JPEGのとき

は名前が付けられているので、コントロール
メニュー画面からその名前を選んで映像や曲

「アルバム」または
「ファイル」を選ぶ。

の頭出しができます。また、チャプターとイ
ンデックスには番号が付けられているので、
その番号を入力して頭出しします。また、経

3

過時間をタイムコードで入力して場面を探す

決定/YESを押す
ディスクの内容がリスト表示されます。

こともできます（タイムサーチ）。

ジャンプバー
CD

1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY

ୣޏʦʉʽ

2,4
3,5
1

アルバムまたはトラックのリストが一

ʴʉ˂ʽO

度に表示できない場合は、ジャンプ
バーが表示されます。bでジャンプバー
を選択します。V/vでジャンプバーを

2,4

スクロールして、残りのリストを表示
させることができます。
ジャンプバーからリストに戻るときはB
を押します。

タイトル/トラック/アルバム/
ファイルを使って頭出しする

1

DVD画面表示ボタンを押す
本機に接続されたテレビにコントロー
ルメニュー画面が表示されます。
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4
5

V/vでタイトルなどの番号を
選ぶ
決定/YESを押す
選んだ場所の再生が始まります。

チャプター /インデックスを
使って頭出しする

決定/YESを押す
選んだ場所の再生が始まります。

DVD画面表示ボタンを押す

画面表示を消す

本機に接続されたテレビにコントロー

DVD画面表示ボタンを押す。

ルメニュー画面が表示されます。

2

選択を途中でやめる
リターンOを押す。

V/vで検索項目を選ぶ
DVDのとき
「チャプター」を選ぶ。
ビデオCDのとき

タイムコードを入力して場面を探す
（タイムサーチ）
例）DVDのタイトル経過時間を探す。

「インデックス」を選ぶ。

1

過時間）が選ばれます。

「＊＊（＊＊）
」
（「現在選んでいるチャ
プター番号（チャプターの総数）」）が

2

選ばれます。
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T

手順2で「時間」を選ぶ。
「T ＊＊:＊＊:＊＊」（現在のタイトルの経

例）
「チャプター」を選んだとき

決定/YESを押す。
「T ーー :ーー :ーー」が「T ＊＊:＊＊:＊＊」
の上に表示されます。

DVD

3

数字ボタンでタイムコードを入力し、決
定/YESを押す。

1:32:55

例えば、始まりから2時間10分20秒過ぎ
た場面を探すには、2:10:20と入力しま
す。
ご注意

3

決定/YESを押す
「＊＊（＊＊）
」が「ーー（＊＊）」に変
わります。
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55

DVD

• タイトルやチャプター、トラックの番号はディス
ク上に記録されている番号と同じように表示され
ます。
• ビデオCDのシーンを探すことはできません。
• DVDのときは、タイトルの経過時間を入力しま
す。ビデオCD、CD、スーパーオーディオCD、
MP3のときは、トラックの経過時間を表示しま
す。

DVD・ビデオ CD・CD・スーパーオーディオ CD・MP3・JPEG ― 再生

1

5

ちょっと一言
再生中に、経過時間と残り時間を切り換えることが
できます。詳しくは、「画面を使って経過時間と残
り時間を見る」（95ページ）をご覧ください。

4

V/vまたは数字ボタンでチャ
プターまたはインデックスの
番号を入力する
間違えたときは、クリアボタンを押し
て数字を消してから入力し直します。

25

DVD ― いろいろな機能

3

V/vで音声を選ぶ
DVDのとき

音声/字幕/言語を
変える

選べる言語と音声記録方式はDVDに
よって異なります。
4桁の数字が表示されたときは、
「言語
コード一覧表」（131ページ）をご覧く
ださい。同じ言語が2個以上表示された
ときは、音声記録方式（チャンネル数
など）が異なります。

音声を切り換える（JPEG以
外）

DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)

DVD

T
1:32:55
1: ஓట
2: ᔐ
3: ˹ّ

DVDの再生中に音声の言語や音声記録方式
を選ぶことができます。
また、CDやビデオCD、MP3再生中は、左
右どちらかのチャンネルの音を左右両方のス
ピーカーから出すことができます。カラオケ

ビデオCD/CD/MP3のとき

のビデオCDなどで、伴奏だけを聞くことも

下線の項目は、お買い上げ時の設定で

できます。スーパーオーディオ信号と普通の

す。

CDの信号の両方記録されているスーパー

• ステレオ：通常のステレオ再生

オーディオCDでは、いずれかのデータを選

• 1/L：左チャンネルの音（モノラル）

んでから再生することができます（ただし、

• 2/R：右チャンネルの音（モノラル）

本機ではマルチチャンネル再生には対応して

スーパーオーディオCDのとき

いません）
。

停止中に設定してください。
ディスクによって選べる項目が異なり
ます。

2,3
2,4
1

下線の項目は、お買い上げ時の設定で
す。
• Super Audio CD：スーパーオー
ディオCDデータの再生

2,3

• CD：通常のCDデータの再生*

*

4
1

画面表示を消す

本機に接続されたテレビにコントロー

DVD画面表示ボタンを押す。

V/vで「音声」を選び、決定/
YESを押す
「音声」の設定項目が表示されます。
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決定/YESを押す

再生中にDVD画面表示ボタン
を押す
ルメニュー画面が表示されます。

2

ハイブリッドディスクのときに選べます。

お好みの音声言語を登録する
「表示言語や音声言語、視聴に関する設定を
変える（言語設定/視聴設定）」（28ページ）
の操作で、本機にあらかじめ設定しておくこ
とができます。

ご注意

画面表示の例

• 複数の音声が記録されていないディスクでは、音
声の切り換えはできません。
• DVDによっては複数の言語が記録されていても、
切り換えを禁止している場合があります。
• ビデオCDやCD、MP3のときは、電源を切った
り、ディスクを取り出したりすると通常のステレ
オ再生に戻ります。
• DVD再生中、自動的に音声が切り換わることが
あります。
• スーパーオーディオCDに記録されている信号に
より、表示される設定項目は変わります。
• スーパーオーディオCDの音声切り換えの際は、
ディスク情報を読み直すため、時間がかかる場合
があります。

• PCM（ステレオ）

ʡʷɺʳʪʟɳ˂ʨʍʒ
PCM 48kHz 24bit
• ドルビーサラウンドのとき

• ドルビーデジタル5.1チャンネルのとき

ʡʷɺʳʪʟɳ˂ʨʍʒ
ʓʵʝ˂ʑʂʉʵ 3/2.1

ちょっと一言
音声ボタンで直接「音声」を選ぶことができます。
くり返し押して設定します。

• DTSのとき

ʡʷɺʳʪʟɳ˂ʨʍʒ
DTS 3/2.1

再生しているチャンネルを表
示する（DVDのみ）
「音声」を選ぶと、現在再生中のDVDに記録
されているチャンネル数を表示することがで

DVD ― いろいろな機能

ʡʷɺʳʪʟɳ˂ʨʍʒ
ʓʵʝ˂ʑʂʉʵ 2/0
ʓʵʝ˂ɿʳɰʽʓ

字幕を表示する（DVDのみ）

きます。
現在の音声の記録方式*
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)

字幕が記録されているディスクは、再生中に
字幕を表示したり消したりできます。複数の

DVD

T
1:32:55
1: ஓట

言語で字幕が記録されているときは、再生中
に字幕を切り換えることができます。語学学
習などに便利です。

ʡʷɺʳʪʟɳ˂ʨʍʒ
ʓʵʝ˂ʑʂʉʵ 3/2.1

2,3
2,4
1

*「PCM」または「DTS」、「ドルビーデジタル」が
表示されます。
「ドルビーデジタル」のときは音声の含まれる
チャンネルが次のように数字で表示されます。
ドルビーデジタル5.1chの場合：

2,3

サラウンド2

ʓʵʝ˂ʑʂʉʵ 3 / 2. 1
フロント2+センター 1 LFE（低音増強信号）1

1

再生中にDVD画面表示ボタン
を押す
本機に接続されたテレビにコントロー
ルメニュー画面が表示されます。

次のページへつづく
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2

V/vで「字幕」を選び、決定/
YESを押す
「字幕」の設定項目が表示されます。
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T

表示言語や音声言語、視聴に
関する設定を変える（言語設
定/視聴設定）

DVD

1:32:55

Ғ
1: ஓట
2: ᔐ
3: ˹ّ

2-4
1

3

V/vで言語を選ぶ
選べる言語はディスクによって異なり
ます。

1

コード一覧表」（131ページ）をご覧く

停止中にDVD設定ボタンを押
す

ださい。

本機に接続されたテレビに設定画面が

4桁の数字が表示されたときは「言語

表示されます。

4

決定/YESを押す

2

字幕を消す
手順3で「切」を選ぶ。

V/vで設定したい項目を選び、
決定/YESを押す
選ぶ

設定の種類

言語設定

画面表示言語、DVD
メニュー言語、音声言
語、字幕言語

視聴設定

視聴年齢制限（34
ページ）
、音声トラッ
ク自動選定モード、
オーディオDRC、
データCD優先モード、
JPEG日付

画面表示を消す
DVD画面表示ボタンを押す。

お好みの字幕言語を登録する
「表示言語や音声言語、視聴に関する設定を
変える（言語設定/視聴設定）
」
（このページ）
の操作で、本機にあらかじめ設定しておくこ
とができます。
ご注意
ディスクによっては字幕が記録されていても、字幕
を表示したり消したりすることや、切り換えを禁止
している場合があります。

ちょっと一言
字幕ボタンで直接「字幕」を選ぶことができます。
くり返し押して設定します。

3
4

V/vで設定したい項目を選び、
決定/YESを押す
V/vで項目を選び、決定/
YESを押す

ちょっと一言
「DVDの設定をお買い上げ時の状態*に戻すときは
― リセット」（118ページ）の操作で、視聴年齢制
限を除くすべてのDVD設定をリセットできます。

28

･ 画面表示言語
画面の表示言語を切り換えます。

･ オーディオDRC（Dynamic
Range Compression）

表示される言語一覧から選びます。

サウンドトラックのダイナミックレンジを狭
くします。夜遅く、小さな音量で映画を見た

･ DVDメニュー言語（DVDのみ）

いときに便利です。

DVDメニューの言語を切り換えます。

下線の項目は、お買い上げ時の設定です。

表示される言語の一覧から選びます。

音声の言語を切り換えます。
表示される言語の一覧から選びます。

･ 字幕言語（DVDのみ）
字幕の言語を切り換えます。

ダイナミックレンジの圧縮はあ
りません。

スタン
ダード

レコーディングエンジニアが意
図したようなダイナミックレン
ジでサウンドトラックを再現し
ます。

最大

ダイナミックレンジを極端に狭
くします。

表示される言語の一覧から選びます。
ご注意

ご注意
• 選んだ言語がディスクに記録されていないとき
は、記録されている言語のいずれかを選びます
（
「画面表示言語」を除く）。
• 「DVDメニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で
「その他t」を選んだときは、「言語コード一覧
表」
（131ページ）から言語コードを選び入力し
てください。数字ボタンで言語コードを入力しま
す。
次からは4桁の数字の言語コードが表示されま
す。

･ 音声トラック自動選定モード（DVD
のみ）

オーディオDRCの圧縮はソースがドルビーデジタ
ルのときのみ有効です。

･ データCD優先モード（MP3、
JPEGのみ）
MP3ファイルとJPEGファイルが混在する
データCD（CD‑ROM/CD‑R/CD‑RW）ディ
スクを再生する際、どちらのファイルを優先
して認識するか設定します。
下線の項目は、お買い上げ時の設定です。
MP3

MP3ファイルが存在する場合
「MP3ディスク」として認識しま
す。MP3ファイルが存在せず、
JPEGファイルが存在する場合は
「JPEGディスク」として認識し
ます。

JPEG

JPEGファイルが存在する場合
「JPEGディスク」として認識し
ます。JPEGファイルが存在せ
ず、MP3ファイルが存在する場
合は「MP3ディスク」として認
識します。

複数の音声記録方式が用意されているDVD
を再生するときに、チャンネル数の最も多い
音声記録方式（PCM、DTS、ドルビーデジ
タル）を優先して再生することができます。
下線の項目は、お買い上げ時の設定です。
切

優先しない。

入

優先する。

ご注意
• この設定を「入」にすると、言語が切り換わるこ
とがあります。これは「音声トラック自動選定
モード」の設定が「言語設定」の「音声言語」よ
り優先されるためです。
• PCM、DTS、ドルビーデジタルのチャンネル数
が同じ場合、PCM、DTS、ドルビーデジタルの
順で優先されます。
• DVDによっては優先する音声があらかじめ決め
られていることがあります。この場合「入」に設
定しても、チャンネル数の多い音声記録方式が優
先されないことがあります。

DVD ― いろいろな機能

･ 音声言語（DVDのみ）

切

ご注意
マルチセッションで書き込んだデータCDの場合、
最終セッションおよび最終セッションからリンクを
張ったセッションが再生対象になります。

･ JPEG日付
JPEG日付の表示順序を切り換えます。お買
い上げ時の設定は「月/日/年」です。
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アングル/映像を調
節する

2

V/vで「アングル」を選ぶ
カッコ内の数字は、ディスクに記録さ
れているアングルの総数です。
再生中のアングル以外のアングルが
ディスク上に記録されているときは、
アイコンが緑に点灯します。

アングルを切り換える（DVD
のみ）

DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T

複数のアングルがディスクに記録されている

DVD

1:32:55

1(9)

とき、好きなアングルに切り換えながら再生
できます。
例えば、動いている電車のシーンの再生中
に、電車の正面から見ていた景色を、右の窓
からの景色に切り換えて見ることができま

3

す。

bを押す、または決定/YESを
押す
アングル番号が「−」に変わります。
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T

4
2,4
3,4
1

3
2,4

DVD

1:32:55

–(9)

4

V/vまたは数字ボタンでアン
グル番号を選び、決定/YES
を押す
選んだアングルに切り換わります。

1

再生中にDVD画面表示ボタン
を押す
本機に接続されたテレビにコントロー
ルメニュー画面が表示されます。

画面表示を消す
DVD画面表示ボタンを押す。
ご注意
ディスクによっては複数のアングルが記録されてい
ても、切り換えを禁止している場合があります。

ちょっと一言
アングルボタンで直接「アングル」を選ぶことがで
きます。くり返し押して設定します。
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テレビの画面を調節する
（画面設定）

･ TVタイプ（DVDのみ）
接続するテレビの画面の種類（ワイドテレビ
または従来の4:3画面テレビ）を設定します。
下線の項目は、お買い上げ時の設定です。

1

1

3

4:3
レターボッ
クス

4:3画面のテレビとつなぐと
き。ワイド画像は横長のま
ま表示し、画面の上下は黒
く表示する。

4:3
パンスキャ
ン

4:3画面のテレビとつなぐと
き。ワイド画像は映像の左
右を自動的にカットしてテ
レビ画面全体に表示する。

停止中にDVD設定ボタンを押
す
本機に接続されたテレビに設定画面が
表示されます。

2

ワイドテレビまたは、ワイ
ドモードのあるテレビとつ
なぐとき。

V/vで「画面設定」を選び、
決定/YESを押す
V/vで以下の設定したい項目
を選び、決定/YESを押す
• TVタイプ

DVD ― いろいろな機能

2-4

16:9

16:9

4:3レターボックス

4:3パンスキャン

• スクリーンセーバー
• 背景画面
• コンポーネント出力

4

ご注意

V/vで項目を選び、決定/
YESを押す

DVDによっては「4:3レターボックス」あるいは
「4:3パンスキャン」に設定していても、自動的にど
ちらかで再生されるものがあります。

次のページへつづく
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･ スクリーンセーバー
一時停止または停止したままで15分経つか、
CD、スーパーオーディオCD、MP3、JPEG
（スライドショー表示中を除く）を15分以上
再生すると、スクリーンセーバーの画面に切
り換わるよう設定します。画像の焼き付き
（残像現象）を防ぐのに役立ちます。SA‑
CD/DVDNを押すと、スクリーンセーバー
画面は消えます。
下線の項目は、お買い上げ時の設定です。
入

スクリーンセーバーを使う。

切

スクリーンセーバーを使わない。

･ 背景画面
停止中やCD再生中などの、画面の背景色や
背景画面を設定します。
下線の項目は、お買い上げ時の設定です。
ジャケット
ピクチャー

ディスク（CD‑EXTRAなど）
にあらかじめ記録されている
ジャケットピクチャー（静止
画像）を背景画面にする。
ディスクにジャケットピク
チャーが記録されていないと
きは、「グラフィックス」の
画像が表示される。

グラフィッ
クス

あらかじめ本機に記録されて
いるグラフィックピクチャー
を背景画面にする。

青

画面の背景色を「青」にす
る。

黒

画面の背景色を「黒」にす
る。

･ コンポーネント出力
本機のコンポーネント映像出力D2映像端子
から出力される映像信号の方式を設定しま
す。
下線の項目は、お買い上げ時の設定です。
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インター
レース

標準のテレビ（インターレー
ス方式）とつなぐとき。

プログ
レッシブ

プログレッシブ525p方式に対
応したテレビとつなぐとき。

ご注意
「コンポーネント出力」を「プログレッシブ」に設
定すると、映像出力端子、S映像出力端子から映像
は出力されません。（本体上面のZ、DISPLAY、
VOLUME ＋を同時に押すと、インターレース設定
に戻ります。）

ちょっと一言
「DVDの設定をお買い上げ時の状態*に戻すときは
― リセット」（118ページ）の操作で、視聴年齢制
限を除くすべてのDVD設定をリセットできます。

ディスクの再生を
制限する

3

V/vで「カスタム視聴制限」
を選び、決定/YESを押す
「カスタム視聴制限」が選ばれます。
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55

（カスタム視聴制限/視聴年齢制限）

о
ᜳႭհ۰

4

のディスクにカスタム視聴制限を設定するこ

V/vで「入t」を選び、決定
/YESを押す

とができます。26枚目のディスクを設定す

暗証番号が登録されていないときは

ると、1番最初に設定したディスクの制限が

暗証番号登録の画面が表示されます。

登録した同じ暗証番号を使って、25枚まで

DVD ― いろいろな機能

特定のディスクを再生できな
いようにする（カスタム視聴
制限）

DVD

解除されます。
ɵʃʉʪᐱҤ᪅
ȪȗᜳႭհɥᄊ᧸ȪȹȢȳȨȗǽ
´ ಓ Ɂ ୣ  ޏɥ о ӌ Ȫ ȹ ǽขް
ǽǽɥઃȪȹȢȳȨȗ

4,5
数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、
x

3,4
5
2

ʴʉ˂ʽO

3-5
3,4

決定/YESを押します。
暗証番号確認の画面が表示されます。
暗証番号がすでに登録されているとき
は
暗証番号入力の画面が表示されます。

ɵʃʉʪᐱҤ᪅

1

 ᜳ Ⴍ հ ɥ о ӌ Ȫ ȹ ǽขް
ǽǽɥઃȪȹȢȳȨȗ

設定したいディスクを入れる
ディスクを再生しているときは、xを
押して再生を止めます。

2

停止中にDVD画面表示ボタン
を押す
本機に接続されたテレビにコントロー
ルメニュー画面が表示されます。

次のページへつづく
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5

ご注意

数字ボタンで4桁の暗証番号
を入力し、決定/YESを押す
「カスタム視聴制限を設定しました」と
表示され、コントロールメニューの画
面に戻ります。
暗証番号を間違えたときは
決定/YESを押す前にBを押し、入力し
直します。

• スーパーオーディオCDで、レイヤーを切り換え
た場合、カスタム視聴制限が設定されていると、
暗証番号の入力画面になることがあります。
• ハイブリッドのスーパーオーディオCDでカスタ
ム視聴制限の設定を行った場合は、現在のレイ
ヤーにのみ設定が有効になります。

ちょっと一言
暗証番号を忘れてしまったときは、カスタム視聴制
限画面で、暗証番号を入力する案内が表示されてい
るとき、6桁の数字「199703」を数字ボタンで入
力して決定/YESを押します。画面に、新しい4桁
の暗証番号を入力する案内が表示されます。

間違えたときは
リターンOを押して、手順3から選び直す。

画面表示を消す
DVD画面表示ボタンを押す。

カスタム視聴制限を解除する

1

手順4で「切t」を選び、決定/YESを押
す。

2

数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、
決定/YESを押す。

暗証番号を変更する

1

手順4で「暗証番号変更t」を選び、決

視聴年齢制限付きDVDの再生
できるシーンを制限する（視
聴年齢制限）
DVDの中には、地域ごとに設けられたレベ
ル（見る人の年齢など）によって視聴を制限
できるものがあります。視聴年齢制限機能を
使うと、この視聴制限レベルを設定すること
ができます。
制限されているシーンが再生されたとき、そ
のシーンをカットしたり、あらかじめ用意さ
れた別のシーンに差し替えて再生します。

定/YESを押す。
暗証番号入力の画面が表示されます。

2

数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、
決定/YESを押す。

3

数字ボタンで新しい4桁の暗証番号を入

3,4,6

力し、決定/YESを押す。

4

確認のため、数字ボタンでもう一度暗証
番号を入力し、決定/YESを押す。

2,3,
5-8
2-8

カスタム視聴制限が設定されたディス
クを再生する

1

カスタム視聴制限が設定されたディスク
を入れる。
カスタム視聴制限の画面が表示されます。

2

数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、
決定/YESを押す。
再生できる状態になります。

1

ÓÁÃÄ¯
ÄÖÄN
ʴʉ˂ʽO

2,3,
5-8
1

停止中にDVD設定ボタンを押
す
本機に接続されたテレビに設定画面が
表示されます。
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2

V/vで「視聴設定」を選び、
決定/YESを押す

4

「視聴設定」画面が表示されます。

数字ボタンで4桁の暗証番号
を入力し、決定/YESを押す
視聴制限のレベル設定および、暗証番
号の変更の画面が表示されます。

3

V/vで「視聴年齢制限t」を
選び、決定/YESを押す
暗証番号が登録されていないときは

ᐱᜫް
ᐱࢳᳮҤ᪅
ʶʣʵᴷ
ΈႊȬɞ٥ڒᴷ
כႭհ۰

5

暗証番号登録の画面が表示されます。

Ғ
ɬʫʴɵ

V/vで「使用する地域」を選
び、決定/YESを押す

DVD ― いろいろな機能

ᐱᜫް
ᐱࢳᳮҤ᪅
ᬩۦʒʳʍɹᒲӦᤣްʬ˂ʓᴷ
Ғ
ɴ˂ʑɭɴÄÒÃᴷ
ʃʉʽʊ˂ʓ
ʑ˂ʉÃÄТаʬ˂ʓᴷ
ÍÐ³
ÊÐÅÇஓ͇ᴷ
ఌᴬஓᴬࢳ

「使用する地域」の選択項目が表示され
ます。
ᐱᜫް
ᐱࢳᳮҤ᪅
ȪȗᜳႭհɥᄊ᧸ȪȹȢȳȨȗ
ขް
´ ಓɁୣޏɥоӌȪȹǽǽǽɥઃȪȹȢȳȨȗ

ᐱᜫް
ᐱࢳᳮҤ᪅
ʶʣʵᴷ
ΈႊȬɞ٥ڒᴷ
ᜳႭհ۰

Ғ
ɬʫʴɵ
ȰɁͅ

数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、
決定/YESを押します。
暗証番号確認の画面が表示されます。
暗証番号がすでに登録されているとき
は
暗証番号入力の画面が表示されます。

6

V/vで視聴制限レベルの基準
にする地域を選び、決定/
YESを押す
地域が選ばれます。

ᐱᜫް
ᐱࢳᳮҤ᪅
ขް
ᜳႭհɥоӌȪȹǽǽǽɥઃȪȹȢȳȨȗ

「その他t」を選んだときは、37ペー
ジの表から地域コードを選び、数字ボ
タンで入力します。

次のページへつづく
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7

V/vで「レベル」を選び、決
定/YESを押す

視聴年齢制限が設定されたディスクを
再生する

1

ディスクを入れて、SA‑CD/DVDNを押
す。

「レベル」の選択項目が表示されます。

視聴制限の暗証番号入力画面が表示され
ます。

2

ᐱᜫް
ᐱࢳᳮҤ᪅
ʶʣʵᴷ
ΈႊȬɞ٥ڒᴷ
ᜳႭհ۰

8

Ғ
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:

NC17
R
PG13
PG
G

V/vで制限するレベルを選び、
決定/YESを押す
ᐱᜫް
ᐱࢳᳮҤ᪅
ʶʣʵᴷ
ΈႊȬɞ٥ڒᴷ
ᜳႭհ۰

4:

PG13
ɬʫʴɵ

視聴年齢制限の設定が終了します。
レベルの数字が小さいほど制限が厳し
くなります。

間違えたときは
リターンOを押して1つ前の画面に戻り、選
び直す。

画面表示を消す
DVD設定ボタンを押す。

視聴年齢制限を解除する
手順8で「レベル」を「切」にする。

暗証番号を変更する

1

手順5で「暗証番号変更t」を選び、決
定/YESを押す。
暗証番号入力の画面が出ます。

2

もう一度手順3と同じ操作をして、新し
い暗証番号を登録する。

36

数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、
決定/YESを押す。
再生が始まります。

ご注意
• 視聴年齢制限機能がないDVDは、本機で視聴制
限をしても再生は制限できません。
• DVDによっては、再生中に視聴年齢設定の変更
を要求される場合があります。その場合、暗証番
号を入力し、レベルを変更してください。

ちょっと一言
登録した暗証番号を忘れてしまったときは、ディス
クを取り出し、「視聴年齢制限付きDVDの再生でき
るシーンを制限する（視聴年齢制限）」
（34ページ）
の手順1〜3にしたがって操作します。暗証番号を
入力する案内が表示されたら、6桁の数字
「199703」を数字ボタンで入力して決定/YESを押
します。画面に、新しい4桁の暗証番号を入力する
案内が表示されます。
新しい暗証番号を入力して、ディスクを本機に入れ
なおし、SA‑CD/DVDNを押します。暗証番号入
力画面が表示されるので、新しい暗証番号を入れま
す。

地域コード
使用する地域

コード番号

アルゼンチン

2044

イギリス

2184
2254

インド

2248

インドネシア

2238

オーストラリア

2047

オーストリア

2046

オランダ

2376

カナダ

2079

韓国

2304

シンガポール

2501

スイス

2086

スウェーデン

2499

スペイン

2149

タイ

2528

台湾

2543

中国

2092

チリ

2090

デンマーク

2115

（スピーカー設定）
ディスクに記録されているLFEチャンネルを
使って、低音を強調した音声を楽しむことが
できます。

2-4
1

1

ドイツ

2109

停止中にDVD設定ボタンを押
す

日本

2276

本機に接続されたテレビに設定画面が

ニュージーランド

2390

表示されます。

ノルウェー

2379

パキスタン

2427

フィリピン

2424

フィンランド

2165

ブラジル

2070

フランス

2174

ベルギー

2057

ポルトガル

2436

香港

2219

マレーシア

2363

メキシコ

2362

ロシア

2489

DVD ― いろいろな機能

イタリア

スピーカーを調節
する

2
3
4

V/vで「スピーカー設定」を
選び、決定/YESを押す
V/vで「LFE」を選び、決定/
YESを押す
V/vで項目を選び、決定/
YESを押す

次のページへつづく

37

･ LFE（Low Frequency Effect）
ディスクに記録されたLFEチャンネルを使っ
て、低音を楽しむことができます。
下線の項目は、お買い上げ時の設定です。
入

LFEチャンネルが出力される。

切

LFEチャンネルが出力されな
い。

ディスクごとに表
示/選択できる項目
と機能一覧
DVD画面表示ボタンを押すと、本機に接続

ご注意

されたテレビに以下のコントロール画面項目

音声にひずみやむらが極度にあるときは、「切」に
設定してください。

が表示されます。
表示項目

機能
ディスク ディスク名を表示し
ます。再生するディ
スクを選びます。

タイトル
（DVDのみ）/シー
ン（PBC再生時の
ビデオCDのみ）/
トラック（ビデオ
CDのみ）

再生するタイトル
（DVD）やシーン
（PBC再生時のビデオ
CD）、トラック（ビ
デオCD）を選びま
す。

チャプ
ター（DVDのみ）/
インデックス
（ビデオCDのみ）

再生するチャプター
（DVD）やインデック
ス（ビデオCD）を選
びます。

アルバム 再生するアルバム
（MP3）を選びます。
（MP3のみ）
トラック
（CD/スーパーオー
ディオCD/MP3の
み）
インデッ
クス（CD/スー
パーオーディオCD
のみ）
時間
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再生するトラック
（スーパーオーディオ
CD/CD/MP3）を選
びます。
再生するインデック
ス（スーパーオー
ディオCD）を選びま
す（CDは表示のみ）。
経過時間および残り
時間を調べます。
タイムコードを入力
して映像や曲を探し
ます。

音声
（JPEG以外）

音声を切り換えます。

字幕
（DVDのみ）

字幕を表示します。
字幕の言語を切り換
えます。

表示項目

機能

アルバム 再生するアルバム
（JPEG）を選びます。
（JPEGのみ）
ファイル 再生するファイル
（JPEG）を選びます。
（JPEGのみ）
JPEG画像の撮影日を
表示します。

アングル 好きなアングルに切
り換えます。
（DVDのみ）
本機に入っている
プレイ
モード（DVD以外） ディスクの再生モー
ド（ノーマル/シャッ
フル/プログラム）を
切り換えます。
リピート ディスク全体（全タ
イトル/全トラック）
や1つのタイトル/
チャプター /アルバム
/トラックだけ、また
はプログラム設定し
たトラックだけをく
り返し再生します。
視聴制限

DVD設定ボタンを押すと、本機に接続され
たテレビに以下の設定画面項目が表示されま
す。
下線の項目は、お買い上げ時の設定です。

言語設定（28ページ）
画面表示言語

日本語
ENGLISH

DVDメニュー
言語

日本語
英語
中国語
ドイツ語
フランス語
イタリア語
スペイン語
ポルトガル語
オランダ語
デンマーク語
スウェーデン語
フィンランド語
ノルウェー語
ロシア語
その他t

音声言語

DVDメニュー言語と同じ

字幕言語

DVDメニュー言語と同じ

カスタム ディスクに、本機で
の再生を禁止する設
定をします。

DVD ― いろいろな機能

日付
（JPEGのみ）

本機に設定できる
項目一覧

画面設定（31ページ）
TVタイプ

16:9
4:3レターボックス
4:3パンスキャン

スクリーンセー 入
切
バー
背景画面

ジャケットピクチャー
グラフィックス
青
黒

コンポーネント インターレース
プログレッシブ
出力

次のページへつづく
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視聴設定（28、34ページ）
視聴年齢制 レベル
限t

使用する地域

切
8：
7：NC17
6：R
5：
4：PG13
3：PG
2：
1：G
アメリカ
その他t

暗証番号変更t
音声トラッ 切
ク自動選定 入
モード
オーディオ 切
DRC
スタンダード
最大
データCD MP3
優先モード JPEG
JPEG日付

月/日/年
年/月/日
日/月/年
年/日/月

スピーカー設定（37ページ）
LFE
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入
切

MD ― 再生

MDを入れる

MDを聞く
（ノーマル/シャッフル/リピート）

2

本体のフタを開けてMDを入れる

ʴʞ˂ʒ
ୣޏʦʉʽ

./>
M

m

3

1

矢印の向きに
差し込む

x

MD ― 再生

文字の書いてある面を上にし、
シャッターを右側にする

X

MDを入れたときの表示例（フタを開けたと
き）
曲番

再生経過時間

1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

次のページへつづく
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2

数字ボタンを使って曲番を選ぶ

停止中に再生モードボタンを
くり返し押して、好きな再生
モードを選ぶ
こんなときは

表示（再生モード） *

MD通りの曲 表示なし
順で再生する （ノーマル）
曲順を本機が SHUF
自動的に選ん （シャッフル）
で再生する
好きな順に再 PGM（プログラム）
生する
「好きな曲順で聞く」
（43ページ）をご覧く
ださい。

* フタを閉めたときは、類似した内容がスク

再生モードがノーマルのときは、曲番の数字
を押すと自動的に再生が始まります。
10以降の曲番を選ぶには、>10を押してか
ら、表示窓で点滅している「−」の数だけ数
字ボタンを押します。0を選ぶときは10/0を
押します。
例：「−−」が点滅しているときに６を選ぶ
ときは、10/0、6を押す。
例：「−−」が点滅しているときに20を選ぶ
ときは、2、10/0を押す。

MDをくり返し聞く
（リピート）

ロール表示されます。

3

MDNを押す

ご注意
再生中に再生モードボタンを押しても、再生モード
は変えられません。

REP： 再生中のMDを全曲くり返します（5

ちょっと一言

REP1：再生中の1曲だけをくり返します。

他の音源（ラジオなど）を聞いていても、MDが中
に入っているときにMDNを押すと、ファンク
ションがMDに切り換わって再生が始まります
（オートファンクション）。

回まで）
。

リピート再生をやめる
リピートボタンをくり返し押して、
「REP」
または「REP1」を消す。

その他の操作
こんなときは

操作

ちょっと一言

再生を止める

xを押す。

一時停止する

Xを押す。もう一度
押すと、再生を再開
します。

フタを閉めたままリピートボタンをくり返し押す
と、
「Repeat」
（「REP」の場合）または「Track
Repeat」（
「REP 1」の場合）がスクロール表示さ
れます。フタを開けると設定した内容を確認できま
す。

曲を頭出しする

.または>をく
り返し押す。

曲中の聞きたい部分 再生中にmまたは
Mを押し続け、聞
を探す*
きたいところで指を
離す。
MDを取り出す

本体正面のZを押す。

* 本体で操作するときは、MDスティックを.ま
たは>方向に長押しします。
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再生中にリピートボタンをくり返
し押して「REP」または
「REP1」を表示させる

好きな曲順で聞く

3

（プログラム）

.または>をくり返し押
して、プログラムしたい曲を
選ぶ
選んだ曲

最大25曲まで選んでプログラムできます。

2
3

選んだ曲を含む合計再生時間

ɹʴɬ

1
4

6

4

MD ― 再生

ÄÉÓÐÌÁÙ

決定/YESを押す
選んだ曲がプログラムされます。
何曲目にプログラムされたか（Step
数）が表示され、次にプログラムした
曲番とプログラムした曲の合計再生時
間が表示されます。
最後の曲番

本体のフタを開けてから操作してください。

1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える
合計再生時間

2

停止中に再生モードボタンを
くり返し押して、「PGM」を
表示させる

5

続けてプログラムするとき
は、手順3、4をくり返す

6

MDNを押す
プログラムした順に再生が始まります。

次のページへつづく
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その他の操作
こんなときは

操作

ノーマル再生に戻 停止中に再生モードボ
す（ノーマル）
タンをくり返し押して、
「PGM」や「SHUF」
を消す。
プログラムした曲 プログラム再生中に
順を確認する
.または>を押す。
プログラムした曲 停止中にDISPLAYを押
の総数を調べる
す。プログラムした曲
の合計数（Step数）が
表示されます。

グループ内の曲を
聞く
グループに登録したお気に入りの曲だけを聞
くことができます。
グループ機能について詳しくは、
「グループ
機能について」（61ページ）をご覧ください。

プログラムの最後 停止中に手順3、4を行
に曲を追加する
う。
プログラムを消す 停止中、または手順4
の後でクリアボタンを
押す。押すたびに最後
にプログラムした曲が
消えます。

1

ちょっと一言
• プログラム再生が終わっても、プログラムは残っ
ています。MDNを押すと、同じプログラムを
聞けます。ただし、MDを取り出す、またはMD
グループボタンを押すとプログラムは消えます。
• MDの合計再生時間が1,000分を超えたときは、
「−−−.−−」と表示されます。
• フタを閉じたまま操作すると、「OPEN」が点滅
します。フタを開けて表示内容を確認してから操
作してください。
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2
3
4
5

1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2

停止中にMDグループボタン
をくり返し押して、
「GROUP
ON」を表示させる

3

グループスキップボタンをく
り返し押して、聞きたい曲が
あるグループを選ぶ

4

グループ内の途中の曲から聞
きたいときは、.または
>をくり返し押して、曲を
選ぶ
グループ内の1曲目から再生を始めると
きは、手順5に進んでください。

5

MDNを押す
再生が始まります。グループ内の最後
します。

録音の前にお読み
ください
MD（ミニディスク）は、音質劣化の少ない
「デジタル方式」で録音、再生を行います。
また、CDにあるような曲番を付けることで、
すばやい曲の頭出しや、録音した曲の編集が
できます。
本機では音源によって、次のように録音を行
い、曲番を付けます。

ご注意
曲を登録していないグループを選んでMDNを押
すと、MD内の最初のグループの1曲目から再生が
始まります。

ちょっと一言
グループ内の曲に限って、再生モード（ノーマル/
シャッフル/リピート/プログラム）を選ぶことがで
きます。手順3の前で再生モードを選んでくださ
い。

本機に入れたCDから録音するとき
• デジタル録音をします*1。

MD ― 録音

の曲の再生が終わると、自動的に停止

MD ― 録音

（ただし、マニュアル録音時はアナログ録
音になります。
）
• デジタル録音時は、曲番は自動的にCDと
同じように付きます。ただし、曲によって
は付かないことがあります（128ページ）
。

本機に入れたDVDやビデオCD、MP3
から録音するとき
• アナログ録音をします。
• 曲番は録音開始点にしか付きませんが、レ
ベルシンクロ録音（55ページ）で
「T.Mark LSync」にすると、録音レベル
を検出して自動的に付きます。

スーパーオーディオCDの録音について
• 本機では、スーパーオーディオCDのHDレ
イヤーは録音できません。ただし、スー
パーオーディオCDのCDレイヤーは、CD
と同様の録音ができます。
• テープ出力端子につないだ別売りの機器で
アナログ録音することができます（101
ページ）
。

次のページへつづく
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デジタルオプチカル入力端子につない
だ別売りのデジタル機器（BSデジタル
/デジタルCSチューナーなど）から録
音するとき
• デジタル録音をします*1。
• 曲番の付きかたは録音する音源によって異
なります。

本機のラジオや、テープ入力端子につ
ないだ別売りの機器から録音するとき
• アナログ録音をします。
• 曲番は録音開始点にしか付きませんが、
「T.Mark LSync」（55ページ）にすると、
録音レベルを検出して自動的に付きます。

• 本機の状態が次のようなときも、読み取り
エラーが起こって正しく録音されない場合
があります。
ーディスクトレイや本機を叩いた
ー水平でないところや、柔らかいものの上
に設置している
ースピーカーやドアなど、振動源の近くに
設置している
• 上記の読み取りエラーが起こったときに、
無音の曲が余分に作られることがありま
す。余分に作られた曲は、MD編集の
ERASE機能（68ページ）を使って消すこ
とができます。
1デジタル録音には制約があります（128ページ）
。

パソコンから録音するとき

*
*2Table of Contentsの略（目次の意味）。
テーブル

オブ

コンテンツ

Net MD機能を使ってMDへチェックアウト
（転送）してください。詳しくは、付属の
CD‑ROM内のPDFファイル「Net MD対応

録音をした後は

SonicStage取扱説明書」をご覧ください。

録音済みのMDに録音するときは
録音済みの曲に上書きしながら録音すること
はできません。
録音済みの曲の後から録音されます。
録音済みの曲を消したいときはMD編集の

本体正面のZを押してMDを取り
出す、または?/1（電源）を押し
て電源を切る
「TOC」が点滅し始め、録音の情報がMDへ
書き込まれ、録音が完了します。

ERASE機能（68ページ）を使います。

MDの曲番について（TOC）

電源コンセントを抜く前に

MDでは、曲番（曲順）や曲の開始/終了点な

MDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで

どの情報を「TOC* 」と呼ばれる領域で、音

完了となります。TOCへの書き込みは、MD

2

楽とは別に管理しています。
「TOC」の情報

を取り出すか電源を切ると行われます。TOC

を書き換えるだけで曲の編集がすばやくでき

書き込み前、書き込み中（
「TOC」が点灯ま

ます。

たは点滅）は電源プラグをコンセントから抜
かないでください。録音情報が正しく記録さ

CDの読みとりエラーについて

れません。

• 次のようなCDを使うと、読み取りエラー
が起こり、ノイズなどが混入して正しく録
音されない場合があります。
ーシールなどが貼られている
ー円形以外の形をしている（ハート形など）
ーラベルの印刷が一方向にかたよっている
ー傷がついている
ー汚れている
ー反っている
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MDの録音内容を消したくないときは
• 誤消去防止つまみをずらして孔を開きま
す。再び録音するときは、つまみを元の位
置に戻します。

録音時の制約につ
いて

誤消去防止つまみ

長時間録音（MDLP録音）に
ついて
孔を開く

1枚のMDに録音できる長さを、2倍長
（LP2）または4倍長（LP4）にして録音する

「C11」と「Protected」が交互に表示さ
れ、録音できません。誤消去防止つまみを
元の位置に戻して、孔をふさいでくださ
い。

ことができます（MDLP録音）。本体のREC
MODEを押して録音モードを切り換えます。
各録音のページで設定します（49、52、54
ページ）。
MDLP録音した曲は、下記のマークが印刷さ

MD ― 録音

• MDが誤消去防止状態になっていると、

れた機器でのみ再生できます。
非対応機器では再生できません。

ご注意
• 録音モードを「MONO」にしても、スピーカー
からは音源のままの音声（ステレオ信号録音時は
ステレオ音声）が聞こえます。
• MDLP録音したMDをMDLP非対応機器で再生し
ようとしたときに、「LP:」と表示して再生できな
いことがわかるように編集されたMDがありま
す。それらのMDを再生すると、本機はMDLPに
対応しているため、「LP:」は表示されません。
• MDLP非対応機器で再生する場合、SonicStage
のチェックアウト時に転送モードを「ステレオ転
送」にしてください。LP2/LP4で転送した場合、
MDLP非対応機器では再生できません。

ちょっと一言
• LP4ステレオ録音は、特殊な圧縮方式によって長
時間録音を実現しています。音質を重視するとき
は、ステレオ録音またはLP2ステレオ録音をおす
すめします。
• 1枚のMDに各録音モードを混在させて録音する
こともできます。
• 選んだ録音モードは録音が終了しても保持されま
す。変更する場合は、本体のREC MODEをくり
返し押して録音モードを切り換えてください。

次のページへつづく
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高速CD‑MDシンクロ録音に
ついて
1枚のCDをそのまま録音するときや、プログ
ラムした曲順で録音するときに、通常よりも

録音しようとしている曲が74分以内に録音
されていると、以下のように表示されます。
（フタを閉じているときは「OPEN」が点滅
します。フタを開けて表示内容を確認してく
ださい。
）

高速（約4倍）で録音することができます。

高速CD‑MDシンクロ録音の制限事項に
ついて
CDの同じ曲を、続けて高速シンクロ録音す
ることはできません（HCMS：ハイスピード
コピーマネージメントシステム）（このペー
ジ）
。このとき、「HCMS」と「NORM」が
点滅し、自動的に通常速度のシンクロ録音に
切り換わります。

すでに高速CD‑MDシンクロ録音された曲を
再び高速録音した場合、自動的に通常速度の
CD‑MDシンクロ録音に切り換わり、録音を
継続します。
時間の経過

ただし、録音を始めた時点から74分が経過
すると、再び高速録音が可能になります。

74分(HCMS)が働いている時間）

ご注意
• CDの全曲を録音するときは、CDの再生時間より
も残り時間が長い録音用MDを使用してくださ
い。
• 高速CD‑MDシンクロ録音中は、録音されている
音を聞くことはできません。

ハイスピードコピーマネージ
メントシステム（HCMS）に
ついて

高速
録音

高速録音不可
（通常録音のみ可能）

曲の録音 曲の録音
開始
終了

高速録音
可能

曲の録音開始時点
より74分経過

高速シンクロ録音を曲の途中で止めた
り、曲の録音中にMDの残り時間がなく
なると
その曲はMDに記録されません。この場合、

ある曲を高速CD‑MDシンクロ録音すると、

HCMSによる録音は禁止されないので、すぐ

録音を始めた時点から74分間は、同一の曲
を高速録音することができません。ハイス

に高速シンクロ録音で録音し直すことができ
ます。

ピードコピーマネージメントシステム

Code）をもとに、録音しようとしている曲

高速シンクロ録音中に本機の電源を
切ったり、スリープタイマーで電源が
切れると

が74分以内に録音されているかどうかを判

その曲はMDに記録されません。この場合、

定します。

HCMSによる録音は禁止されないので、すぐ

（HCMS）では、CDの曲ごとに固有なデータ
（ISRC: International Standard Recording

に高速シンクロ録音で録音し直すことができ
ます。
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高速シンクロ録音中に本機の電源コー
ドを抜くと
電源が切れるまでに録音された部分がMDに
記録されます。この場合、HCMSによってそ
の曲は録音されたものと見なされ、録音開始
時点から74分間は、同一の曲を高速録音す
ることができません。

本機のDVDプレーヤーで作ったプログ
ラムを高速録音するときは
HCMSは曲の録音の可否を1曲ごとに判定す
るため、同一の曲が74分以内にプログラム
シンクロ録音で録音されます。

（CD‑MDシンクロ録音/高速CD‑
MDシンクロ録音）
1枚のCDをそのままMDにデジタル録音でき
ます。また、録音モードを切り換えて、MD
に録音できる長さを選ぶこともできます。
通常速度の録音だけでなく、高速（通常速度
の約4倍）で録音することもできます。

たとえば、CDの1t2t3t2曲目の順番で
ÍÄʃʐɭʍɹ

プログラムされている場合は、プログラムの

2 3

MD ― 録音

されていると、その曲は通常速度のCD‑MD

ディスクを録音す
る

3曲目まで正常に録音された後、48ページの
ようなメッセージが表示され、プログラムの
4曲目（CDの2曲目）は通常速度のCD‑MD
シンクロ録音で録音されます。
ご注意
通常速度のCD‑MDシンクロ録音時には、HCMSは
働きません。

1 4 5 6,7

ÍÄɺʵ˂ʡ
ɺʵ˂ʡ
ʃɷʍʡ

本体のフタを開けてから操作してください。

1

録音用のMDを入れる

2

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをDVDに
切り換える
次のページへつづく
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3

CDを入れる

7

4

REC MODEをくり返し押し
て、録音モードを選ぶ

録音が終わると、CD、MDとも自動的

さを選ぶことができます。

に停止します。

表示（録音モード）

標準の長さで録 表示なし
音する
（ステレオ録音）
標準の2倍の長 LP2
さで録音する （LP2ステレオ録音）
標準の4倍の長 LP4
さで録音する （LP4ステレオ録音）
ステレオ信号を MONO
モノラルに変換 （モノラル録音）
して録音する
（標準の2倍の
長さで録音しま
す）

SYNCHRO MODEをくり返
し押して、「CDtMD
SYNC?」を表示させる
高速で録音（高速CD‑MDシンクロ録
音）するときは、「HISPEED SYNC?」
を表示させます。

6

録音が始まります。

録音モードを切り換えて録音できる長
こんなときは

5

「Press START」が点滅し
ているのを確認してから
ENTER/STARTを押す

ENTER/STARTを押す
「NORMAL SPEED」（高速で録音する
ときは「HIGH SPEED」）が表示され
た後、
「Press START」が点滅します。
MDが録音一時停止に、CDは再生一時
停止になります。

録音を止める
MDスティックでxを選ぶ。

グループ機能を使って録音するには
手順3の後、リモコンのMDグループボタン
をくり返し押して「GROUP ON」を表示さ
せ、手順4へ進みます。手順6の後、リモコ
ンのグループスキップボタンをくり返し押し
て「New Group」（新しいグループ）
、また
は録音したいグループを選び、手順7へ進み
ます。

CDの好きな曲だけを録音するには
CDのプログラム再生機能を使って、好きな
曲を選んでから録音することもできます。手
順3と4のあいだで、「好きな順に再生する」
（21ページ）の手順1〜5の操作を行います。

各ディスクからのシンクロ録音につい
て
• DVD：この録音はできません。マニュア
ル録音（52ページ）してください。
• スーパーオーディオCD：CDレイヤーは、
CDと同様にシンクロ録音（デジタル録音）
ができます。
• ビデオCD/MP3：高速CD‑MDシンクロ録
音はできません。自動的に通常速度のシン
クロ録音（アナログ録音）に切り換わりま
す。
• ビデオCD：PBC再生は自動的に解除され
ます。
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ご注意

演奏中の曲を録音
する
（レックイット）
ディスクの音を聞きながら、気に入った曲を
その場でMDに録音できます。

3 2
MD ― 録音

• 録音を一時停止することはできません。
• 再生モードがリピートやシャッフルになっている
ときは、手順5で自動的にノーマル再生に切り換
わります。
• CDまたはスーパーオーディオCDのCDレイヤー
をシンクロ録音中は、以下の機能が働きません。
ー トラックマーク機能
ー オートカット機能
• 「Setup Menu」で設定した録音レベルの設定値
にかかわらず、録音レベルは0.0dBで録音されま
す。
• 設定画面の「スピーカー設定」の「LFE」で
「入」を選んでいるときは、自動的に「切」に切
り換わります。
• 録音中は、サウンド効果（85ページ）を切り換
えることはできません。

ちょっと一言
• LP2/LP4ステレオ録音について、詳しくは「長
時間録音（MDLP録音）について」（47ページ）
をご覧ください。
• 高速CD‑MDシンクロ録音について、詳しくは
「高速CD‑MDシンクロ録音について」（48ペー
ジ）をご覧ください。

1

4

本体のフタを開けてから操作してください。

1

録音用のMDを入れる

2

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをDVDに
切り換える

3

SA‑CD/DVDスティックで
NXを選ぶ
ディスクの再生が始まります。

4

録音したい曲を聞きながら
REC/REC ITを押す
その曲の頭に戻り、録音が始まります。
録音中の曲が終了すると、 MDは自動
的に停止します。

次のページへつづく
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録音を止める
MDスティックでxを選ぶ。

各ディスクからのレックイットについ
て
• DVD/ビデオCD/MP3：アナログ録音にな
ります。
アナログ録音では、ディスクや曲の状態に
よっては余分な曲が作られることがありま
す。DVDの場合では、ディスクによって
レックイットができなかったり、曲単位の

好きなところから
録音する
（マニュアル録音）
DVDやCD、ラジオ、またはつないでいる別
売り機器の好きなところから録音することが
できます。

録音にならない場合があります。

5

• スーパーオーディオCD：CDレイヤーは、

2

CDと同様にレックイット（デジタル録音）
ができます。
ご注意
• CDまたはスーパーオーディオCDのCDレイヤー
をレックイット中は、以下の機能が働きません。
ー トラックマーク機能
ー オートカット機能
• 「Setup Menu」で設定した録音レベルの設定値
にかかわらず、録音レベルは0.0dBで録音されま
す。
• 設定画面の「スピーカー設定」の「LFE」で
「入」を選んでいるときは、自動的に「切」に切
り換わります。
• 録音中は、サウンド効果（85ページ）を切り換
えることはできません。

1 34

ÍÄɺʵ˂ʡ
ɺʵ˂ʡ
ʃɷʍʡ

本体のフタを開けてから操作してください。

1

52

録音用のMDを入れる

2

グループ機能を使って録音するには

FUNCTIONをくり返し押し
て、録音したい音源を表示さ
せる
• DVD：本機のディスクの音をアナロ
グ録音する
• TAPE：別売り機器の音をアナログ録
音する
• OPTICAL IN：別売り機器の音をデ
ジタル録音する
• TUNER：本機のラジオの音をアナロ

をくり返し押して「GROUP ON」を表示さ
せ、手順3へ進みます。手順4の後、リモコ
ンのグループスキップボタンをくり返し押し
て「New Group」（新しいグループ）、また
は録音したいグループを選び、手順5へ進み
ます。
ご注意
設定画面の「スピーカー設定」の「LFE」で「入」
を選んでいるときは、自動的に「切」に切り換わり
ます。

ちょっと一言

3

REC MODEをくり返し押し
て、録音モードを選ぶ
録音モードを切り換えて録音できる長
さを選ぶことができます。
こんなときは

表示（録音モード）

標準の長さで録 表示なし
音する
（ステレオ録音）
標準の2倍の長 LP2
さで録音する （LP2ステレオ録音）
標準の4倍の長 LP4
さで録音する （LP4ステレオ録音）

• 本機のディスクを曲の途中からマニュアル録音し
たいときは、手順4の前に録音を開始したいとこ
ろでSA‑CD/DVDスティックを使ってNXを選
んでディスクの再生を一時停止し、手順6でもう
一度NXを選んで再生を始めます。
• 録音中にDISPLAYを押すと、MDの残り時間を
見ることができます。
• AM放送を録音中に「ピー」や「ザーザー」とい
う雑音が出るときは、付属のAMアンテナを雑音
の消える位置に動かしてください。
• LP2/LP4ステレオ録音について、詳しくは「長
時間録音（MDLP録音）について」（47ページ）
をご覧ください。
• 録音される音の大きさをお好みで調節できます
（58ページ）。

MD ― 録音

グ録音する

手順2の後、リモコンのMDグループボタン

ステレオ信号を MONO
モノラルに変換 （モノラル録音）
して録音する
（標準の2倍の
長さで録音しま
す）

4

REC/REC ITを押す
MDが録音一時停止になります。

5

MDスティックでNXを選ぶ

6

録音したい音源の再生を始め
る

録音を止める
MDスティックでxを選ぶ。
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6秒前の音から録音
する
ÍÄɺʵ˂ʡ

（タイムマシン録音）

ɺʵ˂ʡ
ʃɷʍʡ

入力されている音を本機のメモリーに蓄えて
おくことにより、録音開始の6秒前の音から

2
6

録音することができます。衛星放送やFM放
送などのエアチェックで、録音を始めるタイ
ミングが遅れて頭の部分を録音し損なうのを
防ぐのに便利です。
録音開始
（手順6）

録音停止
時間の
経過

6秒

録音され
る部分

本体のフタを開けてから操作してください。

1

録音用のMDを入れる

2

FUNCTIONをくり返し押し
て、録音したい音源を表示さ
せる

3

REC MODEをくり返し押し
て、録音モードを選ぶ

ここから録音が始まる

ÍÄʃʐɭʍɹ

録音モードを切り換えて録音できる長
さを選ぶことができます。
こんなときは

表示（録音モード）

標準の長さで録 表示なし
音する
（ステレオ録音）
標準の2倍の長 LP2
さで録音する （LP2ステレオ録音）
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標準の4倍の長 LP4
さで録音する （LP4ステレオ録音）
ステレオ信号を MONO
モノラルに変換 （モノラル録音）
して録音する
（標準の2倍の
長さで録音しま
す）
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4

REC/REC ITを押す
MDが録音一時停止になります。

5
6

録音したい音源の再生を始め
る
録音を始めたいところで、決
定/YESを押す
この手順を行う6秒前にさかのぼって録

タイムマシン録音を止める
MDスティックでxを選ぶ。

録音後に付ける
MDのDIVIDE機能（74ページ）を使います。

録音中に好きなところに付け
る（トラックマーク）
マニュアル録音中、好きなところに曲番を付
けられます。
本体のフタを開けてから操作してください。

MD ― 録音

音を始めます。

頭出しマーク（曲
番）を付ける

グループ機能を使って録音するには
手順2の後、リモコンのMDグループボタン
をくり返し押して「GROUP ON」を表示さ
せ、手順3へ進みます。手順4の後、リモコ
ンのグループスキップボタンをくり返し押し

マニュアル録音中に、曲番を付け
たいところで本体のREC/REC IT
を押す

て「New Group」（新しいグループ）
、また
は録音したいグループを選び、手順5へ進み
ます。
ご注意

録音前に自動で付くように設
定する（レベルシンクロ録音）

• 本機に入れたDVDやCDなどのディスクをタイム
マシン録音することはできません。
• 本機は、手順4で録音一時停止の状態になった時
点から、入力されている音をメモリーに蓄え始め
ます。録音一時停止状態になってから6秒以上経
過した後で録音を始めないと、6秒前の音から録
音できません。

お買い上げ時はレベルシンクロ録音機能が働

ちょっと一言

は、以下の手順でレベルシンクロ録音機能が

LP2/LP4ステレオ録音について、詳しくは「長時
間録音（MDLP録音）について」（47ページ）をご
覧ください。

働くよう設定してください。

くよう設定されていますので、自動的に曲番
が付きます。音源からの入力信号が約2秒以
上続けて一定レベル以下になり、再び、その
レベルを越えたときに付きます。録音時、表
示窓に「L‑SYNC」と表示されていないとき

次のページへつづく
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6

MENU/NOを押す
続けて録音するときは、それぞれの録
音のページにある手順にしたがって操
作します。

その他の操作

1
3-5

こんなときは

2,6

本体のフタを開けてから操作してください。

1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2

MENU/NOを押す

3
4

5

Vをくり返し押して
「Setup?」を表示させ、決定
/YESを押す
Vまたはvをくり返し押して
「T.Mark Off（または
T.Mark LSync）
」を表示さ
せ、決定/YESを押す
Vまたはvをくり返し押して
「T.Mark LSync」を表示さ
せ、決定/YESを押す
「L‑SYNC」が点灯します。
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操作

自動的に曲番を付け 手順5で「T.Mark
るのをやめる
Off」を表示させ、
決定/YESを押す。
入力信号の検出レベ 手順1〜3の後、Vま
たはvをくり返し押
ルを変更する*
して「LS(T)」を表
示させ、決定/YESを
押す。Vまたはvをく
り返し押して入力信
号レベルを−72dB
から0dB（2dB単
位）の範囲で選び、
決定/YESを押し、
MENU/NOを押す。

* テープやラジオなど、雑音が多く曲番が付きにく
いときは設定レベルを上げると曲番が付きやすく
なります。お買い上げ時は−50dBに設定されて
います。

ご注意
• 曲によっては付かないことがあります。
• テープやラジオなどの音源で雑音が多いときは自
動では付かないことがあります。
• CDから録音するときに録音を一時停止すると、
そこに曲番が付きます。また、同じCDの同じ曲
を続けて録音すると、曲番が1つしか付かないこ
とがあります。
• フタを閉じたまま操作すると、「OPEN」が点滅
します。フタを開けて表示内容を確認してから操
作してください。

自動的に曲間をそ
ろえる
（スマートスペース）
CDのデジタル録音時は、自動的に曲間がそ
ろいます。その他の録音をしているときは、

1
3-5

スマートスペースをOnに設定すると、録音
中に約3秒以上（約30秒未満）の無音状態が
録音します。
お買い上げ時は「On」に設定されています。
無音が30秒未満の場合
Off

本体のフタを開けてから操作してください。

1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2

MENU/NOを押す

On

MD ― 録音

続いたときに、無音部分を約3秒に短縮して

2,6

無音を3秒にし、録音をつづける

オートカット：スマートスペースをOnに設
定すると、約30秒以上の無音が続いたとき、
無音部分が約3秒に短縮され、録音一時停止

3

状態になります。
無音が30秒以上の場合

4

Off

On

無音を3秒にし、録音一時停止する

5

Vをくり返し押して
「Setup?」を表示させ、決定
/YESを押す
Vまたはvをくり返し押して
「S.Space Off（または
S.Space On）」を表示させ、
決定/YESを押す
Vまたはvをくり返し押して
「S.Space On」を表示させ、
決定/YESを押す

次のページへつづく
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6

MENU/NOを押す
続けて録音するときは、それぞれの録
音のページにある手順にしたがって操
作します。

録音レベルを調節
する
MDに録音するときに、お好みで録音される

自動的に曲間をそろえるのをやめる

音の大きさが調節できます。

手順5で「S.Space Off」を表示させ、決定/
YESを押す。
ご注意
フタを閉じたまま操作すると、「OPEN」が点滅し
ます。フタを開けて表示内容を確認してから操作し
てください。

2

1
4-7

9
4,8

本体のフタを開けてから操作してください。
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1

FUNCTIONをくり返し押し
て、録音したい音源を表示さ
せる

2

REC/REC ITを押して録音一
時停止にする

3

録音したい音源の演奏を始め
る

4
5
6

MENU/NOを押して
「Setup?」を表示させ、決定
/YESを押す
Vまたはvをくり返し押して
「LevelAdjust?」を表示さ
せ、決定/YESを押す

一番大きい音のとき、表示窓に
「OVER」が点灯しないようにします。
「OVER」が点灯しないように調節する

7

決定/YESを押す

8

MENU/NOを押す

9

MD ― 録音

Vまたはvを押して、録音され
る音の大きさを調節する

xを押して、MDを停止させ
る
続けて録音するときは、それぞれの録
音のページにある手順にしたがって操
作します。

ちょっと一言
• 録音中にも、録音レベルを調節できます。
• 調節した録音レベルは次に調節するまで保持され
ます。
• シンクロ録音時とレックイット時は、この機能は
働きません。
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編集をするときは
MD ― 編集

編集の前にお読み
ください
編集を始める前に
MDの編集をするには、下記が必要です。

本体のフタを開けて操作する
フタを閉じたままで編集を始めると、操作中
に「OPEN」が点滅します。その場合は、フ
タを開けて表示内容を確認してから操作を続
けてください。

「Tr Protect」が表示されたときは

• MDが書き込み可能な状態になっている。

Net MD機器でチェックアウトした曲など

• MDの再生モードがノーマル再生になって

は、曲が保護されているため、一部のMD編

いる。
編集を始める前に、必ず次の手順で上記を確
認してください。

1

MDが誤消去防止状態になっ
ていないか確認する

集機能は使用できません。

編集を途中でやめるには
MENU/NOを押す。

編集をした後は

誤消去防止状態になっているときは、
つまみを動かして孔をふさぎます。
MDが誤消去防止状態になっているとき
は、編集はできません。

2

再生モードボタンをくり返し
押し、「SHUF」または
「PGM」を消して、ノーマル
再生にする

本体正面のZを押してMDを取り
出す、または?/1（電源）を押し
て電源を切る
「TOC」が点滅し始めます。編集の情報が
MDへ書き込まれ、編集が完了します。

電源コンセントを抜く前に
MDの編集は編集情報をTOCへ書き込んで完

編集はノーマル再生のときのみできま

了となります。TOCへの書き込みは、MDを

す。シャッフルまたはプログラム再生

取り出すか電源を切ると行われます。TOC書

中は、編集はできません。

き込み前、書き込み中（「TOC」が点滅）は
電源プラグをコンセントから抜かないでくだ
さい。編集情報が正しく記録されません。
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グループ機能を使った操作

グループ機能につ
いて
グループ機能とは?

• グループ内の曲を聞く（44ページ）
• ディスクを録音する（49ページ）
• 好きなところから録音する（52ページ）
• ６秒前の音から録音する（54ページ）
• グループに名前を付ける（62ページ）
• 新しいグループを作る（65ページ）
• グループ登録を解除する（66ページ）

1枚のMDの中の曲をグループに分けて再生、
録音、編集できる機能です。例えば、MDの

ご注意

中の1曲目から5曲目を「Rock」というグ

本機のグループ機能を使って録音したMDは、他の
グループ機能対応機器でもお使いいただけます。た
だし、機器によってはグループ機能の動作が本機と
は異なる場合があります。

ループにし、6曲目から9曲目を「Pops」と
いうグループにして好きなグループの曲だけ
聞いたり、新しい曲をグループに追加したり
タンでグループ機能のOn/Offができるので、
この機能を使う、使わないを切り換えること
もできます。

ÍÄ

グループ情報はどのように記
録されているの?
グループ機能を使って録音すると、グループ

ɺʵ˂ʡൡᑤÏææ

管理情報は、「ディスク名」として自動的に

MD ― 編集

することができます。また、MDグループボ

MDに記録されます。具体的には以下のよう
な文字列がディスク名の記録領域に書き込ま
れています。

Ⴍ

1 2 3 4 5 6 7

ディスク名の記録領域
0 ; Favorites // 1 – 5 ; Rock // 6 – 9 ; Pops // ...
1

ÍÄ
Ⴍ

1 2 3
ɺʵ˂ʡ±

Ⴍ

1 2 3 4
ɺʵ˂ʡ²
ɺʵ˂ʡൡᑤÏî

2

3

1 ディスク名を「Favorites」にする。
2 1曲目から5曲目を「Rock」という名の
グループに入れる。
3 6曲目から9曲目を「Pops」という名の
グループに入れる。
そのため、グループ機能を使って録音した
MDを、グループ機能非対応機器や、グルー

グループ機能を使ってグループに分けると、

プ機能をOffにして本機で読み込むと、上の

各グループの曲番は1から順に付け直されま

文字列がそのまま「ディスク名」として表示

す。

されます。

上図の例では、グループ機能Off時の曲番4、
5、6、7は、グループ機能On時にはグルー
プ2の曲番1、2、3、4となります。
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もしNAME機能を使ってこの文字列を誤っ
て書き換えてしまうと、そのMDではグルー
プ機能が使えなくなる場合*がありますので
ご注意ください。

* この場合は「GROUP ON」が点滅します。再び
グループ機能を使うには「すべてのグループを一
度に解除する」（67ページ）を行って、すべての
グループ登録を解除して登録し直してください。

ご注意
• グループ機能の設定は、MDを取り出したり、本
機の電源を切ったりしても記憶されています。
• グループ機能がOnのときは、グループに登録さ
れていない曲は表示、再生できません。
• グループの順番を変えることはできません。
• すでに曲が記録されている別のグループがある場
合、新しいグループはその後ろに追加されます。
• 既存のグループに曲を追加するとグループ内の最
後の曲の後に曲が追加されます。
• 1枚のMDの中には99グループまで登録できま
す。
• 既存のグループに曲を追加録音すると、グループ
機能を解除したときに、追加録音した曲以降の曲
番が変わることがあります。
• グループ管理情報が正しいフォーマットで記述さ
れていないMDを挿入すると、「GROUP ON」が
点滅します。この場合、グループ機能を使えませ
ん。

ディスク名や曲名、
グループ名を付ける
（NAME）
CD‑MDシンクロ録音（49ページ）をする
と、CDのTEXT情報（曲名）が自動的に記録
されます。
ただし、CDによってはTEXT情報が自動的に
記録されないことがあります。また、レック
イット（51ページ）を使うと、DVDの
TEXT情報も自動的に記録することができま
す。MP3のTEXT情報は、自動的に記録され
ません。この場合は、録音後に曲名を付けて
ください。
ディスク名や曲名を録音後に付けるには、
MD編集のNAME機能（このページ）を使い
ます。

録音後に付ける
1枚のMDに、ディスク名、曲名、グループ
名を計約1,700文字、カナ文字のみで約800
文字まで入力できます。
ただし、グループ機能を使って録音したMD
にディスク名を付けるときは、グループ管理
情報を誤って書き換えてしまわないように、
グループ機能を働かせた状態（63ページ手
順2）でディスク名を付けてください。
グループ管理情報について詳しくは、「グ
ループ情報はどのように記録されているの?」
（61ページ）をご覧ください。
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グループ名を付けるには
MDグループボタンをくり返し押して
「GROUP ON」を表示させてから、グ
ÄÉÓÐÌÁÙ

4
2,3
ɹʴɬ

1
B

ループスキップボタンをくり返し押し
て名前を付けたいグループを選ぶ。グ

2

ループの総曲数が表示されているとき
に、NAME EDIT/SELECTを押す。
文字入力画面になり、カーソルが点滅

2

します。

4,6

1
2

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

3

NAME EDIT/SELECTをく
り返し押して、文字の種類を
選ぶ

MD ― 編集

カーソル

本体のフタを開けてから操作してください。

文字の種類（表示順） 表示

付けたい名前（曲名/ディス
ク名/グループ名）によって、
以下のように操作する

アルファベット大文
字/スペース/記号

Selected AB

アルファベット小文
字/スペース/記号

Selected ab

曲名を付けるには

カタカナ/カタカナ小 Selected ア
文字*1/濁点・半濁点/
一部の記号*2

.または>をくり返し押して、名
前を付けたい曲番を選び、NAME
EDIT/SELECTを押す。
ディスク名を付けるには
総曲数（グループ機能が働いていると
きは、総グループ数）が表示されてい

数字

Selected 12

*1 カタカナ小文字はアイウエオヤユヨツのみ
入力できます。

*2「– ，．」のみ入力できます。

るときに、NAME EDIT/SELECTを押
す。
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4

文字を追加する

入力したい文字に対応するア
ルファベット/数字/カタカナ
入力ボタンを押す
文字の種類

操作

アルファベット/ 入力したい文字や
カタカナ
行がある数字ボタ
ン（またはV/v）
をくり返し押して
希望の文字を表示
させ、bを押す。
数字

入力したい数字の
数字ボタンを押す。

濁点（゛）/
半濁点（゜） */
一部の記号

>10ボタンをくり
返し押して、濁
点・半濁点、一部
の記号を選ぶ。

スペース（空き） 10/0ボタンを押
す。
記号' –/，．
（ ）：！ ?

数字ボタン1をく
り返し押して、記
号を選ぶ。

記号＆＋＜＞＿ 数字ボタン1を押
＝"；＃＄％＠＊ してから、V/vを
｀
くり返し押して記
号を選ぶ。

*

5
6

手順1、2の後、文字を追加したいところま
でBまたはbをくり返し押してカーソルを動
かし、手順3へ進む。
ご注意
ディスク名に、「abc//def」のように「//」を文字
の間に入れると、グループ機能が使えなくなる場合
がありますのでご注意ください。

ちょっと一言
曲名は再生中でも付けられます。名前を付け終わる
まで再生がくり返されます。

付けた名前を確認する
ディスク名は停止中に、曲名は再生中に
DISPLAYをくり返し押すと、表示窓に名前
が表示されます。
グループ名を確認するときは、停止中にMD
グループボタンをくり返し押して「GROUP
ON」を表示させ、グループスキップボタン
をくり返し押して、名前を確認したいグルー
プを選び、DISPLAYをくり返し押します。

付けた名前を消す

濁点は「ウ」、
「カ/サ/タ/ハ行」、半濁点は
「ハ行」の文字の後にのみ入力できます。

手順3、4をくり返して、名前
を付ける

1
4

決定/YESを押す

編集を途中でやめる
MENU/NOを押す。

文字を消して変更する

3,4

2

手順3、4中に、Bまたはbをくり返し押して
変更したい文字を点滅させ、クリアボタンを
押して文字を消してから手順3、4をくり返
す。

64

本体のフタを開けてから操作してください。

1

2
3

停止中にMENU/NOを押す

新しいグループを
作る
（CREATE）
曲の入っていないグループを新しく作った
り、新しいグループを作って、録音済みの曲

Vまたはvをくり返し押して
「Nm Erase?」を表示させ、
決定/YESを押す

を登録したりすることができます。グループ
登録されていない、連続した曲のみで登録で
きます。
グループ機能について詳しくは、「グループ
機能について」
（61ページ）をご覧くださ

消したい名前によって以下の
ように操作する

MD ― 編集

4

グループ名を消すときは、停
止中にMDグループボタンを
くり返し押して「GROUP
ON」を表示させる

い。

ディスク名を消すときは
Vまたはvをくり返し押して「Nm Ers
Disc」を表示させ、決定/YESを押す。

2

曲名を消すときは
Vまたはvをくり返し押して名前を消し
たい曲の曲番を表示させ、決定/YESを
押す。

1
4,6

グループ名を消すときは
Vまたはvをくり返し押して「Nm Ers

3

Gp1」を表示させ、グループスキップ
ボタンをくり返し押して、名前を消し
たいグループ番号を選び、決定/YESを
押す。
「Complete!」が数秒間表示されて、付
けた名前が消えます。

本体のフタを開けてから操作してください。

1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2

MDグループボタンをくり返
し押して、「GROUP ON」を
表示させる

3

MENU/NOを押す

編集を途中でやめる
MENU/NOを押す。
ご注意
曲が登録されていないグループの名前は消すことが
できません。
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4
5

Vまたはvをくり返し押して、
「Gp Create?」を表示させ、
決定/YESを押す
「ディスク名や曲名、グルー
プ名を付ける」（62ページ）
の手順3〜6を行う

グループ登録を解
除する
（RELEASE）
登録を解除したいグループを指定するだけ
で、グループ登録を簡単に解除することがで
きます。また、すべてのグループの登録を一

6

Vまたはvをくり返し押して、
「Assign None」を表示さ
せ、決定/YESを押す

編集を途中でやめる
MENU/NOを押す。

度に解除することもできます。
グループ機能について詳しくは、
「グループ
機能について」
（61ページ）をご覧くださ
い。

1グループずつ解除する
指定したグループ登録を解除し、グループを

ご注意

消すことができます（曲そのものは消せませ

曲の登録をしないでグループを作るときは、必ずグ
ループ名が必要です。

ん）。

グループに曲を登録する

2
3

手順6でVまたはvをくり返し押し
て、登録したい最初の曲番を選
び、決定/YESを押す

1
5,6

1曲のみ登録するときは、もう一度決定/YES
を押します。
2曲以上を登録するときは、Vまたはvをくり

4

返し押して、登録したい最後の曲番を選び、
決定/YESを押します。
ご注意

本体のフタを開けてから操作してください。

• 1つの曲を複数のグループに登録することはでき
ません。
• 手順5でグループ名を入力しないと、グループ名
は「Group＊＊（グループ番号）」と表示されま
す。

1

ちょっと一言
グループ機能のない機器で録音した曲でもグループ
登録することができます。
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FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2

MDグループボタンをくり返
し押して、「GROUP ON」を
表示させる

3

グループスキップボタンをく
り返し押して、登録を解除し
たいグループを選ぶ

4

MENU/NOを押す

5

すべてのグループを一度に解
除する
MD内のすべてのグループ登録を一度に解除
し、グループを消すことができます（曲その
ものは消せません）。

1

3,4

「REL Gp＊＊（グループ番号）??」が

2

表示されます。

6

MD ― 編集

Vまたはvをくり返し押して、
「Gp Release?」を表示さ
せ、決定/YESを押す

決定/YESを押す
本体のフタを開けてから操作してください。

編集を途中でやめる
MENU/NOを押す。

1

停止中にMDグループボタン
をくり返し押して、
「GROUP
ON」を表示させる

2

MENU/NOを押す

3

Vまたはvをくり返し押して、
「Gp All REL?」を表示させ、
決定/YESを押す
「All REL??」が表示されます。

4

決定/YESを押す

編集を途中でやめる
MENU/NOを押す。
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曲を消す
（ERASE）
「Erase」は「消す」という意味です。
消したい曲番を選ぶだけで、録音した曲を簡
単に消せます。消したすぐ後ならUNDO機能
（75ページ）を使って元に戻せますが、他の

1
3-5

編集などをしてからでは元に戻せないので、
よく確認してから消してください。
消すには、次の3種類の方法があります。

2

• 1曲を消す（Track Erase）
• 全曲を消す（All Erase）
• 曲の一部分を消す（A‑B Erase）
ただし、SonicStage（99ページ）を使って

本体のフタを開けてから操作してください。

MDにチェックアウト（転送）した曲は保護

1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

1曲を消す（Track Erase）

2

MENU/NOを押す

1曲消すと、曲番は順にくり上がります。例

3

されているため、本機では消すことができま
せん。SonicStageを使ってチェックイン
（転送元のパソコンに「戻す」こと）すると、
曲を消すことができます。

えば、曲番2を消すと、元の曲番3が2にくり
上がります。
例）2曲目を消す

Vまたはvをくり返し押して
「Tr Erase?」を表示させ、
決定/YESを押す
表示されている曲の再生が始まります。

Ȭ
Ⴍ
ᪿҰ

Á

ÅÒÁÓÅऻ

Á

Â

Ã

Ã

Ä

Ä

このように曲番がくり上がっていきますの
で、2曲以上消すときは、途中の曲番が変わ
らないように、後ろの曲から消すことをおす
すめします。
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4

Vまたはvをくり返し押して、
消したい曲の曲番を表示させ
る

5

3

決定/YESを押す
「Complete!」が数秒間表示されて、手
順4で選んだ曲が消え、次の曲の再生が
始まります（最後の曲を消したときは、

「All Erase??」が表示されます。

消した前の曲の再生が始まります）
。

4

編集を途中でやめる
MENU/NOを押す。

Vまたはvをくり返し押して
「All Erase?」を表示させ、
決定/YESを押す

決定/YESを押す

編集を途中でやめる

ご注意

MENU/NOを押す。

グループ内の全曲を消すと、グループ内のすべての
曲と同時に、グループも消えます。

ご注意

一度に、MDの全曲と全曲名、ディスク名、
グループ名（MDに記録しているすべての内
容）を消せます。

グループ機能が働いているときに上の操作を行う
と、グループ内の曲だけでなくMDのすべての曲が
消えますのでご注意ください。

曲の一部分を消す（A‑B
Erase）

MD ― 編集

全曲を消す（All Erase）

1曲中の消したい範囲を指定して、簡単にそ
の部分を消すことができます。フレーム＊、
秒、分単位で消す位置をずらすことができま
す。衛星放送やFM放送などを録音したMD
の不要な部分を消すのに便利です。

* 1フレームは1/86秒です。
例）B曲の一部を消すとき

1
3,4

Áཟ

2
Ⴍ

1

2
Á

ᪿҰ
1

本体のフタを開けてから操作してください。

1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2

MENU/NOを押す

ÁÂ
ÅÒÁÓÅऻ

Âཟ
3

ÂɁɬ ÂɁɮ ÂɁɰ

2
Á

3
ÂɁɬ«ɰ

Ã
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6

A点を正しく再生していたら、
決定/YESを押す
「Point B set」が表示され、B点を設定
するための再生が始まります。
A点を正しく再生していないときは
くり返し再生される音を聞きながら、V
またはvを押して、消したい部分の始点

1
3-8

（A点）を調節し、決定/YESを押す。

2

1/86秒（1f） *ずつ位置がずらせます。

* モノラルまたはLP2ステレオ録音した曲は
2fずつ、LP4ステレオ録音した曲は4fずつ
位置がずらせます。

本体のフタを開けてから操作してください。

1
2
3

7

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

再生を続けて、消したい部分
の終点（B点）まできたら決
定/YESを押す
「A‑B Ers」と「Point B ok?」が交互
に表示され、A‑B間を消したつなぎ目
の部分（A点までの数秒間とB点からの
数秒間）をくり返し再生します。

MENU/NOを押す
Vまたはvをくり返し押して
「A‑B Erase?」を表示させ、
決定/YESを押す
再生が始まります。

8

B点を正しく再生していたら、
決定/YESを押す
「Complete!」が数秒間表示されて、A
点からB点の間が消え、曲の先頭から再
生が始まります。
B点を正しく再生していないときは

4
5

Vまたはvをくり返し押して、
一部を消したい曲番を選ぶ

またはvを押して、消したい部分の終点
（B点）を調節し、決定/YESを押す。
1/86秒（1f） *ずつ位置がずらせます。

音を聞きながら、消したい部
分の始点（A点）で決定/YES
を押す
「―Rehearsal―」と「Point A ok?」
が交互に表示され、A点までの数秒間
をくり返し再生します。
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くり返し再生される音を聞きながら、V

* モノラルまたはLP2ステレオ録音した曲は
2fずつ、LP4ステレオ録音した曲は4fずつ
位置がずらせます。

編集を途中でやめる
MENU/NOを押す。

ちょっと一言
手順6または手順8で、秒、分単位で調節するには、
Bまたはbをくり返し押して、分、秒、フレームの
いずれかの位置を点滅させて、Vまたはvを押しま
す。
秒

曲順を変える
（MOVE）
「Move」は、「動かす」という意味です。
曲を好きな位置に移動させて、曲順を変えら
れます。曲順を変えると、曲番も頭から順に
付け直されます。
例）3曲目を2曲目に移動する

分

フレーム

Ⴍ
Á

ÍÏÖÅऻ

Á

Â

Ã

Ã

Ä

Â

1
3-6

Ä

MD ― 編集

ᪿҰ

2

本体のフタを開けてから操作してください。

1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2

MENU/NOを押す

次のページへつづく
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3

Vまたはvをくり返し押して
「Move?」を表示させ、決定
/YESを押す
再生が始まります。

4

Vまたはvをくり返し押して移
動したい曲番を表示させ、決
定/YESを押す

曲をつなぐ
（COMBINE）
「Combine」は、「つなぐ」という意味です。
2曲をつないで1曲にします。曲番は、頭か
ら順に付け直されます。
例）1曲目に3曲目をつなぐ
Ⴍ

5

ᪿҰ

Vまたはvをくり返し押して移
動先の曲番を表示させる
移動先の曲番

ÃÏÍÂÉÎÅऻ

Á

Á

Â

Ã

Ã

Â

Ä

Ä

例）4曲目に1曲目をつなぐ
Ⴍ
ᪿҰ

移動させたい曲番

6

Á

ÃÏÍÂÉÎÅऻ Â

Â

Ã

Ã

Ä

Ä

Á

決定/YESを押す
「Complete!」が数秒間表示され、移動
した曲が再生されます。

編集を途中でやめる
MENU/NOを押す。
ご注意

1
3-6

移動先の曲番がグループに属する場合、移動先のグ
ループに登録され直します。また、グループ登録さ
れた曲の移動先の曲番がグループ登録されていな
かった場合、移動した曲のグループ登録は解除され
ます。ただし、グループ機能が働いているときは、
グループ内でしか曲の移動はできません。

2

本体のフタを開けてから操作してください。

1
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FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2
3

ご注意

MENU/NOを押す
Vまたはvをくり返し押して
「Combine?」を表示させ、
決定/YESを押す
再生が始まります。

4

Vまたはvをくり返し押して先
につなぎたい曲の曲番を表示
させ、決定/YESを押す

• 別々のグループに登録された2つの曲をつなぐ
と、後ろの曲は前の曲が属するグループに登録さ
れ直します。また、グループ登録された曲とされ
ていない曲をつなぐと、後ろの曲は前の曲の属性
と同じになります。ただし、グループ機能が働い
ているときは、グループ内でしか曲をつなぐこと
はできません。
• 録音モード（ステレオ、LP2ステレオ、LP4ステ
レオ、モノラル）が同じ曲としかつなぐことがで
きません。
• つないだ2曲の両方に曲名が付いているときは、
後ろの曲名が消えます。

例）曲番4に1をつなぐときは、4を選

MD ― 編集

びます。

先につなぎたい曲の曲番

5

Vまたはvをくり返し押して後
につなぎたい曲の曲番を表示
させる
つないだ後の曲番

後につなぎたい曲の曲番

6

決定/YESを押す
「Complete!」が数秒間表示されて、つ
ながった曲の再生が始まります。

編集を途中でやめる
MENU/NOを押す。
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3

曲を分ける
（DIVIDE）

再生が始まります。

「Divide」は「分ける」という意味です。
録音した後で曲番を付けるときに使います。
また、テープやラジオから録音し、曲番が自

4

動的に付かず、頭出しをしたいときにも使い
ます。分けた曲以降の曲番は、頭から順に付
け直されます。

5

例）2曲目を2つに分ける
Ⴍ
ᪿҰ

Á

Â

Ã

ÄÉÖÉÄÅऻ

Á

Â

Ã

Ä

Vまたはvをくり返し押して分
けたい曲番を表示させる
音を聞きながら、分けたい位
置で決定/YESを押す
「―Rehearsal―」が表示され、分け
る部分がくり返し再生されます。

Ä

ÂȻÃȾґȤɞ

Vまたはvをくり返し押して
「Divide?」を表示させ、決定
/YESを押す

6

分けるところを正しく再生し
ていたら、決定/YESを押す
「Complete!」と数秒間表示されて、分
かれて新しくできた曲の再生が始まり
ます。
分けるところを正しく再生していない
ときは
くり返し再生される音を聞きながら、V
またはvを押して、曲を分ける位置を調
節し、決定/YESを押す。

1
3-6

1/86秒（1f） *ずつ位置がずらせます。

2

* モノラルまたはLP2ステレオ録音した曲は
2fずつ、LP4ステレオ録音した曲は4fずつ
位置がずらせます。

編集を途中でやめる
本体のフタを開けてから操作してください。
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1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2

MENU/NOを押す

MENU/NOを押す。

ご注意
曲名を付けた（62ページ）曲をDivideして2つの曲
に分けると、前の方の曲にのみ、その曲名が付きま
す。
例）

ջÁ ջÂ

ջÃ

ひとつ前の編集操
作を取り消す
（UNDO）
最後に行った編集操作を取り消し、その前の

ջÁ

ջÂ

ջÃ
後にはつかない

MDの内容に戻します。
ただし、編集後に次のいずれかの操作をする
と取り消せません。
• 他の編集作業をする。

ちょっと一言

• 録音の操作をする。
• Net MD機能をオンにする。
• 電源を切ったり、MDを取り出したりし
て、編集した内容を記録する。

秒

• 電源プラグをコンセントから抜く。

分

MD ― 編集

手順6で、秒、分単位で調節するには、Bまたはbを
くり返し押して、分、秒、フレームのいずれかの位
置を点滅させて、Vまたはvを押します。

フレーム

2-4

1

本体のフタを開けてから操作してください。

1
2

停止中にMENU/NOを押す
Vまたはvをくり返し押して
「Undo?」を表示させる
取り消せる編集操作がないときは、
「Undo?」は表示されません。

次のページへつづく
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3

決定/YESを押す
最後に行った編集操作に応じて、次の
メッセージが表示されます。
編集操作

メッセージ

録音後に録音レベ
ルを変更する
（S.F EDIT）

名前を付ける
付けた名前を消 「Name Undo?」
す

録音済みの曲の音声レベルを変更することが

新しいグループ
を作る

できます。もとの曲は新しい録音レベルで上

1グループずつ
「Group Undo?」
解除する

ドアウトを使うと、曲の頭が次第に大きく再

全曲を1度に解
除する

される曲を作ることができます。

曲の一部分を消
す
1曲を消す

書きされます。また、フェードイン・フェー
生される曲や、曲の最後が次第に小さく再生

2

「Erase Undo?」

全曲を消す

4

曲順を変える

「Move Undo?」

1つの曲を2つ
に分ける

「Divide Undo?」

2つの曲を1つ
にする

「Combine Undo?」

1
4-9

3

決定/YESを押す

編集を途中でやめる
MENU/NOを押す。

本体のフタを開けてから操作してください。

1曲全体の録音レベルを変更
する
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1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2

再生モードボタンをくり返し
押して、「SHUF」や
「PGM」を消す

3
4
5

MENU/NOを押す

決定/YESを押す
曲の書き換えが始まります。
書き換え中は、「S.F Edit：＊＊%」が

Vまたはvをくり返し押して
「S.F Edit?」を表示させ、決
定/YESを押す

表示されます。
曲の書き換えには、その曲の再生時間
とほぼ同じかそれ以上の時間がかかり
ます。書き換えが終わると、

Vまたはvをくり返し押して
「Tr Level?」を表示させ、決
定/YESを押す
再生が始まります。

Vまたはvをくり返し押して録
音レベルを変更したい曲の曲
番を表示させ、決定/YESを
押す

「Complete!」が表示されます。

フェードイン・フェードアウ
トする曲を作る

1

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをMDに
切り換える

2

再生モードボタンをくり返し
押して、「SHUF」や
「PGM」を消す

MD ― 編集

6

9

「Level 0dB」が表示されます。

7

再生される音を聞きながら、
Vまたはvをくり返し押して、
録音レベルを変更する
−12dBから＋12dBの範囲内（2dB単
位）で変更できます。一番大きい音の
とき、表示窓に「OVER」が点灯しな
いようにします。

3
4

「OVER」が点灯しないように調節する

5

8

決定/YESを押す

MENU/NOを押す
Vまたはvをくり返し押して
「S.F Edit?」を表示させ、決
定/YESを押す
Vまたはvをくり返し押して
「Fade In?」または「Fade
Out?」を表示させ、決定/
YESを押す
再生が始まります。

「S.F Edit OK?」が表示されます。

次のページへつづく
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6

Vまたはvをくり返し押して
フェードインまたはフェード
アウトさせたい曲の曲番を表
示させ、決定/YESを押す
「Time5.0s」が表示されます。

7

再生される音を聞きながら、
Vまたはvをくり返し押して、
フェードインまたはフェード
アウトする時間を調節する
フェードインまたはフェードアウトさ
れる部分がくり返し再生されます。
1秒から15秒の間（0.1秒単位）で調節
できます。その曲の再生時間を超えた
設定はできません。

8

決定/YESを押す
「S.F Edit OK?」が表示されます。

9

決定/YESを押す
曲の書き換えが始まります。
書き換え中は、「SF Edit：＊＊%」が
表示されます。書き換えが終わると、
「Complete!」が表示されます。

途中でやめる
手順4〜8の途中でMENU/NOを押す。手順9
で決定/YESを押して書き換えが始まると、
操作を途中でやめることはできません。
ご注意
• MDLP録音した曲の録音レベルを変更することは
できません。
• 録音レベルを何度も変更すると音質が劣化しま
す。
• 録音レベルを変更した曲を再び元のレベルに戻し
ても、完全に元の録音レベルには戻りません。
• タイマーが働いているときは、録音レベルを変更
できません。
• 録音レベルを変更した曲は、UNDO機能を使っ
て元の状態に戻すことはできません。
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3

ラジオ

ラジオ局を記憶さ
せる

チューニング＋または−を押
す
周波数表示が変わっていき、ラジオ局
を受信すると自動的に止まり、
「TUNED」と「STEREO」（FMステレ
オ放送のときのみ）が表示されます。

FM放送を20局、AM放送を10局まで記憶

「TUNED」が出ずに止まらないときは

（プリセット）させることができます。聞く

「手動受信してプリセットする」（80

ときは、プリセット番号を選ぶだけで選局で

ページ）の手順2、3を行い、聞きたい

きます。

ラジオ局の周波数に合わせます。

4

2

5

5-7

Vまたはvをくり返し押して
「Memory?」を表示させ、
決定/YESを押す

ラジオ

1

MENU/NOを押す

プリセット番号（記憶させる番号）が

3
4

点滅します。点滅している間に手順6、
7を行ってください。

本体のフタを開けてから操作してください。
プリセット番号

自動受信してプリセットする
地域で受信できるラジオ局を自動的に選び、

6

記憶させることができます。

1
2

TUNER/BANDをくり返し
押して、「AM」か「FM」を
選ぶ
チューニングモードボタンを
くり返し押して、「AUTO」
を表示させる

Vまたはvをくり返し押して、
記憶させたい番号（プリセッ
ト番号）を選ぶ
FMは1〜20、AMは1〜10から選びま
す。

7

決定/YESを押す

8

手順1〜7をくり返し、ラジオ
局を記憶させていく

次のページへつづく
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ちょっと一言
• 自動受信を途中でやめたいときは、チューニング
モードボタンを押します。
• フタを閉じたまま操作すると、「OPEN」が点滅
します。フタを開けて表示内容を確認してから操
作してください。

8

手順1〜7をくり返し、ラジオ
局を記憶させていく

その他の操作

手動受信してプリセットする
周波数をあわせて、好きなラジオ局を記憶さ
せることができます。

1

TUNER/BANDをくり返し
押して、「AM」か「FM」を
選ぶ

2

チューニングモードボタンを
くり返し押して、「AUTO」
や「PRESET」を消す

3

チューニング＋または−を押
して、受信したいラジオ局の
周波数に合わせる

4

MENU/NOを押す

5

Vまたはvをくり返し押して
「Memory?」を表示させ、
決定/YESを押す
プリセット番号（記憶させる番号）が
点滅します。点滅している間に手順6、
7を行ってください。

6

Vまたはvをくり返し押して、
記憶させたい番号（プリセッ
ト番号）を選ぶ
FMは1〜20、AMは1〜10から選びま
す。

7
80

決定/YESを押す

こんなときは

操作

電波の弱いラジオ局 「手動受信してプリ
を受信する
セットする」の手順
で受信する。
プリセットした番号 手順1からやり直す。
に別のラジオ局を記 手順5の後でVまたは
憶させる
vをくり返し押して、
別のラジオ局を記憶
させたいプリセット
番号を選びます。
ちょっと一言
• 停電になったり電源コードを抜いても、記憶させ
たラジオ局は約1日保持されます。
• 記憶させたラジオ局に名前を付けることができま
す（82ページ）。
• 受信状態が悪いときは、以下の操作を行ってくだ
さい。
1 ファンクションをDVDに切り換えて、?/1（電
源）を押し、電源を切る。
2 本体のSA‑CD/DVDスティックをx方向に長押
ししながら、本体の?/1（電源）を押す。
（
「DVD POWER OFF」と表示されます。）
また、アンテナを窓の近くや外に置くなど、向き
や置き場所、はる位置を変えてみてください。
それでも受信状態が悪いときは、市販の外部アン
テナの使用をおすすめします（104ページ）。
• 「OPEN」が点滅しているときに本体のフタを開
けると、すべての表示内容を確認できます。
• フタを閉めて操作するときは、「手動受信してプ
リセットする」の手順2では「Manual」を表示
させます。

プリセット番号を選ぶ

ラジオを聞く

数字ボタンを使って、聞きたいラジオ局のプ
リセット番号を選ぶこともできます。

好きなラジオ局をあらかじめ本機に記憶させ
て聞くことができます（プリセット受信）
。
また、周波数を合わせて記憶させていないラ
ジオ局を聞くこともできます（マニュアル受
信）。

10以降を選ぶには、>10を押してからプリ
セット番号を押します。0を選ぶには、10/0
を押します。
ちょっと一言
手順1の後でプリセット＋/−を使って、プリセッ
ト番号を選ぶこともできます。

2

周波数を合わせてラジオを聞
く（マニュアル受信）

ୣޏʦʉʽ

TUNER/BANDをくり返し押
して、
「AM」か「FM」を選ぶ

2

チューニングモードボタンを
くり返し押して、「AUTO」
や「PRESET」を消す

3

チューニング＋または−をく
り返し押して、聞きたいラジ
オ局の周波数に合わせる

3

記憶させたラジオ局を聞く
（プリセット受信）

ラジオ

1

1

あらかじめ本機にラジオ局を記憶させておき
ます（79ページ）。

1

TUNER/BANDをくり返し押
して、
「AM」か「FM」を選ぶ

2

チューニングモードボタンを
くり返し押して、「PRESET」
を表示させる

3

チューニング＋または−をく
り返し押して、聞きたいラジ
オ局のプリセット番号を選ぶ

次のページへつづく
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ちょっと一言
• 受信状態が悪いときは、以下の操作を行ってくだ
さい。
1 ファンクションをDVDに切り換えて、?/1（電
源）を押し、電源を切る。
2 本体のSA‑CD/DVDスティックをx方向に長押
ししながら、本体の?/1（電源）を押す。
（
「DVD POWER OFF」と表示されます。）
また、アンテナを窓の近くや外に置くなど、向き
や置き場所、はる位置を変えてみてください。
それでも受信状態が悪いときは、市販の外部アン
テナの使用をおすすめします（104ページ）。
• FMステレオ放送受信中、雑音が多いときはFM
モードボタンをくり返し押して「MONO」を表
示させます。モノラル受信になりますが、雑音が
少なくなります。
• 「周波数を合わせてラジオを聞く」の手順2で
「AUTO」を表示させ、チューニング＋または−
を押すと、周波数表示が変わっていき、ラジオ局
を受信すると自動的に止まります（自動受信）。
• ラジオを録音したいときは「好きなところから録
音する」（52ページ）をご覧ください。
• フタを閉めて操作するときは、「周波数を合わせ
てラジオを聞く（マニュアル受信）」の手順2で
は「Manual」を表示させます。
• 本体のTUNERスティックを使って＋または−を
選んでも、チューニング＋/−と同じ操作ができ
ます。

記憶させたラジオ
局に名前を付ける
最大12文字まで名前を付けられます。名前
はプリセット受信したときに表示されます。

2
ɹʴɬ
ÍÅÎÕ¯ÎÏ
B

b

ขް¯ÙÅÓ

本体のフタを開けてから操作してください。

1

名前を付けたいラジオ局をプ
リセット受信する（「ラジオ
を聞く」（81ページ））

2

NAME EDIT/SELECTを押
す
文字入力画面になり、カーソルが点滅
します。

カーソル
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3

「ディスク名や曲名、グルー
プ名を付ける」（62ページ）
の手順3〜6の操作を行う

途中でやめる
MENU/NOを押す。

付けた名前を消す

1

名前を消したいラジオ局をプリセット受
信する。

2
3

NAME EDIT/SELECTを押す。
クリアボタンをくり返し押して名前を消
す。

4

決定/YESを押す。

ラジオ

文字を消して変更する
「ディスク名や曲名、グループ名を付ける」
（62ページ）の手順3、4中に、Bまたはbを
くり返し押して変更したい文字を点滅させ、
クリアボタンを押して文字を消してから手順
3、4をくり返す。

文字を追加する
「ディスク名や曲名、グループ名を付ける」
（62ページ）の手順1、2の後、文字を追加し
たいところまでBまたはbをくり返し押して
カーソルを動かし、手順3へ進む。
ちょっと一言
フタを閉じたまま操作すると、「OPEN」が点滅し
ます。フタを開けて表示内容を確認してから操作し
てください。
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低音または高音を調節する
音の調整

好みの音にする

1

低音や高音を調節したり、迫力のある音にで
きます。

BASS/TREBLEをくり返し
押して、「BASS（低音）」ま
たは「TREBLE（高音）」を
選ぶ
押すたびに次のように変わります。
BASSyTREBLE

ÄÂÆÂ

1
2

2

「BASS」または「TREBLE」
が表示されている間に、.
または>をくり返し押して、
好みのレベルを選ぶ

ちょっと一言
フタを閉めて操作するときは、手順1で「Bas」ま
たは「Tre」を選びます。

低音を強調する
DBFB＊を押す
「DBFB」が表示されます。
もう一度押すと、元に戻ります。
お買い上げ時はDBFBがONに設定されてい
ます。
ダイナミック

バス

フィードバック

* DBFBはDynamic Bass Feedbackの略です。
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･ バーチャルサラウンド

サウンド効果を楽
しむ

マルチチャンネル信号を音像処理することに
より、フロントスピーカーのみでも仮想サラ
ウンドが楽しめます。

ファンクションがDVDのときには、ご自分

夜遅くに、音量を下げて映画を見るときで

の状況に応じて簡単に2種類のサウンド効果

も、劇場のような音響効果や台詞を明瞭に聞

を楽しめます。

き取れるようにします。

･ ナイトモード

ご注意

ÓÏÕÎÄ
ÆÉÅÌÄ

• 録音中にSOUND FIELDを押しても、サウンド効
果は変えられません。
• ディスクによってはサウンド効果が分かりにくい
場合があります。

SOUND FIELDをくり返し押す
押すたびに表示が次のように変わります。

音の調整

t VIRTUAL
r
NIGHT
r
NIGHT/VIRTUAL
r
S FIELD OFF（サウンドフィールド解
除）
表示窓の表示

サウンド効果

VIRTUAL

バーチャルサラウン
ド

NIGHT

ナイトモード

NIGHT/VIRTUAL

ナイトモードとバー
チャルサラウンド

S FIELD OFF

なし
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ご注意

タイマー

音楽を聞きながら
眠る
（スリープタイマー）
指定した時間がたつと、自動的に電源が切れ
ます。時間は10分単位で設定できます。

ʃʴ˂ʡ

スリープボタンを押す
押すたびに時間が次のように変わり、しばら
くすると元の表示に戻ります。表示された時
間がたつと、電源が切れます。
ÓÌÅÅÐ ÏÆÆᴥʃʴ˂ʡᜓᴦt ÁÕÔÏ*±
±°íéî T Ƃ T ¸°íéî T ¹°íéî

こんなときは

操作

残り時間を確認
する*2

スリープボタンを1
回押す。

途中で時間を変える スリープボタンをく
り返し押して、時間
を選び直す。
スリープタイマーを スリープボタンをく
解除する
り返し押して、
「SLEEP OFF」を表
示させる。

*1240分たつと電源が切れます。また、再生中の
ディスク、MDが終了すると、自動的に電源が切
れます。
*2AUTOに設定しているときは確認できません。
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• MDにシンクロ録音するときは「AUTO」に設定
しないでください。
• スリープタイマーを使って、テレビの電源を切る
ことはできません。
• S.F EDITの動作中は、指定した時間がたっても自
動的に電源が切れません。S.F EDITの動作が終了
してから電源が切れます。
• Net MD機能が働いているときは、スリープタイ
マーを使うことができません。

ちょっと一言
スリープタイマーは、時計合わせをしていなくても
使用できます。

目覚ましとして使う

4

（再生タイマー）
指定した日時に自動的に電源が入り、切れる
ように設定できます。操作の前に、時計を合

5

わせておきます（12ページ）
。
ᤣ

3
13

Vまたはvをくり返し押して
「PLAY SET?」を選び、決定
/YESを押す
Vまたはvをくり返し押して
「PLAY ONCE?」、
「PLAY
DAILY?」、
「PLAY
WEEKLY?」のいずれかを選
ぶ
「PLAY ONCE?」を選ぶと、タイマー
は1度だけ働きます。
「PLAY DAILY?」を選ぶと、タイマー
は毎日設定時刻に働きます。
「PLAY WEEKLY?」を選ぶと、タイ
マーは毎週、設定した曜日の設定時刻
に働きます。

2

6

決定/YESを押す
「PLAY ONCE?」または「PLAY
WEEKLY?」を選んだときは、「曜日」
が点滅します。

本体のフタを開けてから操作してください。

タイマー

4-9,
11,12

「PLAY DAILY?」を選んだときは、
「時」が点滅します。

1

CDなどの音源を準備する
• DVDやCD：ディスクを入れる。好

7

きな曲から再生したいときはプログ

手順5で「PLAY DAILY?」を選んだと

ラムする（21ページ）。

きは、手順9へ進みます。

• MD：MDを入れる。好きな曲から再
生したいときはプログラムする（43
ページ）
。

Vまたはvをくり返し押して
「曜日」を選ぶ

8

• ラジオ：プリセット受信する（81

決定/YESを押す
「時」が点滅します。

ページ）
。

2

VOLUME ＋または−を押し
て音量を調節する

9

開始時刻を合わせる
Vまたはvをくり返し押して「時」を合
わせ、決定/YESを押す。「分」が点滅
します。

3

時計/タイマーの設定ボタン
を押す

Vまたはvをくり返し押して「分」を合
わせ、決定/YESを押す。
再び「曜日」または「時」が点滅しま
す。
次のページへつづく
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10 終了時刻を合わせる
手順7〜9と同じ操作をして（「曜日」
）
「時」「分」を合わせます。

11 Vまたはvをくり返し押して、
音源を選ぶ
押すたびに、次のように変わります。
t ÔÕÎÅÒ y ÄÖÄ ÐÌÁÙ T
t ÍÄ ÐÌÁÙ T

12 決定/YESを押す
タイマーの設定が表示されて、元の表
示に戻ります。

13 電源を切る
設定を変更する
手順1からやり直す。

設定を確認する/タイマーを働かせる

1
2

時計/タイマーの選択ボタンを押す。

3

Vまたはvを押して、「PLAY ON?」を表

Vまたはvを押して、「TIMER SELECT?」
を表示させ、決定/YESを押す。
示させ、決定/YESを押す。

タイマーを解除する

1
2

時計/タイマーの選択ボタンを押す。
Vまたはvを押して、「TIMER OFF?」を
表示させ、決定/YESを押す。

途中でやめる
MENU/NOを押す。
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ご注意
• 録音タイマーと同時に使用した場合は、録音タイ
マーの設定が優先されます。
• スリープタイマーを同時に使用した場合は、ス
リープタイマーの設定が優先されます。
• 電源は開始時刻の約30秒前に自動的に入ります。
電源が入ってから開始時刻になるまでは、何も操
作しないでください。タイマーが正しく働かなく
なることがあります。
• 開始時刻の約30秒前にすでに電源が入っている
と再生タイマーは働きません。
• デジタルオプチカル入力端子およびテープ入力端
子につないだ機器は再生タイマーの音源としては
使用できません。

ちょっと一言
フタを閉じたまま操作すると、「OPEN」が点滅し
ます。フタを開けて表示内容を確認してから操作し
てください。

タイマーを使って
録音する

4

（録音タイマー）
本機のラジオからタイマー録音ができます。

5

あらかじめラジオ局を記憶させ（79ペー
ジ）、時計を合わせておきます（12ページ）
。
ᤣ

2
13

Vまたはvをくり返し押して
「REC 1」から「REC 3」の
いずれかを選び、決定/YES
を押す
Vまたはvをくり返し押して
「ONCE?」、「DAILY?」、
「WEEKLY?」のいずれかを
選ぶ
「ONCE?」を選ぶと、タイマーは1度だ
け働きます。
「DAILY?」を選ぶと、タイマーは毎日
設定時刻に働きます。
「WEEKLY?」を選ぶと、タイマーは毎
週、設定した曜日の設定時刻に働きま
す。

6

決定/YESを押す
「ONCE?」または「WEEKLY?」を選
んだときは、
「曜日」が点滅します。
「DAILY?」を選んだときは、「時」が点

タイマー

3-9,
11

滅します。
本体のフタを開けてから操作してください。

1

録音したいラジオ局をプリ
セット受信する（81ページ）

2

時計/タイマーの設定ボタン
を押す

3

Vまたはvをくり返し押して
「REC SET?」を選び、決定/
YESを押す

7

Vまたはvをくり返し押して
「曜日」を選ぶ
手順5で「DAILY?」を選んだときは、
手順9へ進みます。

8

決定/YESを押す
「時」が点滅します。

9

開始時刻を合わせる
Vまたはvをくり返し押して「時」を合
わせ、決定/YESを押す。「分」が点滅
します。
Vまたはvをくり返し押して「分」を合
わせ、決定/YESを押す。
再び「曜日」または「時」が点滅しま
す。
次のページへつづく
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10 終了時刻を合わせる
手順7〜9と同じ操作をして（「曜日」
）
「時」「分」を合わせます。

11 Vまたはvをくり返し押して録
音モード（LP2/LP4など）
を選び、決定/YESを押す
タイマーの設定が表示されて、元の表
示に戻ります。

12 録音用のMDを入れる
13 電源を切る
設定を変更する
手順1からやり直す。

タイマーを働かせる/解除する

1

時計/タイマーの選択ボタンを押し、Vま
たはvを押して「TIMER SELECT?」を
表示させ、決定/YESを押す。

2

Bまたはbを押してタイマーの番号
（REC1〜3）を選んでから、Vまたはvで
タイマーの番号（セット）
、
「−」
（解除）
を選び、決定/YESを押す。
タイマーが設定されていないときは、
「・」が表示されます。

設定を確認する
「タイマーを働かせる／解除する」の手順2
で、確認したいタイマーの番号（REC1〜3）
を表示させ、決定/YESを押す。
最後に設定した内容が表示されます。

途中でやめる
MENU/NOを押す。
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ご注意
• スリープタイマーを同時に使用したときは、ス
リープタイマーの設定が優先されます。
• 電源は開始時刻の約30秒前に自動的に入ります。
電源が入ってから開始時刻になるまでは、何も操
作しないでください。タイマーが正しく働かなく
なることがあります。
• 開始時刻の約30秒前にすでに電源が入っている
と、録音タイマーが働かず録音されません。
• 録音中、ボリュームは最小になります。
• MDに録音するときに、グループ機能を働かせて
タイマー録音を設定した場合、グループを指定し
ていなければ、新しいグループを作って録音しま
す。

ちょっと一言
• ラジオから録音したときはラジオ局名（82ペー
ジ、局名を付けていないときは周波数）が、開始
時刻、終了時刻と一緒にMDに記録されます。
• フタを閉じたまま操作すると、「OPEN」が点滅
します。フタを開けて表示内容を確認してから操
作してください。

表示

表示窓の表示を消す
（節電モード）
表示窓の時計表示を消して、電源を切った状
態での消費電力を最低限におさえることがで

表示窓を使って残り
時間や名前を見る
再生中のトラック（曲）やディスク全体の経
過時間と残り時間を見ることができます。
また、TEXT情報が付いているディスクの場
合、タイトル名などを見ることができます。

きます（節電モード）
。
ÄÉÓÐÌÁÙ
ÄÉÓÐÌÁÙ

本体のフタを閉じたときの表
示

電源を切った状態でDISPLAYを
くり返し押して、時計表示を消す

ファンクション名（DVDファンクション時

節電モードに切り換わります。

はディスクの種類）が表示されます。

節電モードを解除する
電源を切った状態で、DISPLAYをくり返し
押す。押すたびに表示窓が次のように切り換

* 一定時間表示した後にファンクション名に戻りま
す。

わります。

ご注意

時間表示 y 非表示（節電モード）

• フタを閉じて操作中に表示された内容を確認する
ときは、フタを開けてください。本体のフタを開
けると、すべての表示内容を確認できます。
• フタを閉じて操作中に「OPEN」が点滅（11
ページ）した場合は、フタを開けて内容を確認
し、操作を続けてください。

ちょっと一言
節電モード時も、タイマーは働きます。

表示

DISPLAYを押すと、時計表示*に切り換わり
ます。

次のページへつづく
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ディスクの残り時間や名前を
見る

ビデオCD（PBC再生中以外）/スー
パーオーディオCD/CD再生中
t 再生中のトラックの番号と経過時間*4
r

再生中に、本体のフタを開けて
DISPLAYを押す
押すたびに次のように変わります。

ディスク全体の経過時間*5
r

DVD再生中

ディスク全体の残り時間*5
r

t 再生中のタイトルの番号とタイトル経過
時間
r

トラック名*2
r

再生中のタイトルの番号とタイトル残り

時計*3
r

時間*1
r

BASSレベル*3
r

再生中のチャプターの番号とチャプター

TREBLEレベル*3

経過時間*1
r
再生中のチャプターの番号とチャプター
残り時間*1
r
タイトル名*2
r
時計*3
r
BASSレベル*3
r
TREBLEレベル*3
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再生中のトラックの番号と残り時間*4
r

*1 再生しているディスクや再生モードによっては、

MP3再生中
t 再生中のトラック番号と経過時間
r
再生中のトラック番号と残り時間
r
トラック（ファイル）名*
r

2

表示されないことがあります。

*2 文字情報がない場合はスキップします。
*3 一定時間表示した後に先頭の項目に戻ります。
*4 ビデオCDのPBC再生中は、シーンの経過時間だ
けが表示されます。

*5 シャッフル再生やプログラム再生中は表示され
ません。

*6 文字情報のスクロールが終わると、先頭の項目
に戻ります。

アルバム（フォルダ）名*2、6
r

MD再生中

時計*3
r

t 再生中の曲番と経過時間
r

BASSレベル*3
r

再生中の曲番と残り時間
r

TREBLEレベル*3

MD全体の残り時間*1
r

ご注意

曲名*2
r
時計*3
r
BASSレベル*3
r
TREBLEレベル*3

*1 グループ機能が働いているときは、グループ内
の全曲の残り時間が表示されます。

JPEG再生中
t ファイル番号
r

*2 曲名が付いていないときは、表示されません。
*3 一定時間表示した後に先頭の項目に戻ります。

表示

• ID3タグはバージョン1にのみ対応しています。
• 再生中のMP3ファイルにID3タグが記録されてい
る場合は、トラック（ファイル）名の代わりに
ID3タグ情報が表示されます。
• ID3タグの文字コードはASCIIおよびISO9660に
準拠しています。Jolietフォーマットのディスク
はASCIIでのみ表示されます。上記に対応してい
ない文字は正しく表示されません。
• MP3のビットレートがVBR（Variable Bit
Rate）の場合には、MP3の経過時間と残り時間
が正確に表示されないことがあります。

ファイル名*2
r
アルバム（フォルダ）名*2、6
r
時計*3
r
BASSレベル*3
r
TREBLEレベル*3

次のページへつづく
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ディスクの総再生時間を見る
停止中に、本体のフタを開けて
DISPLAYを押す
押すたびに次のように変わります。

いるとき、またはアルバム ＋などを押してアル
バムを選択しているときは、選択アルバム内の
曲数（MP3の場合）またはファイル数（JPEGの
場合）が表示されます。
*2「ALBM」または「ALBM SHUF」が表示されて
いるとき、またはアルバム ＋などを押してアル
バムを選択しているときは、アルバム（フォル
ダ）名が表示されます。
*3一定時間表示した後に先頭の項目に戻ります。

DVD停止中

MD停止中

t 総タイトル数
r

t 総曲数と総再生時間*1
r

ディスク名*1
r

MDの残り時間（録音用MDのときのみ）
r

時計*2
r

ディスク名*2
r

BASSレベル*2
r

時計*3
r

TREBLEレベル*2

BASSレベル*3
r

ビデオCD/CD/スーパーオーディオ
CD停止中
t 総曲数と総再生時間
r
ディスク名*1
r
時計*2
r
BASSレベル*2
r
TREBLEレベル*2

*1文字情報がない場合はスキップします。
*2一定時間表示した後に先頭の項目に戻ります。
MP3/JPEG停止中
t 総アルバム（フォルダ）数*1
r
ディスク名*2
r
時計*3
r
BASSレベル*3
r
TREBLEレベル*3
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*1「ALBM」または「ALBM SHUF」が表示されて

TREBLEレベル*3

*1 グループ機能が働いているときは、総グループ
数（グループ未選択時）またはグループ内の総
曲数および総再生時間（グループ選択時）が表
示されます。MDの合計再生時間が1,000分を超
えたときは、「−−−.−−」と表示されます。
*2 ディスク名が付いていないときは、表示されま
せん。グループ選択時はグループ名が表示され
ます。
*3一定時間表示した後に先頭の項目に戻ります。

ラジオ局名を見る（ラジオ）
受信中に、本体のフタを開けて
DISPLAYを押す
押すたびに次のように変わります。

t ラジオ局名*1
r

画面を使って経過
時間と残り時間を
見る
再生中のタイトルやチャプター、トラック
（曲）の経過時間と残り時間、ディスク全体

プリセット番号と周波数*2
r

の経過時間と残り時間を見ることができま
す。

時計*3
r
BASSレベル*3
r

2

TREBLEレベル*

3

*1 名前を付けていない場合は、表示されません。
*2 ラジオ局名が付いている場合は、一定時間表示
した後に先頭の項目に戻ります。

*3 一定時間表示した後に先頭の項目に戻ります。
ご注意
DVDによってはチャプター番号や時間が表示され
ない場合や、表示を変えられない場合があります。

表示

1

ちょっと一言
• MDにディスク名や曲名、グループ名を付けたい
ときは「ディスク名や曲名、グループ名を付け
る」（62ページ）をご覧ください。
• ラジオ局に名前を付けたいときは「記憶させたラ
ジオ局に名前を付ける」（82ページ）をご覧くだ
さい。

1

再生中にDVD画面表示ボタン
を押す
本機に接続されたテレビにコントロー
ルメニュー画面が表示されます。
ディスクの種類
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T

DVD

1:32:55

時間表示

次のページへつづく
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2

DISPLAYをくり返し押して、
表示を切り換える
表示や切り換えできる時間の種類は

JPEG画像の日付
を見る

ディスクによって異なります。
DVDのとき
• T ＊＊：＊＊：＊＊

JPEGファイルでExif*タグに撮影した日付の

タイトルの経過時間

情報が記録されている場合、再生中にその日

• T −＊＊：＊＊：＊＊
タイトルの残り時間
• C ＊＊：＊＊：＊＊
チャプターの経過時間
• C −＊＊：＊＊：＊＊

付情報を見ることができます。
エクスチェンジャブル

イメージ

ファイル

フォーマット

* Exchangeable Image

File Formatは日本電子
工業振興協会が制定したデジタルカメラ用画像
ファイルフォーマット規格です。

チャプターの残り時間
• ＊＊：＊＊：＊＊
メニューまたはチャプターが付いて
いないタイトルの経過時間
ビデオCDをPBC再生しているとき
• ＊＊：＊＊

ÄÖÄ
႕ᬂ᚜ᇉ

シーンの経過時間
ビデオCD（PBC再生中以外）/スー
パーオーディオCD/CDのとき
• T ＊＊：＊＊
トラックの経過時間
• T −＊＊：＊＊
トラックの残り時間
• D ＊＊：＊＊

再生中にDVD画面表示ボタンを
押す。
本機に接続されたテレビにコントロールメ
ニュー画面が表示されます。

ディスクの経過時間

MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY

• D −＊＊：＊＊
ディスクの残り時間

JPEG

1 / 1 / 2003

MP3のとき

日付表示

• T ＊＊：＊＊
トラックの経過時間
• T −＊＊：＊＊
トラックの残り時間
ご注意

画面表示を消す
DVD画面表示ボタンを押す。

撮影日データが存在しない場合またはデータが壊れ
ている場合は、撮影日は表示されません。

ちょっと一言
日付表示形式は「視聴設定」で変更できます（28
ページ）。
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ご注意

パソコンにつないで使う

付属のソフトウェ
アについて
USBケーブル（付属）をつなぐ前に付属の

M‑crewのインストールは、必ず本機とつなぐ前に
行ってください。また、改めてインストールすると
きも、USBケーブルを外してから行ってください。

Net MD対応SonicStageに
ついて
「OpenMG」（ソニーの開発した著作権保護

CD‑ROMを使ってパソコンにソフトウェア

技術）を採用し、デジタル音楽コンテンツを

をインストールしてください。インストール

コンピューターのハードディスクに保存して

についてはCD‑ROMケースの記載をご覧く

コンピューター上で楽しめるソフトウェアで

ださい。

す。ハードディスクに保存した音楽はMDに

USBケーブルのつなぎ方については、「準備

チェックアウト（転送）して、持ち出して聞

3：本機とパソコンをつなぐ」
（13ページ）

くことができます。

をご覧ください。
本機をパソコンとつなぐと、パソコンのハー
ドディスクやCD‑ROMドライブで再生した
曲を、本機のスピーカーで聞くことができま
す。また、付属のCD‑ROMからインストー
ルしたソフトウェアM‑crewを使ってパソコ
ンで本機を操作したり、「Net MD対応
SonicStage」を使ってパソコンに保存した
音楽データをMDに転送することができま
す。
インストール方法は、CD‑ROMケースの記
載をご覧ください。簡単な使いかたについて
は、付属のCD‑ROM内にあるPDFファイル

パソコンと本機をUSBケーブルで接続し、パ

「Net MD対応SonicStage取扱説明書」をご

ソコンから本機を操作するためのソフトウェ

覧ください。詳しい使いかたについては、オ

アです。DVDなどのディスク/MD/チュー
ナーの再生、録音、編集などができます。

ンラインヘルプをご覧ください。
ご注意
Net MD対応SonicStageのインストールは、必ず
本機とつなぐ前に行ってください。また、改めてイ
ンストールするときも、USBケーブルを外してか
ら行ってください。

パソコンにつないで使う

M‑crewについて

インストール方法は、CD‑ROMケースの記
載をご覧ください。簡単な使いかたについて
は、付属のCD‑ROM内にあるPDFファイル
「M‑crew取扱説明書」をご覧ください。詳し
い使いかたについては、オンラインヘルプを
ご覧ください。
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つないだパソコン
の音を聞く

2

FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをPCに
切り換える

付属のM‑crewを起動することにより、M‑

3

の再生や、インターネットラジオの選局など

PC LIBをくり返し押して、以
下のモードを選ぶ

を本機で操作できます（PC LIBRARY

• PC：パソコンで操作します。

crewに登録されたパソコン内の音楽データ

CONTROL）。パソコン内の音楽データのM‑

Windows Media Playerなど、一般

crewへの登録は、パソコン側で操作します。

の音楽再生ソフトウェアで音楽を聞

また、M‑crewに登録されていないパソコン

くことができます。表示窓に「PC」

内の音楽データやCD‑ROMドライブの曲の

と表示されます。また、M‑crewの

再生は、本機では操作できません。パソコン

オーディオファイル再生時は、「PC」
になります。

側で操作してください。ただし、M‑crewで
は、パソコンのCD‑ROMは操作できません。

• MUSIC LIBRARY：本機で操作しま

操作の前に本機とパソコンが正しく接続され

す。M‑crewに登録している音楽

ていることを確認してください。

データ（プレイリスト）を聞くこと
ができます。DISPLAYを押して
Name表示に切り換えると、再生中
の曲名が、表示窓に表示されます。

ÄÉÓÐÌÁÙ

• WEB RADIO：本機で操作します。
M‑crewに登録しているインター
ネットラジオを聞くことができます。

3
4
2

DISPLAYを押してName表示に切り
換えると、放送中のインターネット

./>

ラジオの局名が、表示窓に表示され

x

ます。

X

ご注意

ÖÏÌÕÍÅ
ᴨ¯ᴪ

M‑crew起動時にのみ、モード選択は有効で
す。M‑crewが起動されていない場合はモー
ドに関係なく、一般の音楽再生ソフトウェア
を起動してパソコン操作で音楽を聞くことが
できます。

本体のフタを開けてから操作してください。

1

付属のCD‑ROMからインス
トールしたM‑crewを起動す
る
M‑crewの起動、設定などのしかたは、
付属のCD‑ROM内にあるPDFファイル
「M‑crew取扱説明書」をご覧ください。
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4

PCNを押す
MUSIC LIBRARYまたはWEB RADIO
の再生が始まります。

ȧา
• ×ÅÂ ÒÁÄÉÏʬ˂ʓȺɂǾȕɜȞȫɔÉîôåòîåô
ÅøðìïòåòɁፖᜫްȝɛɆǾɮʽʉ˂ʗʍʒȾ
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ãòå÷ȾɂǾʊɮʮʵɬʍʡȽȼɁɮʽʉ˂ʗʍ
ʒɥፖ¯ҒȬɞൡᑤɂȕɝɑȮɦǿɮʽʉ˂
ʗʍʒɁፖ¯ҒɂʛʇɽʽϫȺͽȪȹȢȳ
Ȩȗǿ
ፖᩖȾɛȶȹᝥᦂȨɟɞፖܑጙɥፀɃɟȹ
ȗɞکնɂǾ×ÅÂ ÒÁÄÉÏΈႊऻɁɮʽʉ˂ʗʍ
ʒҒɥॗɟȽȗɛșȾЭґȧาȢȳȨȗǿ
• ȈÃèåãë ÕÓÂȉȟ᚜ᇉȨɟȲȻȠɂǾÕÓÂɻ˂
ʠʵȟඩȪȢፖȨɟȹȗɞȞȼșȞɥᆬᝓȪȹ
ȢȳȨȗǿ
• Íãòå÷ȟᠭӦȪȹȗȽȗȻȠɂǾȈÐÃ Óïæô
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Îåô ÍÄߦख़
ÓïîéãÓôáçåɥΈ
ș
1

ȴɚȶȻˢ
ਖ਼ᬲ²ȺÐÃNɥઃȬȻǾᒲӦᄑȾʟɫʽɹʁʱʽ
ȟÐÃȾҒɝ૰ɢȶȹȟܿɑɝɑȬᴥɴ˂ʒ
ʟɫʽɹʁʱʽᴦǿ

ÍÕÓÉÃ ÌÉÂÒÁÒÙȻ×ÅÂ ÒÁÄÉÏ
ʬ˂ʓɁͽ
ȦɦȽȻȠɂ

ͽ

ɥඨɔɞ

xɥઃȬǿ

ˢϦඨȬɞ

˹ȾXɥઃȬ
ᴥɮʽʉ˂ʗʍʒʳʂ
ɴࠈɁᣞαढৰȾ
ɛȶȹɂൡᑤȪȽȗ
کնȟȕɝɑȬᴦ
ǿ

ᬩᦀɥᝩኮȬɞ

ÖÏÌÕÍÅ ᴨɑȲɂ
ᴪɥઃȬǿ

᚜ᇉɥҒɝ૰țɞ

ÄÉÓÐÌÁÙɥઃȬǿ

1
2

ÎÅÔ ÍÄʦʉʽɥઃȬ
Îåô ÍÄൡᑤȟɴʽȾȽɝɑȬǿ
ȈÎåô ÍÄȉȟ᚜ᇉȨɟɑȬǿ

3

ȴɚȶȻˢ
.ɑȲɂ>Ɂ͍ɢɝȾǾʡʶɮʴʃʒႭǾɑ
ȲɂʳʂɴࠈɁႭհɥୣޏʦʉʽȺᤣɉȦȻɕȺȠ
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5
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2,5
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ご注意
• NET MDボタンを押してNet MD機能をオンにし
ているときは、ファンクションの切り換えはでき
ません。また、Z（取り出し）以外の本体のMD
の操作もできません。
• タイマーが働いているときは、Net MD機能は使
えません。
• 「Check USB」が表示されたときは、USBケー
ブルが正しく接続されているかどうかを確認して
ください。
• Net MD対応SonicStageでチェックイン/アウト
しているときは、「CONNECT」が表示されま
す。表示が出ているときに、USBケーブルを抜
かないでください。チェックイン/アウトについ
ては、Net MD対応SonicStageのオンラインヘ
ルプをご覧ください。
• Net MD機能をオンにすると、リピート再生、
シャッフル再生、プログラム再生およびグループ
機能は解除されます。
• MDLP非対応機器で再生する場合、SonicStage
のチェックアウト時に転送モードを「ステレオ転
送」にしてください。LP2/LP4で転送した場合、
MDLP非対応機器では再生できません。
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別売りの機器を使う

別売り機器をつなぐ
つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
オーディオ接続コード
のつなぎ方
本機のテープ入力/出力
端子と接続します。

差し込み不足

別売りのテレビ

別売りのアナログ機器

ここまで差し込む
D入力端子へ

S映像入力端子へ

オーディオ出力
端子から

オーディオ入力
端子へ

オプチカル入力端子へ

別売りのデジタル機器

光デジタル接続コードのつな
ぎ方
コードの先端の向きを入力端
子の向きに合わせて差し込み
ます。

別売りのデジタル機器

別売りの機器を使う

オプチカル出力端子から

次のページへつづく
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A コンポーネント映像出力D2映像端子*1
D映像入力端子付きのテレビをお使いのとき
は、D映像コード（別売り）を使ってつなぐ
と、映像本来の色が楽しめます。
プログレッシブ方式に対応したテレビと接続
するときは、「テレビの画面を調節する （画
面設定）」（31ページ）で「コンポーネント
出力」を「プログレッシブ」に設定してくだ

別売り機器の音を
本機のスピーカー
で聞く

さい。

BSデジタル/デジタルCSチューナーな
どのデジタル機器とつなぐ

B S映像出力端子*1

1

S映像入力端子付きのテレビをお使いのとき

ご覧ください。

は、S映像コード（別売り）を使ってつなぎ
ます。さらに鮮明な画像が楽しめます。

2

別売り機器の再生を始めてください。

オーディオ接続コード（別売り）を使って、
別売り機器（カセットデッキ、レコードプ
レーヤーなど）をつなぎます。本機でアナロ
グ音声を録音したり、聞いたりできます。

カセットデッキ、レコードプレーヤー
などの機器とつなぐ

1

オーディオ接続コードをつなぐ。
「別売り機器をつなぐ」（101ページ）を

D テープ出力端子

ご覧ください。

オーディオ接続コード（別売り）を使って、
別売り機器（カセットデッキなど）をつなぎ

2

FUNCTIONをくり返し押して、「TAPE」
を表示させる。

ます。
2

光デジタル接続コード（角形、別売り）を
使って、別売りのデジタル機器（BSデジタ
ル/デジタルCSチューナーなど）をつなぎま
す。本機でデジタル音声を録音したり、聞い
たりできます。
F デジタルオプチカル出力端子
光デジタル接続コード（角形、別売り）を
使って、MDデッキやDATデッキなどをつな
ぎます。本機のファンクションがDVDまた
はMDの時に、音声出力されます。また、ド
ルビーデジタルまたはDTSデコーダー付AV
アンプの光デジタル入力端子と接続して、ア
ンプの機能を使った5.1ch（チャンネル）の
音声を楽しむことができます。

*1 ファンクションがDVDのときのみビデオ信号が
出力されます。

*2 PCMは、32kHz、44.1kHz、48kHzに設定して
ください（オプチカル入力はPCMのみとなりま
す）
。
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FUNCTIONをくり返し押して、
「OPTICAL IN」を表示させる。

C テープ入力端子

E デジタルオプチカル入力端子*

光デジタル接続コードをつなぐ。
「別売り機器をつなぐ」（101ページ）を

別売り機器の再生を始めてください。
ちょっと一言
イコライザーアンプが内蔵されていないレコードプ
レーヤーを接続するときは、本機とプレーヤーの間
に、MM型またはMC型に対応のカートリッジイコ
ライザー（別売り）をつないでください。イコライ
ザーアンプが内蔵されているかどうかや、MM型か
MC型かについては、お使いになっているプレー
ヤーの製造元へお問い合わせください。

別売りのアンプを
つないで5.1chを
楽しむ

別売り機器と本機
を使って録音する

1

BSデジタル/デジタルCSチューナーな
どのデジタル機器とつなぐ（デジタル
録音）

光デジタル接続コードをつな
ぐ
「別売り機器をつなぐ」（101ページ）
をご覧ください。

2

本機で録音する

シリアルコピーマネージメントシステム
（128ページ）により、デジタル録音できな
い場合があります。そのときは、テープ入力

デコーダー付AVアンプに6台
のスピーカーをつなぐ

端子につないでアナログ録音してください。

スピーカーの配置については、つなぐ

れた音声はデジタル録音できません。デジタ

アンプの取扱説明書もあわせてご覧く

ル機器をPCM出力*に設定してください。

ださい。

* 対応しているデジタル入力は、PCM32kHz、

また、AACなど、PCM以外でエンコードさ

44.1kHz、48kHzです。

3

5.1chドルビーデジタル音声、
または5.1ch DTS音声を出力
する

1

ご覧ください。

2

「音声を切り換える（JPEG以外）
」
（26

ジ）をご覧ください。
ご注意
スマートスペース/オートカットをOnに設定してい
ると、約30秒以上の無音が続いたとき録音一時停
止状態になります（57ページ）。

ちょっと一言
• タイムマシン録音（54ページ）もできます。
• MDへ録音される音の大きさをお好みで調節でき
ます（58ページ）。

カセットデッキ、レコードプレーヤー
などの機器とつなぐ（アナログ録音）

1

別売りの機器を使う

本機のサウンド効果は使えません。

MDにマニュアル録音をする。
「好きなところから録音する」
（52ペー

ページ）をご覧ください。
ちょっと一言

光デジタル接続コードをつなぐ。
「別売り機器をつなぐ」
（101ページ）を

オーディオ接続コードをつなぐ。
「別売り機器をつなぐ」
（101ページ）を
ご覧ください。

2

MDにマニュアル録音をする。
「好きなところから録音する」
（52ペー
ジ）をご覧ください。

次のページへつづく
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別売り機器で録音する
DATデッキなどのデジタル機器とつな
ぐ（デジタル録音）

1

光デジタル接続コードをつなぐ。
「別売り機器をつなぐ」
（101ページ）を
ご覧ください。

2

市販の外部アンテ
ナをつなぐ
付属のアンテナでうまく受信できないときに
つなぎます。

録音を始める。
別売り機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意
デジタル録音できるのは、ディスクからのみです。
ただし、コピーが禁止されているディスクは、デジ
タル録音できません。

カセットデッキなどの機器とつなぐ
（アナログ録音）

1

オーディオ接続コードをつなぐ。
「別売り機器をつなぐ」
（101ページ）を
ご覧ください。

2

FMアンテナをつなぐ
市販のFM屋外アンテナを、市販の75Ω 同軸
ケーブルを使ってつなぎます。
同軸ケーブルを使うと、雑音の影響を受けに
くくなります。同軸ケーブルは3C‑2Vが適当
です。
屋外アンテナの購入、取り付けについては、
本機をお買い上げいただいた販売店へご相談
ください。

録音を始める。
別売り機器の取扱説明書をご覧ください。

同軸ケーブル

同軸ケーブルのつなぎかた

1

ケーブルの先端を処理する。

8mm 10mm

2

市販のアンテナコネクターのふたをはず
す。
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アミ線を折り返す

3

アンテナコネクター内のケーブルをはず
し、突起にはめる。

AMアンテナをつなぐ
市販の6〜15mのビニール線を、窓際や屋外
になるべく高く水平に張ります。付属のAM
アンテナはつないだままにしておきます。
ビニール線

ケーブルをはずし、
突起にはめる。

4

芯線を根元まで差し込んで巻きつける。

5

金具をペンチなどでしめつける。

6

FMアンテナ端子へつなぐ。

AM

別売りの機器を使う

105

故障かな?と思ったら

症状と原因
修理に出す前に、以下の手順にしたがって点検してください。
点検時には、本体のフタを開けて表示内容を確認してください。
表示窓に3桁または5桁の表示とメッセージが交互に出ている

はい
自己診断表示機能
（119ページ）へ

いいえ
表示窓にメッセージが出ている
はい
メッセージ一覧
（121ページ）へ

いいえ

次のページからの表を読んで、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、
お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。
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共通
症状

原因と対応のしかた

「OPEN」が点滅する

本体のフタを閉めている。
c 本体のフタを開けて、表示内容を確認する。

「−−:−−」が表示される

電源コードを抜いた、または停電などにより、時計の設定が
解除されている。
c 時計を設定し直す（12ページ）。

音が出ない

ボリュームが小さい。
c VOLUME ＋を押す。
ヘッドホンを差したままになっている。
c ヘッドホンを抜く。
スピーカーが正しく接続されていない。
c スピーカーコードを正しく接続し直す（9ページ）。

音がおかしい

スピーカーが正しく接続されていない。
c スピーカーコードを正しく接続し直す（9ページ）。
左右のスピーカーの高さ、距離が極端に違う。
c 高さ、距離をできるだけ対称にする。
付属のスピーカー以外のスピーカーをつないでいる。
c 付属のスピーカーをつなぐ。

雑音が多い

テレビやビデオなど、ノイズを出す機器の近くに設置してい
る。
c 離れたところに設置する。
冷蔵庫など、ノイズを出す機器と同じ電源コンセントにつな
いでいる。
c 別の電源コンセントにつなぐ。
c 電源ラインのノイズフィルター（市販）を使用する。
• 時計が設定されていない。
• 停電などにより、時計の設定が解除された。
c 時計を設定し直す（12ページ）。

タイマーが働かない

電源を切る前にタイマーが働くように設定していなかった。
c 時計/タイマーの選択ボタンを押して、表示窓に「cPLAY」
または「cREC1〜3」を点灯させる（88、90ページ）。
誤った時間が設定されている。
c 設定内容を確認し、正しい時間を設定する（88、90ペー
ジ）。
スリープタイマーが働いている。
c スリープタイマーを解除する（86ページ）
。
電源がすでに入っている。
c 電源を切る。電源が入っていると、タイマーは働きません。

故障かな ? と思ったら

タイマーが設定できない

次のページへつづく
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症状

原因と対応のしかた

リモコンで操作できない

リモコンと本体の間に障害物がある。
c 障害物を取り除く。
リモコンと本体の距離が離れすぎている。
c 近寄って操作する。
リモコンの発光部が本体の方を向いていない。
c リモコンを本体に向ける。
リモコンの乾電池が消耗している。
c 乾電池（単3）を交換する。
本体の近くにインバーター方式の蛍光灯がある。
c 本体と蛍光灯を離して設置する。

ボタンが働かない

Net MD機能がオンになっている。
c Net MDを使わないときは、NET MDボタンを押してオフ
にする。

電源が自動的に切れる

スリープタイマーが働いている。
c スリープタイマーを解除する（86ページ）
。

電源が切れて?/1（電源）イン
ジケーターが点滅している

保護回路が作動している。
c 電源コードを抜いて本機の接続を確認し、しばらくしてか
ら電源コードを入れ直す。
それでも?/1（電源）インジケーターが点滅するときは、
お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談
ください。

DVD・ビデオCD・CD・スーパーオーディオCD・MP3・JPEG
症状
ディスクトレイが開かず、
「LOCKED」と表示される
ディスクトレイが閉まらない

原因と対応のしかた
ディスクトレイが固定されている。
c お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談
ください。
ディスクがトレイの中央に入っていない。
c トレイの中央にディスクを入れ直す。
ディスクトレイを無理に押し込もうとした。
c トレイは必ず本体上面のZを押して閉める。手で押し込も
うとすると、故障の原因になります。

ディスクが出てこない

レンタルディスクや中古ディスクなどで、シールなどからの
りがはみ出したり、のりが付着したディスクを入れたため、
ディスクが内部に貼り付いている、または貼りついたディス
クが内部に落ちて挟まっている。
c お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
ディスクを入れたまま、本機を移動するなどの振動を与えた
ため、ディスクが内部に挟まった。
c お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
シンクロ録音をしている。
c MDスティックでxを選んでシンクロ録音を止めてから、本
体上面のZを押す。
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症状

原因と対応のしかた

再生が始まらない

ディスクが入っていない。
c 本体上面のZを押して、ディスクが入っているか確認する。
ディスクの汚れ（油膜、指のあとなど）がひどい。
c 汚れを拭き取る（127ページ）。
ディスクの傷がひどい。
c ディスクを交換する。
再生しようとしているディスクが規格外の大きさ、形状、記
録方式である。
c ディスクを交換する。
本機で再生できないディスクを入れている（6ページ）
。
cディスクを交換する。
ディスクがずれて入っている。
c ディスクを正しく入れ直す。
ディスクが裏返しに入っている。
c 印刷面を上にして、ディスクトレイに入れ直す。
本機内部のレンズ、または入れたディスクが結露している。
c ディスクを取り出してディスクの水分を拭き取り、本機の
電源を入れたまま数時間待つ。
ディスクが再生状態になっていない。
c SA‑CD/DVDNを押し、再生状態にする。
本機で再生できない地域番号のDVDを入れている。
c 地域番号に「All」または「2」が含まれているDVDのみ再
生できます。
カスタム視聴制限が働いている。
c カスタム視聴制限を解除する（34ページ）
。

再生開始まで時間がかかる

カスタム視聴制限を設定したの ハイブリッドディスクのスーパーオーディオCDで、異なるレ
に暗証番号入力画面が表示され イヤーにカスタム視聴制限を設定している。
ない
c 制限をかけたい方のレイヤーで、カスタム視聴制限を設定
する。

故障かな ? と思ったら

ファンクションがTUNERになっているときは、再生開始まで
に時間がかかることがあります。
c DVD POWER ONを設定する。手順は以下の通りです。
FUNCTIONをくり返し押して「DVD」を表示させ、?/1
（電源）を押して電源を切る。
次に、本体のSA‑CD/DVDスティックをx方向に長押しし
ながら、本体の?/1（電源）を押す。
（「DVD POWER ON」と表示されます。）

次のページへつづく
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症状

原因と対応のしかた

MP3が再生できない

ISO9660レベル1、レベル2、Joliet、マルチセッションに準
拠して記録されていない。
c 準拠しているディスクを使用する。
MP3（MPEG1 Audio Layer3）形式で記録されていない。
c 本機はMP3PROで記録されたファイルには対応していませ
ん。
MP3ファイルに拡張子が付いていない。
c 記録した機器で拡張子「.MP3」を付ける。
MP3ファイル以外に拡張子「.MP3」を付けている。
c MP3形式のファイルを使用する。
設定画面の「視聴設定」の「データCD優先モード」で
「JPEG」が選ばれている。
c ディスクを取り出して、
「データCD優先モード」で「MP3」
を選ぶ（29ページ）。
ディレクトリレベルが8階層を超えている。
c サポートされるディレクトリの深さは、8階層までです。
アルバムまたはトラック数が本機で再生できる数を超えてい
る。
c 本機で再生できるアルバムの最大数は99、トラックの最大
数は250までです。

JPEGが再生できない

ISO9660レベル1、レベル2、Joliet、マルチセッションに準
拠して記録されていない。
c 準拠しているディスクを使用する。
JPEGファイルに拡張子が付いていない。
c 記録した機器で拡張子「.JPG」または「.JPEG」を付ける。
JPEGファイル以外に拡張子「.JPG」または「.JPEG」を付け
ている。
c JPEG形式のファイルを使用する。
設定画面の「視聴設定」の「データCD優先モード」で
「MP3」が選ばれている。
c ディスクを取り出して、
「データCD優先モード」で
「JPEG」を選ぶ（29ページ）。
ディレクトリレベルが8階層を超えている。
c サポートされるディレクトリの深さは、8階層までです。
アルバムまたはファイル数が本機で再生できる数を超えてい
る。
c 本機で再生できるアルバムの最大数は99、ファイルの最大
数は250までです。
JPEGファイルが本機に対応していない。
c プログレッシブJPEG形式のファイルは再生できません。
c 縦が1ドットまたは縦（横）が4720ドット以上のJPEG画
像は再生できません。

MP3のアルバム/トラック名や 名前にアルファベットと数字以外の文字が使われている。
JPEGのアルバム/ファイル名が c 本機ではアルファベットと数字以外の文字は正しく表示さ
正しく表示されない
れません。
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症状

原因と対応のしかた

音とびがする

ディスクの汚れ（油膜、指のあとなど）がひどい。
c 汚れを拭き取る（127ページ）。
ディスクの傷がひどい。
c ディスクを交換する。
再生しようとしているディスクが規格外の大きさ、形状、記
録方式である。
c ディスクを交換する。
本機に振動が加わっている。
c 振動のない場所（安定した台の上など）に設置してみる。
c スピーカーと本機を離す、または別々の台の上に設置して
みる。低音の効いた曲を大音量でお聞きになっている場合、
スピーカーの振動により音とびしている可能性があります。

再生が1曲目から始まらない

プログラム再生、またはシャッフル再生になっている。
c 停止中に再生モードボタンをくり返し押して、表示窓の
「PGM」または「SHUF」を消し、ノーマル再生に戻す。
リジューム再生になっている。
c 停止中に、xを押してから再生を始める（16ページ）
。
自動的にタイトルメニュー、DVDメニュー、PBCのメニュー
の画面表示されるディスクが入っている。
c メニューにしたがって、再生を進める。

ビデオCD、CD、MP3を再生し コントロールメニュー画面の「音声」で「1/L」または
たときに、音に奥行き感がな 「2/R」が選ばれている。
く、モノラルのように聞こえる c「音声」で「ステレオ」を選ぶ（26ページ）
。

DVDのみ
原因と対応のしかた

再生が自動的に始まる

自動的に再生が始まるDVDが入っている。
c ディスクに付属の説明書もあわせてご覧ください。

再生が自動的に止まる

オートポーズ信号が記録されているDVDを再生している。
c オートポーズ信号のところで自動的に再生が止まります。
ディスクに付属の説明書もあわせてご覧ください。

ストップ、スキャン、スロー、 操作を禁止しているDVDを再生している。
c ディスクに付属の説明書もあわせてご覧ください。
リピート再生、シャッフル再
生、プログラム再生などの操作
ができない
希望する言語で画面表示されな 設定画面の「言語設定」の「画面表示言語」で希望する言語
い
が選ばれていない。
c「画面表示言語」で希望の言語を選ぶ（28ページ）
。
音声言語を変更できない

故障かな ? と思ったら

症状

再生しているDVDに複数の音声言語が記録されていない、ま
たは音声言語の切り換えを禁止しているDVDを再生している。
c ディスクに付属の説明書もあわせてご覧ください。

次のページへつづく
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症状

原因と対応のしかた

字幕を変更できない

再生しているDVDに複数の字幕が記録されていない、または
字幕の変更を禁止しているDVDを再生している。
c ディスクに付属の説明書もあわせてご覧ください。

字幕を消すことができない

字幕表示を消すことを禁止しているDVDを再生している。
c ディスクに付属の説明書もあわせてご覧ください。

アングルを変更して見ることが 再生しているDVDに複数のアングルが記録されていない。
できない
c DVDコントロールメニューのアングルアイコンが緑に点灯
している場面で、アングルを切り換える（30ページ）。
アングルの変更を禁止しているDVDを再生している。
c ディスクに付属の説明書もあわせてご覧ください。
DVD‑RWが再生できない

VRモードで記録されている。
c 本機ではVRモードで記録されたDVD‑RWは再生できませ
ん。ビデオモードで記録されたDVD‑RWは再生できます
（6ページ）。

映像が出ない

ファンクションが「DVD」になっていない。
c FUNCTIONをくり返し押して、「DVD」に切り換える。
映像接続コードのプラグがしっかり差しこまれていない。
c 映像接続コードをしっかり接続し直す。
映像接続コードが断線している。
c 新しい映像接続コードと交換する。
テレビの入力端子を間違えている。
c 映像接続コードを正しく接続し直す（9ページ）。
テレビの電源が入っていない。
c 電源を入れる。
テレビの入力切り換えで本機の映像が映るようにしていない。
c テレビの説明書を見て、入力を切り換える。
プログレッシブ（525p）方式に対応していないテレビとつな
いでいるときに、設定画面の「画面設定」の「コンポーネン
ト出力」で「プログレッシブ」を選んでいる。
c 本体上面のZ、DISPLAY、VOLUME ＋を同時に押す。「コ
ンポーネント出力」設定が「インターレース」に戻ります。
設定画面の「画面設定」の「コンポーネント出力」で「プロ
グレッシブ」が選択されている。
c「コンポーネント出力」を「インターレース」にする（31
ページ）
。「プログレッシブ」が選択されているときは、映
像出力端子、S映像出力端子から映像は出力されません。
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症状

原因と対応のしかた

映像が乱れる

本機に振動が加わっている。
c 振動のない場所（安定した台の上など）に設置してみる。
ディスクに汚れ（油膜、指のあとなど）がひどい。
c 汚れを拭き取る（127ページ）。
ディスクの傷がひどい。
c ディスクを交換する。
本機の映像出力を、ビデオデッキを経由してテレビにつない
でいると、一部のDVDプログラムに使用されているコピープ
ロテクション信号が画質に悪影響を及ぼす可能性がある。
c 本機をテレビに直接つなぐ。それでも画質に問題が生じる
場合は、テレビのS映像入力端子へ接続してください（101
ページ）
。
プログレッシブ（525p）方式に対応しているテレビでも、設
定画面の「画面設定」の「コンポーネント出力」で「プログ
レッシブ」を選ぶと映像が乱れることがある。
c「コンポーネント出力」を「インターレース」にする（32
ページ）
。

設定画面の「画像設定」の
「TVタイプ」で設定した画像の
形で再生できない

画像の形が固定されているDVDを再生している。
c ディスクに付属の説明書もあわせてご覧ください。
本機をS映像入力端子と直接つないでいない。
c 本機をテレビに直接つなぐ。
画像の形を変更できないテレビをつないでいる。
c テレビに付属の説明書もあわせてご覧ください。

再生中に電源が切れる

一時停止またはDVDトップメニュー、DVDメニューを表示し
たままで約１時間が経過すると、自動的に電源が切れます。

MD
原因と対応のしかた

ディスクが入らない

ディスクの向きが違う。
c 矢印の書いてある面を上にして、矢印の向きに挿入する。

操作を受け付けない

MDが汚れている、または破損している。
c 新しいMDと交換する。
「TOC」が点滅し、TOCを書き込み中である。
c「TOC」が消灯してから操作し直す。
M‑crewが起動中か、画面右下のタスクトレイに入っている。
c M‑crewを終了させてから操作する。

故障かな ? と思ったら

症状

次のページへつづく
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症状

原因と対応のしかた

再生が始まらない

ディスクの汚れ（油膜、指のあとなど）
、傷がひどい。
c ディスクを交換する。
ディスクに何も記録されていない。
c 録音されているディスクと交換する。
本機内部のレンズ、または入れたディスクが結露している。
c ディスクを本機に入れ、本機の電源を入れたまま数時間待
つ。
MDが再生状態になっていない。
c MDNを押し、再生状態にする。
グループ登録された曲がないときに、グループ機能を働かせ
ている。
c MDグループボタンを押して、「GROUP ON」表示を消し、
グループ機能を解除する。

音とびがする

ディスクの汚れ（油膜、指のあとなど）
、傷がひどい。
c ディスクを交換する。
本機に振動が加わっている。
c 振動のない場所（安定した台の上など）に設置してみる。
c スピーカーと本機を離す、または別々の台の上に設置して
みる。低音の効いた曲を大音量でお聞きになっている場合、
スピーカーの振動により音とびしている可能性があります。
本機内部とディスクの温度差がはげしい。
c ディスクを本機に入れ、電源を入れたまま10〜20分待つ。

再生が1曲目から始まらない

「OVER」が表示される
録音中に「OVER」が点灯する

プログラム再生、またはシャッフル再生になっている。
c 再生モードボタンをくり返し押して、表示窓の「PGM」ま
たは「SHUF」を消し、ノーマル再生に戻す。
一時停止中にをM押し続け、ディスクの最後まで達した。
c mを押し続ける、または.を押して再生位置を戻す。
録音される音の大きさが大きく設定されている。
c 録音レベルを設定し直す（58ページ）
。

MDに録音したり編集を行った MDの録音や編集後、MDを取り出さないで電源コードを抜い
のに、その情報が記録されてい た。
c MDの録音や編集情報は、MDを取り出すときに記録される
ない
ため、録音や編集後は必ずMDを取り出してください（46、
60ページ）。
曲が消えない
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SonicStageを使ってMDにチェックアウト（転送）した曲を
本機で消そうとしている。
c SonicStageでチェックインして曲を消す（99ページ）。

症状

原因と対応のしかた

録音できない

MDが誤消去防止状態になっている（
「C11」と「Protected」
が交互に表示されている）
。
c ディスクを取り出し、録音可能状態にする（47ページ）
。
別売りの機器が正しく接続されていない。
c 別売りの機器を正しく接続し直す（101ページ）。
ファンクションが「MD」または「PC」になっている。
c FUNCTIONをくり返し押して、録音したい音源に切り換え
る。
市販の再生専用のMDが入っている。
c 録音用MDと交換する。
MDの残り時間が足りない。
c MD編集のERASE機能を使っていらない曲を消す（68ペー
ジ）か、別のMDと交換する。
録音中に停電があった、または電源コードが抜かれた。
c 初めから録音し直す。
スーパーオーディオCDのHDレイヤーを録音しようとしてい
る。
c スーパーオーディオCDは、CDレイヤーのみ録音すること
ができます。

録音したMDを再生すると音が
小さい（または音が大きい）

録音された音の大きさが小さく（または大きく）設定されて
いる。
c 録音レベルを調節し直す（58ページ）。

シンクロ録音ができない

DVDをシンクロ録音しようとしている。
c DVDではシンクロ録音ができません。

高速CD‑MDシンクロ録音がで ビデオCD、MP3を高速CD‑MDシンクロ録音しようとしてい
きず、通常の速度の録音に切り る。
換わってしまう
c CDまたはスーパーオーディオCDのCDレイヤー以外のディ
スクでは、高速CD‑MDシンクロ録音ができません。

同じ曲を続けて高速CD‑MDシンクロ録音しようとしている。
c 75分経過後に高速CD‑MDシンクロ録音し直す（48ペー
ジ）。
LP4ステレオで録音すると音が 片方のチャンネルだけに音楽や音声が録音されているCD、
もれる
テープ､または別売り機器の音をLP4ステレオ録音したとき
は、音が録音されていないチャンネルにも音がもれることが
ある。
c ステレオ録音またはLP2ステレオ録音する。
録音したMDに曲番が付かない

故障かな ? と思ったら

CDの読み取りエラーが起こっている。
c ディスクを交換する。
c 設置場所を変える。

雑音が多い音を録音している。
c レベルシンクロの検出レベルを変更する（55ページ）
。

次のページへつづく
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チューナー（ラジオ）
症状

原因と対応のしかた

放送局のバンド（FM/AM）、周波数が合っていない。
雑音が入る/受信できない
（「TUNED」または「STEREO」 c バンドと周波数を正しく設定する（79ページ）。
が点滅する）
アンテナが正しく接続されていない。
c 正しく接続し直す（9ページ）
。
• アンテナが受信状態のよい場所に設置されていない。
• 電波が弱い。
c DVD POWER OFFを設定する。手順は以下の通りです。
FUNCTIONをくり返し押して「DVD」を表示させ、?/1
（電源）を押して電源を切る。
次に、本体のSA‑CD/DVDスティックをx方向に長押しし
ながら、本体の?/1（電源）を押す。
（
「DVD POWER OFF」と表示されます。）
c 受信状態のよい場所（窓の外など）や方向を探し、設置し
直す（10ページ）。
鉄筋、鉄骨造りのマンションなどの場合、付属のFM簡易ア
ンテナでは十分に受信できない場合があります。窓の外に
設置しても受信状態がよくならない場合は、市販の外部ア
ンテナをつなぐことをおすすめします（104ページ）
。
アンテナの一部分を折りたたむ、束ねる、巻き取るなどして
いる。
c 付属のFM簡易アンテナは全体で受信しているため、余分に
感じる部分もそのまま垂らしておく（10ページ）
。
c 付属のFM簡易アンテナの先は、テープなどで壁にとめる
（10ページ）。
アンテナの一部分をスピーカーコードといっしょに束ねてい
る。
c スピーカーコードからできるだけ離す。
付属のAMアンテナのアンテナ線がプラスチックスタンドから
はずれている。
c お近くのソニーサービス窓口へご相談ください。
電気器具の影響を受けている。
c 電気器具の電源を切ってみる。
ステレオにならない

モノラル受信の設定になっている。
c FMモードボタンをくり返し押して「MONO」を消灯させ
る。
AM放送を受信している。
c 本機ではAM放送をステレオ受信しません。
受信状態が悪い。
c 症状「雑音が入る/受信できない」を参照し、アンテナの状
態を確認する。

MDに録音中、ザーザーという
雑音が周期的に入る
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アンテナの設置位置が適切でない。
c 雑音が消える位置までアンテナを動かす。

パソコン接続
症状

原因と対応のしかた

音が途切れたり、動作が不安定 USBハブによっては、動作が不安定になる場合がある。
になる
c USBケーブル（付属）を本機とパソコンのUSB端子に直接
つないでみる。
ドライバが見つからないという パソコンにUSBドライバがインストールされていない。
メッセージが出る
c ドライバをインストールし直す。
M‑crewまたはSonicStageが起 パソコンに搭載されているUSBホストコントローラーによっ
動しない
ては、正常に動作しない場合があります。
2003年10月現在、該当するものは、SiS7001 PCI to USB
Open Host Controllerです。

別売り機器
症状

原因と対応のしかた

音が出ない

本機が正しい状態になっていない。
c 共通「音が出ない」を参照し、本機の状態を確認する。
別売りの機器が正しく接続されていない。
c 以下の点を確認しながら正しく接続し直す（101ページ）。
• 接続コード/ケーブルが正しい位置に接続されているか。
• 接続コード/ケーブルのコネクターがしっかり奥まで差し
込まれているか。
つないだ機器の電源が入っていない。
c 電源を入れる。
つないだ機器での再生が始まっていない。
c つないだ機器の取扱説明書を見て、再生を始める。

音が歪む

テープ入力端子につないだ機器からのアナログ録音中に、規
定以上の大きな信号が入ってきた。
c 本機へ入力される音を小さくする。

レコードプレーヤーからの音が レコードプレーヤーを直接つないでいる。
小さい
c つないでいるレコードプレーヤーに、イコライザーが内蔵
されているか確認する。内蔵されていないときは、本機と
プレーヤーの間に、イコライザー（別売り）をつなぐ。
MDプレーヤーから音が出ない

長時間録音（MDLP録音）したMDをMDLPに対応していない
MDプレーヤーで再生しようとしている。
c MDLPに対応しているMDプレーヤーで再生する。
c 録音モードを通常の長さのステレオ録音またはモノラル録
音にして録音し直す。

故障かな ? と思ったら

ファンクションが「TAPE」または「OPTICAL IN」になって
いない。
c FUNCTIONをくり返し押して「TAPE」または「OPTICAL
IN」を表示させる（102ページ）。

次のページへつづく
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これらの処置をしても正常に動作しないときは ― リセット

1
2
3
4

電源コードを抜く。
電源コードを入れる。
?/1（電源）を押して電源を入れる。
本体の?/1（電源）
、DISPLAY、ENTER/STARTを同時に押す。
DVD以外の設定がリセットされてお買い上げ時の状態に戻ります。ラジオ局のプリセットや時
計合わせ、タイマー設定をやり直してください。

DVDの設定をお買い上げ時の状態*に戻すときは ― リセット

1
2
3

DVDファンクションで停止中に、DVD設定ボタンを押す。
V/vで「リセット」を選び、決定/YESを押す。
V/vで「はい」を選び、決定/YESを押す。
リセットが完了するまで数秒かかります。リセット中は?/1（電源）を押して、電源を切らない
でください。

* 視聴年齢制限は除く
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自己診断表示機能
（3桁または5桁の表示とメッセージが交互に出たら）
本機には自己診断表示機能がついています。これは、
本機が正しく動作していないとき、表示窓に3桁ま
たは5桁の表示とメッセージを交互に表示してお知
らせする機能です。
表示によって、本機の状態がわかるようになってい
ます。以下の表をご覧になり、表示に合った対応を
してください。2、3度くり返しても正常に戻らない
ときは、ソニーサービス窓口にご相談ください。
表示とメッセージが出たときは、本体のフタを開け
て表示内容を確認してください。
表示番号/メッセージ

原因と対応のしかた

C11/Protected

ディスクが誤消去防止状態になっている。
c ディスクを取り出し、録音可能状態にする（47ページ）
。

C12/Cannot Copy

本機で録音できないフォーマットで記録した音声を録音しよ
うとしている。
c 本機で録音できるフォーマットで記録した音声を録音する。

C13/REC Error

正しく録音できなかった。
c 振動のない場所に本機を設置し、録音をやり直す（「故障か
な?と思ったら」のMDの項目にある「音とびがする」（114
ページ）をご覧ください）
。
ディスクにひどい汚れ（油膜、指のあとなど）や傷がある、
またはディスクが規格外である。
c ディスクを交換して、録音をやり直す。
ディスク情報を正しく読み取れなかった。
c ディスクを入れ直す。

C14/TOC Error

ディスク情報を正しく読み取れなかった。
c 他のディスクを入れてみる。
c ディスク上の内容をすべて削除してよいときは、MD編集の
All Erase機能を使って記録されている内容をすべて削除す
る（69ページ）。

C41/Cannot Copy

録音しようとした音源が市販の音楽ソフトのコピーになって
いる。
c シリアルコピーマネージメントシステムにより、コピーで
きない（128ページ）。

故障かな ? と思ったら

C13/Read Error

本機に対応していないフォーマットで記録された音声をデジ
タル録音しようとしている。
c 本機でデジタル録音できるフォーマットで記録した音声を
録音する（「録音の前にお読みください」（45ページ）、
「本
機で録音する」
（103ページ）をご覧ください）。
次のページへつづく
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表示番号/メッセージ

原因と対応のしかた

C71/Check OPT‑IN

一瞬表示されて消えるときは、録音中のデジタル放送の信号
によるものです。録音内容に影響はありません。
デジタルオプチカル入力端子に何も接続されていない、また
は正しく接続されていない状態で、別売りのデジタル機器か
ら録音しようとした。
c 光デジタル接続コード（別売り）を使って、デジタルオプ
チカル入力端子にデジタル機器を正しく接続する（101
ページ）
。
接続されているデジタル機器側の電源が入っていない。
c 接続したデジタル機器の取扱説明書を見て、電源が入って
いるか確認する。
デジタルオプチカル入力端子につないだ機器からのデジタル
録音中に、光デジタル接続コードが抜かれた、またはつな
がっているデジタル機器の電源が切られた。
c コードをつなぐ、またはデジタル機器の電源を入れる。
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E0001/MEMORY NG

本機を動作させるために必要な内部情報に問題が生じた。
c お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

E0101/LASER NG

光ピックアップに問題が生じた。
c 故障の可能性があります。お近くのソニーサービス窓口に
ご相談ください。

E0201/LOADING NG

ローディングに問題が生じた。
c お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

メッセージ一覧
使用中、状況によって英語のメッセージを表示します。意味は以下の通りです。
メッセージが出たときは、本体のフタを開けて表示内容を確認してください。

DVD・ビデオCD・CD・スーパーオーディオCD・MP3・JPEG
メッセージ

原因と対応のしかた

Cannot Play

本機で再生できないディスクを入れている（6ページ）。
cディスクを交換する。
本機で再生できない地域番号のDVDを入れている。
c 地域番号に「All」または「2」が含まれているDVDのみ再
生できます。

Data Error

JPEGファイルが、本機で再生できない形式になっている。

DVD Open

ディスクトレイがオープン中に表示される。

No Disc

ディスクが入っていない。

Not in Use

使用できないボタンを押した。

Open

ディスクトレイがオープン動作中に表示される。

PASSWORD

カスタム視聴制限/視聴年齢制限が働いている。
c カスタム視聴制限/視聴年齢制限を解除する（34、36ペー
ジ）。
MP3ファイルが、本機で再生できない形式になっている。

Please Wait

ファンクションがDVDに切り換わっている。
c しばらくお待ちください。

Push STOP!

再生中に再生モードボタンを押した。
c 再生中は再生モードの変更はできない。xを押して再生を
停止させてから、再生モードボタンを押す。

Reading

ディスクの情報を読み取っている。
c 表示が消えるまで、しばらくお待ちください。

RESUME

リジューム再生が働いている状態で再生を停止した（16ペー
ジ）。

Step Full!

26曲（ステップ）以上プログラムしようとした。
c 26曲以上はプログラムできない。不要な曲を消してから、
プログラムし直す。

MD
メッセージ

原因と対応のしかた

Analog REC

アナログ録音を開始した。

Assign None

すべての曲がグループ登録されている。

故障かな ? と思ったら

Play Limit

次のページへつづく
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メッセージ

原因と対応のしかた

Auto Cut

録音中、無音状態が約30秒以上続いたため、オートカット機
能が働き、無音部分（曲間）を約3秒に短縮した後、録音一時
停止状態になった。
c 録音を始めたいところでMDNを押し、録音を再開する。
曲間をつめたくないときは、スマートスペース機能を解除
して録音し直す（58ページ）
。

Blank Disc

挿入されたMDには何も録音されていない、またはMD編集の
ERASE機能を使って録音内容がすべて削除されている。

Cannot Edit

市販の再生専用MDが入っている。
c 再生専用MDは編集できない。
プログラム再生、またはシャッフル再生になっている。
c 再生モードボタンをくり返し押して、表示窓の「PGM」ま
たは「SHUF」を消し、ノーマル再生に戻す。
MDLP録音されている。
c MDLP録音した曲の録音レベルは変更できない。

Cannot REC

市販の再生専用MDが入っている。
c 再生専用MDへは録音できない。
ファンクションがMDになっている。
c FUNCTIONをくり返し押して、録音したい音源に切り換え
る。

Cannot SYNC!

ディスクが入っていない、または誤消去防止状態になってい
るため、シンクロ録音できない。
c 録音可能状態にし（47ページ）
、ディスクを入れる。
録音可能時間が残り少なく、シンクロ録音できない。
c 新しいディスクと交換する。
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Complete!

MD編集作業が、正常に終了した。

Disc Full!

録音可能時間が残り少なく、録音できない。
c 新しいディスクと交換する。

Eject

ディスクを排出中。

Group Full!

グループ数の上限を超えて新たにグループを作成しようとし
た。または、グループ管理情報の更新に必要な文字数が不足
している。
c 不要な文字（ディスク名または曲名）を消す。

メッセージ

原因と対応のしかた

Impossible

MD編集操作で、不可能な編集内容が指定された。
c 編集操作をやり直す。
つなごうとした（COMBINE）または一部分を消そうとした
（A‑B Erase）曲が、MDのシステム上の制約で、つなげない
または消せない状態になっている。
c 指定のとおりに編集することはできません。
MDでは、ひとつの曲が連続で録音されるわけではありませ
ん。ディスク上の空いている場所を探しながら、効率よく
録音されていきます。この録音方式により、MDは手軽に録
音、編集がくり返せるのです。しかし、録音や編集を何度
もくり返したMDでは、ひとつの曲がディスクのあちらこち
らに、少しずつ記録されている状態ができてしまうことが
あります。そのような状態で記録されてしまった曲は、MD
のシステム上の制約により、他の曲とつなぐことまたは一
部分を消すことができません。

Incomplete!

本機の振動やディスクの傷、汚れなどにより、録音後の録音
レベルの変更やフェードイン・フェードアウトの操作が正し
く行われなかった。
c 本機を振動のない場所に置く、または傷や汚れのないディ
スクを使用する。

Initialize

長い間電源を入れていなかったため、初期化を行っている。

Name Full!

入力可能な文字数（約1,700文字、カナ文字のみで800字）が
すでに記録されている。
c 不要な曲名などを削除してから、入力し直す。

No Change

録音後に録音レベルを変更するときに、録音レベルを変更し
ないで決定/YESを押したため、書き換えをせずに終了した。
ディスクが挿入されていない。

OVER

一時停止中にMを押し続け、ディスクの最後まで達した。
c mを押し続ける、または.を押して再生位置を戻す。

Push STOP!

MD再生（一時停止）中または録音（一時停止）中に使用でき
ないボタンを押した。
c 再生を停止させてから、操作する。

Reading

ディスクの情報を読み取っている。
c 表示が消えるまでしばらくお待ちください。
表示が消えるまで、本機に振動を与えないでください。正
しく情報が読み取れなくなります。

−Rehearsal−

MD編集A‑B EraseまたはDIVIDEの操作中、曲を分ける場所
の指定終了後、確認のために再生中。
c 再生される内容を聞き、分ける部分を確認する（69、74
ページ）
。

Retry

CDの読み取りエラーが起こり、CDのデータを再度読み取っ
ている。

Retry [HCMS]

同じ曲を続けて高速CD‑MDシンクロ録音しようとしている。
c 75分経過後に高速CD‑MDシンクロ録音し直す。
c 通常速度のシンクロ録音で録音し直す。

故障かな ? と思ったら

No Disc

次のページへつづく
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メッセージ

原因と対応のしかた

S.F Edit!

S.F EDIT（録音後の録音レベルの変更、フェードイン・
フェードアウト）を実行中に他の操作をしようとした。
c S.F EDITの実行中は他の操作はできない。

S.F Edit NOW

S.F EDIT（録音後の録音レベルの変更、フェードイン・
フェードアウト）の実行中に?/1（電源）を押した。
c S.F EDITの実行中に電源を切ると、書き換えが正常に終了
しない。
書き換え終了後に電源を切る。それでも書き換え中に電源
を切るときは、メッセージ表示中に再度?/1（電源）を押
す。

Smart Space

録音中、約3秒以上、約30秒未満の無音状態が続いたため、
スマートスペース機能が働き、無音部分が約3秒に短縮され
た。
c 曲間をつめたくないときは、スマートスペース機能を解除
する（58ページ）。

Step Full!

26曲（ステップ）以上プログラムしようとした。
c 26曲以上はプログラムできない。不要な曲を消してから、
プログラムし直す。

TOC Writing

録音、編集された情報を、ディスクに書き込んでいる。
c 表示が消えるまでしばらくお待ちください。
表示が消えるまで、本機に振動を与えないでください。正
しく情報が書き込めなくなります。

Tr Protected

Net MD機器でチェックアウトした曲などは、曲が保護されて
いるため、一部のMD編集機能は使用できません。

Track End

MD編集DIVIDEの操作中、曲を分ける位置の調節中に曲の最
後まで達した。
c vを押して、位置を変える（74ページ）
。

タイマー
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メッセージ

原因と対応のしかた

OFF TIME NG!

タイマー設定で、終了時刻と開始時刻を同じに設定した。
c 終了時刻を設定し直す。

OVERLAP!

タイマー設定またはタイマー録音設定が、他のタイマーの設
定時刻の一部または全体と重なっている。
c タイマーを設定し直す。

PUSH SELECT!

タイマー動作中に時計またはタイマーの設定を行おうとした。
c タイマーを解除する（88、90ページ）。

SET CLOCK!

時計が設定されていない状態でタイマーを選択しようとした。
c 時計を設定する。

SET TIMER!

タイマーが設定されていない状態でタイマーを選択しようと
した。
c タイマーを設定する。

パソコン接続
メッセージ

原因と対応のしかた

Buffer＞＞＊＊＊%

WEB RADIOでストリーミングデータをパソコンにバッファ
リングしている。

Busy NOW!

Net MD機能を使用中に、チェックイン/チェックアウトの途
中でNET MDボタンを押した。
c 接続が終了してからNet MD機能を終了させる。

Cannot Pause

MUSIC LIBRARY、WEB RADIOで一時停止できない曲や放
送を一時停止しようとした。

Cannot Play

MUSIC LIBRARYで再生できない曲を再生しようとした。

Check USB

USBケーブルが正しく接続されていない。
c 接続を確認する。

CONNECT

チェックイン/チェックアウト中。

Connecting

WEB RADIOでインターネットラジオ局への接続を開始して
いる。

Disconnect

WEB RADIOでインターネットラジオ局への接続が切断され
た。

Net MD

Net MD機能が働いている。

No Track

MUSIC LIBRARYに曲が登録されていない。
c 曲を登録する。

No URL

WEB RADIOにURLが登録されていない。
c URLを登録する。

Not Found

WEB RADIOでインターネットラジオ局への接続ができな
かった。

PC Soft Off

M‑crewが起動していない。
c M‑crewを起動させる。

故障かな ? と思ったら
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テレビの色むらについて

その他

使用上のご注意
設置場所について
次のような場所には置かないでください。
• ぐらついた台の上や不安定な所。
• じゅうたんや布団の上。
• 湿気の多い所、風通しの悪い所。
• ほこりの多い所。
• 直射日光が当たる所、温度が高い所。
• 極端に寒い所。
• チューナーやテレビ、ビデオデッキから近い所。
（チューナーやテレビ、ビデオデッキといっしょに
使用するとき、近くに置くと、雑音が入ったり、映
像が乱れたりすることがあります。特に室内アンテ
ナのときに起こりやすいので屋外アンテナの使用を
おすすめします。）

設置時のご注意
• オーディオ機器は、密閉した場所に置いて使用し
ないで、温度上昇を防ぐために風通しの良い所で
お使いください。
• スピーカーの近くに磁気を発生するもの（健康器
具、玩具など）を置くと、相互作用でテレビ画面
に色むらが起こりやすくなります。設置場所にご
注意ください。
• 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られ
ている場所に、本体およびスピーカーなどを置く
ときは、変色、染みなどが残ることがあります。

使用時の放熱について
• 使用中、本機の温度が上昇することがあります
が、故障ではありません。
• 大音量で鳴らし続けると、本機キャビネットの天
板や側板、底板、通風孔はかなり熱くなります。
このようなときは、キャビネットなどに触れない
ようにしてください。火傷などのけがの原因にな
ります。
また、動作中の温度上昇を避けるために空冷ファ
ンを搭載している機器では、大きな音を出したと
きなどにファンが回転します。ファンの通風孔付
近を塞いで使用すると、機器の温度が上昇して故
障の原因になります。
• 電源を切っているにもかかわらず、本機の天板が
あたたかくなることがありますが故障ではありま
せん。電源コードがコンセントに差し込まれてい
る限り、電源を切っているときでも本機の一部に
は電流が流れています。それらは、リモコンでの
操作の待ち受けや、タイマー動作などのために使
われています。
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本機のスピーカーは防磁型（JEITA*）のため、テ
レビのそばで使うことができますが、テレビの種類
により色むらが起こる場合があります。色むらが起
きたら、いったんテレビの電源を切り、15〜30分
後に再びスイッチを入れてください。それでも色む
らが残る場合は、スピーカーをさらにテレビから離
してください。

* 電子情報技術産業協会の略称です。
残像現象（画像の焼きつき）のご注意
DVDメニューやタイトルメニュー、ビデオCDの
メニュー、本機の設定画面などの静止画をテレビ
画面に表示したまま長時間放置しないでくださ
い。画面に残像現象（画像の焼きつき）を起こす
場合があります。特にプロジェクションテレビで
はこの現象が起こりやすいのでご注意ください。

結露について
部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズに水滴
がつくことがあります。これを結露といいます。こ
のときは、正常に動作しないばかりでなく、ディス
クや部品を傷めることがあります。本機を使わない
ときは、ディスクを取り出しておいてください。
結露が生じたときは、ディスクを取り出して、電源
を入れたまま約30分放置し、再び電源を入れ直し
てからお使いください。もし何時間たっても正常に
動作しないときは、ソニーサービス窓口にご相談く
ださい。

移動時のご注意
• 必ずDVD、CDなどのディスクやMDを取り出し
てください。中に入れたまま動かすと、取り出せ
なくなることがあります。
• 移動する前に、電源が切れ、すべての動作が終了
していることを必ず確認してください。

MDの取り扱いかた
• シャッターを無理に開けようとすると、壊れるこ
とがあります。シャッターが開いてしまった場合
は、内部のディスクに直接触れずに、すぐに閉め
てください。
• ディスクに付属のラベルはシャッターの周りなど
所定以外の場所には貼らないでください。必ずラ
ベル用のくぼみに貼ってください。くぼみの形は
ディスクによって異なります。

MDのシステム上の
制約
MDではいくつかのシステム上の制約があ
り、次のような症状が出る場合があります。
これらは故障ではありませんので、あらかじ
めご了承ください。

ラベルを
貼る位置

シャッター

• 定期的にカートリッジ表面についたほこりやゴミ
を乾いた布で拭き取ってください。
• 直射日光が当たる場所、車やトランクの中など、
高音になるところには置かないでください。

ディスクの取り扱いかた

お手入れのしかた
キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤溶液を
少し含ませた柔らかい布などで拭いてください。シ
ンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めま
すので、使わないでください。

255曲録音されると、それ以上の録音はできませ
ん。さらに曲を追加するには、不要な曲を消して録
音するか、別のMDを使ってください。

曲数（最大255曲まで）にも録音時間
にも余裕があるのに「Disc Full!」が
表示される
エンファシス情報などが頻繁に変化する曲を録音し
たり、録音や編集をくり返し行うと、曲の区切りと
同じ扱いになり、時間や曲数に関係なく「Disc
Full!」が表示されます。

「Group Full!」が表示される
• グループ機能が働いているときに編集操作や録音
を行うと、
「Group Full!」と表示されることがあ
ります。この場合、グループ管理に必要な文字数
が不足しています。ディスク名やグループ名など
の不要な文字を削除してください。
• グループ機能が働いていないときでも、MOVE、
DIVIDEなどの編集操作を行うと、グループ管理
情報が更新されるため、「Group Full!」と表示さ
れることがあります。

曲を消しても、ディスクの録音できる
残り時間が増えない
ディスクの録音できる残り時間を表示するとき、
12秒*以下の部分は無視します。このため、短い曲
を何曲消しても、録音できる残り時間が増えないこ
とがあります。

その他

• 紙やシールなどを貼ったり、傷つけたりしないで
ください。
• 本機でお使いいただけるDVDやCDは、円形ディ
スクのみです。円形以外の特殊な形状（星型、
ハート型、カード型など）をしたディスクを使用
すると、本機の故障の原因となることがありま
す。
• ふだんのお手入れは、柔らかい布でディスクの中
心から外の方向へ軽く拭きます。汚れがひどいと
きは、少し湿らせた布で拭いた後、乾いた布で水
気を拭き取ってください。ベンジンやレコードク
リーナー、静電気防止剤などは使わないでくださ
い。
• 直射日光が当たる場所、車やトランクの中など、
高音になるところには置かないでください。
• 中古ディスクやレンタルディスクで、シールなど
ののりがはみ出したり、付着しているディスクは
使用しないでください。プレーヤー内部にディス
クが貼り付いて取り出せなくなったり、プレー
ヤー本体の故障の原因となります。

最大録音時間に達していなくても、
「Disc Full!」が表示される

* ステレオ録音時。（モノラル、LP2ステレオ録音
時は約24秒、LP4ステレオ録音時は約48秒）

クリーニングディスクについて
市販のCD/DVDレンズ用のクリーニングディスク
は、本機では使わないでください。故障するおそれ
があります。

次のページへつづく
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曲を消したりつなごうとしたときに
「Impossible」が表示される
何度も編集をくり返すと、「Impossible」が表示さ
れ、曲の一部分を消すことができなくなる場合や2
曲を1曲につなげなくなる場合があります。これは
ミニディスクのシステム上の制約なので故障ではあ
りません。

ディスクに録音した時間と残り時間の合
計が、最大録音可能時間と一致しない
通常、録音は約2秒*を最小単位としてディスクに
記録します。2秒*に満たない場合でも、実際には2
秒*分のスペースを使います。このため、実際に録
音できる時間は少なくなります。また、MDに傷が
あるとその部分を自動的に削除するので、その分の
時間が減ります。

デジタル録音の制約 ─ シリアルコピー
マネージメントシステム
デジタルオーディオでは、音声信号をデジタルでや
りとりします。コンパクトディスク（CD）、ミニ
ディスク（MD）、デジタルオーディオテープ
（DAT）、衛星デジタル音楽放送などがこれに当た
ります。これらは音楽を手軽に、劣化の少ない状態
でコピーできます。このため、音楽ソフトの著作権
を保護するコピー規制が必要になりました。それが
「シリアルコピーマネージメントシステム」です。
本機の設計はこのシステムに準拠しています。概要
は以下の通りです。

原則1
デジタル録音したものから、さらに他のデジタル録
音機器（MDやDATデッキなど）へのデジタル録音
はできない。

* ステレオ録音時。（モノラル、LP2ステレオ録音
時は約4秒、LP4ステレオ録音時は約8秒）

編集した曲を再生しながら早送り、巻
戻しすると音が途切れる
再生しながら早送り、巻戻しするときは通常より高
速で再生します。このため、短い曲がディスクの上
に分散していると探すのに時間がかかり、音が途切
れることがあります。

曲番が曲の頭に付かない
レベルシンクロ録音中でも、次のときは曲番が曲の
頭に付かないことがあります。
• 曲の間が短くて一定レベル以下になるのが2秒未
満のとき
• 曲の途中でも2秒以上一定レベル以下になるとき
• 4秒*以下の曲を録音したとき

* ステレオ、モノラル、LP2ステレオ録音時。
（LP4ステレオ録音時は8秒以下）

余分な曲が作られる
CDの曲間が長い場合、余分な曲が作られることが
あります。

録音したトラック数が異なる
CDに短い曲が含まれている場合、録音しても曲番
が付かず、CDとMDで曲数が異なることがありま
す。
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原則2
アナログ録音したものは、他のデジタル録音機器へ
1度だけデジタル録音できる。

ご注意
• BSデジタル/デジタルCSチューナーからはデジ
タル録音できないことがあります。これは、放送
局側で放送チャンネルや番組のデジタル録音を、
禁止または制約する場合があるためです。
• 機器のアナログ入出力端子同士を接続してアナロ
グ録音するときは、上記の原則にあたりません。
• 著作権を保護するためのコピーコントロール信号
を除去、改変してコピーを作成することは、個人
として楽しむ目的であっても法律で禁止されてい
ます。

保証書とアフター
サービス

主な仕様

保証書

アンプ部

• 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、大切に保存してください。
• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

本体（HCD‑SE7）
実用最大出力 25W＋25W（JEITA* 6Ω負荷）
入力端子

テープ入力：250mV、47kΩ
デジタルオプチカル入力（対応サン
プリング周波数32kHz、44.1kHz、
48kHz）

出力端子

テープ出力：250mV、1kΩ
PHONES端子：ステレオミニ
ジャック、16Ω以上

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう1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
当社ではステレオの補修用性能部品（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8
年間保有しています。この部品保有期間を修理可能
の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な場合がありま
すので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談く
ださい。

デジタルオプチカル
出力レベル：−18dBm
発光波長：660nm
モニター出力端子（映像）
最大出力レベル：1.0VP‑P、
負荷インピーダンス：75Ω同期負
モニター出力端子（S映像）
最大出力レベル
輝度信号1.0VP‑P、負荷インピーダ
ンス75Ω同期負
色信号0.286VP‑P、負荷インピーダ
ンス75Ω終端
モニター出力端子（D2映像）
最大出力レベル
Y：1.0VP‑P、負荷インピーダンス
75Ω同期負
CB/B‑Y、CR/R‑Y：0.7VP‑P、負荷
インピーダンス75Ω終端

DVDプレーヤー部
DVD/CD/SA‑CDプレーヤー
JEITA*標準、NTSCカラー方式

周波数特性

DVD：2Hz〜22kHz
CD：2Hz〜20kHz
スーパーオーディオCD：2Hz〜
50kHz

部品の交換について
この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利
用する場合があります。その際、交換した部品は回
収させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知ら
せください。
• 型名：CMT‑SE7
• 故障の状態：できるだけ詳しく
• 自己診断機能の状況：
• 故障したときに再生していたディスク：

チューナー部
受信周波数

FM：76〜90MHz
AM：531〜1,602kHz
アンテナ端子 FM：75Ω不平衡型F型
AM：外部アンテナ端子

その他

形式
信号方式

MDデッキ部
サンプリング周波数
44.1kHz
周波数特性
5Hz〜20kHz

• 購入年月日：
• お買い上げ店：
次のページへつづく
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スピーカーシステム（SS‑CSE7W）
方式
バスレフ型、防磁型（JEITA*）
形状

コーン型90mmツインドライブウー
ファー、バランスドーム型（CD
ホーン付）25mmトゥイーター

別売りアクセサリー
スピーカースタンド WS‑MC1
（スピーカーシステム SS‑CSE7の
みに対応）
本機に対応する別売りアクセサリー
は、予告なく変更することがありま
す。詳しくはお買い上げ店またはソ
ニーサービス窓口、お客様ご相談セ
ンターにお問い合わせください。

定格インピーダンス
6Ω
最大外形寸法（幅×高さ×奥行き）
135×330×215mm
質量
約2.7kg

スピーカーシステム（SS‑CSE7）
方式
バスレフ型、防磁型（JEITA*）
形状

コーン型90mmツインドライブウー
ファー、バランスドーム型25mm
トゥイーター
定格インピーダンス
6Ω
最大外形寸法（幅×高さ×奥行き）
120×280×250mm
質量
約3.3kg

その他
電源
消費電力

AC100V、50/60Hz
70W：通常動作時（JEITA*）
0.3W以下：スタンバイ（節電モー
ド）時

最大外形寸法（幅×高さ×奥行き、最大突起部含む）
アンプ/DVDプレーヤー /MDデッキ/
チューナー部：
215×142×334mm
質量
アンプ/DVDプレーヤー /MDデッキ/
チューナー部：
6.2kg
付属品
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リモートコマンダー（1）
単3形乾電池（2）
映像接続コード（1）
FM用簡易アンテナ（1）
AMループアンテナ（1）
USB接続ケーブル（1）
取扱説明書（1）
M‑crew/Net MD対応SonicStage
CD‑ROM（1）
安全のために（1）
ソニーご相談窓口のご案内（1）
保証書（1）
カスタマー登録のお願い（1）

本機は「高調波ガイドライン適合品」です。
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。

* JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定
値です。
･ 待機時消費電力0.3W以下
･ 主なプリント配線板にハロゲン系難
燃剤を使用していません
･ 主なはんだ付け部に無鉛はんだを使
用
･ キャビネットにハロゲン系難燃剤を
使用していません
･ システムの本体キャビネットにハロ
ゲン系難燃剤を使用していません
･ 包装用緩衝材に紙材料を使用

言語コード一覧表
詳しくは26、28ページをご覧ください。
言語名表記はISO639:1988（E/F）に準拠


Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue

ɽ˂ʓ
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483


Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian

ɽ˂ʓ
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697


Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu

1703

ིް

その他

ɽ˂ʓ
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
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スーパーオーディオCDには、以下のような

用語解説

種類がある。
• スーパーオーディオCD（シングルレイ
ヤーディスク）

アルバム

HD（ハイデンシティ）レイヤー（スー

MP3音声またはJPEG画像を記録している

パーオーディオCD用の高密度信号層）単

データCDの中の単位の1つ。
インターレース（飛び越し走査）
映像の1フレーム（コマ）を2つのフィール
ド画像で半分ずつ表示する方式で、従来のテ
レビの表示方式。奇数フィールドでは奇数番
号の走査線、偶数フィールドでは偶数番号の
走査線を交互に表示するようになっている。

ヤーディスク）
長時間再生を可能にした、HDレイヤーが
2層になっているディスク。2層構成に
なっているが片面読み出しのため、ディス
クを裏返す必要はない。
• スーパーオーディオCD+CD（ハイブリッ

インデックス（CD/スーパーオーディオCD）
/ビデオインデックス（ビデオCD）

ドディスク）

再生したい部分を見つけやすいように、1つ

たディスク。2層構成になっているが片面

のトラックをいくつかの部分に区切って番号

読み出しのため、ディスクを裏返す必要は

を付けたもの。インデックスが記録されてい

ない。また、CDレイヤーの内容は通常の

ないディスクもある。
視聴年齢制限（34ページ）
国･地域ごとの規制レベルに合わせて、視聴
年齢制限に対応したディスクの再生を制限す
る、というDVDの機能。制限のしかたは
DVDによって異なり、全く再生できない場

HDレイヤーとCDレイヤーとが2層になっ

CDプレーヤーでも再生できる。
• 2チャンネル＋マルチチャンネルスーパー
オーディオCDディスク
スーパーオーディオCDのHDレイヤーに2
チャンネルのエリアとマルチチャンネルの
エリアの両方が記録されているディスク。

合や過激な場面をとばしたり、別の場面に差

タイトル

し替えて再生する場合などがある。

DVDに記録されている映像や曲のいちばん

シーン
PBC（プレイバックコントロール）対応のビ
デオCDで、メニュー画面や動画、静止画の
区切りのこと。シーンごとに順に付けられた
番号をシーン番号という。
スーパーオーディオCD
現行のCDなどに用いられているPCM方式と
は異なるDSD（ダイレクトストリームデジタ
ル）方式で記録された、新しい高音質オー
ディオディスクの規格。DSD方式は、CDの
64倍にあたるサンプリング周波数で、1ビッ
トの量子化の採用により、現行のCDをはる
かに超える広い再生帯域と可聴帯域における
十分なダイナミックレンジを確保し、原音を
より忠実に再現する。
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層のみのディスク。
• スーパーオーディオCD（デュアルレイ

大きな単位。通常は映像ソフトでは映画1作
品、音楽ソフトではアルバム1枚（または1
曲）にあたる。タイトルに順に付けられた番
号をタイトル番号という。
地域番号（リージョンコード）（37ページ）
著作権保護を目的に設けられた制度。販売地
域によって、DVDプレーヤーやDVDディス
クには地域番号が割り当てられていて、プ
レーヤー本体やディスクのパッケージに、そ
れぞれの地域番号が表示されている。プレー
ヤーとディスクの地域番号が一致していると
再生できる。 ALL の表示のあるディスクは、
どのプレーヤーでも再生できる。なお、地域
番号の表示がないDVDでも、地域制限され
ている場合がある。

チェックアウト/チェックイン

ドルビーデジタル

チェックアウトとは、パソコン上の音楽デー

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声の

タをMD機器へ高速転送すること。チェック

デジタル圧縮技術。5.1チャンネル・サラウ

インとは、チェックアウトした曲を転送元の

ンドに対応している。リアチャンネルはステ

パソコンに「戻す」こと。転送元とは異なる

レオになり、サブウーファーチャンネルは独

パソコンにチェックインすることはできな

立して出力される。ドルビーデジタルシネマ

い。

音声方式のような高水準のデジタル音声を
5.1チャンネルで楽しむことができる。全

チャプター
DVDに記録されている映像や曲の区切りで、
タイトルよりも小さい単位。1つのタイトル
はいくつかのチャプターで構成される。チャ
プターに順に付けられた番号をチャプター番

チャンネルが完全に分離した状態で記録され
るのでチャンネル間セパレーションが良く、
すべてデジタルで受け渡しされるので劣化し
にくいという特長がある。

号という。チャプターが記録されていない

ビデオCD

ディスクもある。

動画の記録されているCD。ビデオCDでは、
デジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつ、

トラック
ビデオCD、CD、スーパーオーディオCD、
MP3、JPEG、MDに記録されている映像や
曲の区切り（1曲分）
。トラックに順に付けら
れた番号をトラック番号という。
ディスクに関する用語の説明
ÄÖÄ
ʑɭʃɹ

「MPEG1」（エムペグ1）を使うことにより、
映像情報を平均約140分の1に圧縮している。
これにより、12cmのディスクに最大74分ま
での動画を記録できる。また、音声情報につ
いても、人間には基本的には聴こえない音声
を圧縮して記録し、従来の音楽用CDと比較
すると、音声情報も約6分の1に圧縮してい
る。ビデオCDには、動画や音声の再生だけ

ʉɮʒʵ

が可能なバージョン1.1と、高精細の静止画
の再生やPBC（プレイバックコントロール）

ʋʭʡʉ˂
ʝʑɴÃÄ¯ÃÄ¯ʃ˂ʛ˂ɴ˂ʑɭɴÃÄ¯ÍÄ
ʑɭʃɹ
ʒʳʍɹ

機能を持ったバージョン2.0がある。
ファイル
JPEG画像を記録しているデータCDの中の単
位の1つ。

ɮʽʑʍɹʃ*
ÍÐ³
ʑɭʃɹ

その他

ɬʵʚʪ
ʒʳʍɹ
ÊÐÅÇ
ʑɭʃɹ
ɬʵʚʪ
ʟɫɮʵ

* MDにインデックスはありません。

次のページへつづく
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プレイバックコントロール（PBC）（ビデオ
CD）

D映像信号

ディスクのタイプによって、次の2種類の再

で簡単にコンポーネント映像信号を接続でき

生ができる。
• PBC対応でないビデオCD（バージョン

るため、より高画質な画像となる。D端子に
は対応する信号フォーマットによってD1、

1.1）

D2、D3、D4端子がある。

音楽用CDと同じように操作して、音声と

• D1端子：525i（480i）の信号に対応

映像（動画）を再生する。

• D2端子：525i（480i）と525p（480p）

• PBC対応ビデオCD（バージョン2.0）
PBC対応でない場合に加え、テレビ画面に
表示されるメニュー画面（選択画面）を
使って、対話型のソフトや検索機能のある
ソフトを再生する（PBC再生、18ペー
ジ）
。また、高精細の静止画も再生できる。
プログレッシブ（順次走査）
（32ページ）
映像の1フレーム（コマ）を2つのフィール
ド画像で半分ずつ表示するインターレース方
式に対して、1フレームを1つの画像で表示
する方式。従来のインターレース方式が1秒
を30フレーム（60フィールド）で構成する
のに対して、はじめから1秒を60フレームで
構成するため、静止画や文字、横線の多い場
面などで高品質な映像を再現できる。
本機は525プログレシッブ（525p）方式に
対応しています。

の信号に対応
• D3端子：525i（480i）と525p（480p）、
1125i（1080i）の信号に対応
• D4端子：525i（480i）と525p（480p）、
1125i（1080i）、750p（720p）の信号
に対応
本機はD2端子に対応しています。

* iはインターレース、pはプログレッシブの略。
カッコ内の数字は有効走査線数で数えたときの別
称。

DTS
デジタルシアターシステムズ社の開発した音
声のデジタル圧縮技術。5.1チャンネル・サ
ラウンドに対応している。リアチャンネルは
ステレオになり、サブウーファーチャンネル
は独立して出力される。高水準のデジタル音
声を5.1チャンネルで楽しむことができる。
全チャンネルが完全に分離した状態で記録さ

マルチアングル

れるのでチャンネル間セパレーションが良

DVDの機能のひとつで、同じ場面が視点を

く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣

変えて複数のアングル（カメラの位置）で記

化しにくいという特長がある。

録されていること。
マルチランゲージ
DVDの機能のひとつで、同じ映像に対して
音声や字幕が複数の言語で記録されているこ
と。
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D端子付きデジタルテレビと1本のケーブル

DVD
CDと同じ直径で最大8時間までの動画が記録
できるディスク。
片面1層で4.7GB（GigaギガByteバイト）と
CDの7倍の情報が記録でき、片面2層で
8.5GB、両面1層では9.4GB、両面2層では
17GBが記録できる。
画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規
格のひとつ、
「MPEG2」（エムペグ2）を採
用し、映像データを約1/40（平均）に圧縮
して記録する。また画像の状態に合わせて割
り当てる情報量を変化させる可変レート符号
化技術も採用されている。音声情報はPCM
の他、ドルビーデジタルを用いて記録でき、
より臨場感のある音声が楽しめる。
またマルチアングル、マルチランゲージ、視
聴年齢制限などさまざまな付加機能も用意さ
れ、より高度な楽しみかたができる。
MDLP
1枚のMDの録音時間を2倍長（LP2）、4倍長
（LP4）にすることができる技術。MDLPロ
ゴの付いていないMD機器（MDLP非対応機
器）では再生することができない。
Net MD
パソコン上の音楽データをMD機器へ高速転
送することができるMDの拡張規格。
TOC
MDの曲番（曲順）や曲の開始/終了点などの
情報を管理している領域のこと。音楽領域と
は別になっている。

その他
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各部のなまえ
本体

1

234 5 6

9 0

qa

78

qd qf qg

qs
A ?/1（電源）スイッチ
チューナー

B TUNERスティック（11ページ）

qh qj

I ?/1（電源）インジケーター
J リモコン受光部

エムディー

C MDスティック（11ページ）
スーパーオーディオシーディー
ファンクション

E FUNCTIONボタン（15、41、49、
63、98、102ページ）
ボリューム

F VOLUME＋/−ボタン
G Z（ディスクトレイ開/閉）ボタン
ディスプレイ

K ディスクトレイカバー

ディーブイディー

D SA‑CD/DVD スティック （11ページ）

H DISPLAYボタン（44、53、64、91〜
96、98ページ）

L 表示窓
ネット

エムディー

M NET MDボタン（99ページ）
ホーンズ

N PHONES端子
O 録音用ボタン
レコーディングモード

REC MODEボタン（50ページ）
レコード

レックイット

REC/REC ITボタン（51ページ）
シンクロ

モード

SYNCHRO MODEボタン（50ページ）
エンター

スタート

ENTER/STARTボタン（50ページ）
エムディー

P MDスロット
Q Z（MD取り出し）ボタン
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表示窓

1

5

2

6

A 操作状況表示

3

7

4

8

E N表示

プレイバックコントロール

B PBC表示（18ページ）
スーパーオーディオシーディー

SA‑CD表示（4ページ）

X表示
トック

TOC表示（46、60ページ）

ビデオシーディー

VCD表示（4ページ）

F 録音表示

ディーブイディー

シンクロ

DVD表示（4ページ）

SYNC表示（50ページ）

エムピースリー

レコード

MP3表示（4ページ）

REC/REC IT表示（50ページ）

テキスト

TEXT表示（62、91ページ）

レックイット

ドルビーデジタル

G Dolby Digital表示（133ページ）

ジェイぺグ

デジタルシアターシステムズ

JPEG表示（4ページ）

dts表示（134ページ）

アイディースリー

ID3表示（93ページ）
バーチャルサラウンド

C VIRTUAL SURR表示（85ページ）

ノーマル

H NORM表示（50ページ）
ハイ

HIGH表示（50ページ）

ナイト

グループ

オン

NIGHT表示（85ページ）

GROUP ON表示（44、61ページ）

ダイナミックバスフィードバック

ロングプレイ

DBFB表示（84ページ）

LP2表示（47ページ）

オーバー

ロングプレイ

D OVER表示（59、77ページ）

LP4表示（47ページ）
モノラル

L‑SYNC表示（55ページ）

その他

MONO表示（50ページ）
レベルシンクロ

次のページへつづく
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9

0

qa
ディスク

I DISC表示（94ページ）
アルバム

ALBM表示（92、94、133ページ）
タイトル

TITLE表示（92、94、133ページ）
トラック

TRK表示（92、94、133ページ）
チャプター

CHAP表示（92、94、133ページ）
グループ

GROUP表示（94ページ）
ファイル

FILE表示（92、94、133ページ）
チューンド

J TUNED表示（79ページ）
ステレオ

STEREO表示（79ページ）
モノラル

MONO表示（82ページ）

qs

qd

オープン

K OPEN表示（11、22、44、48、60、
80、88、107ページ）
エーエムピーエム

AM/PM表示
タイマー表示（86、87、89ページ）
アルバム

L ALBM表示（15ページ）
アルバムシャッフル

ALBM SHUF表示（15ページ）
シャッフル

SHUF表示（15、42ページ）
プログラム

PGM表示（15、42ページ）
リピート

リピートワン

REP/REP1表示（19、42ページ）
オート

M AUTO表示（79ページ）
プリセット

PRESET表示（80ページ）
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リモコン

1
2
3

qd
qf
qj

8

4

9

qg

5

0

qh

6

qa

qk
qs
7

ql

A ?/1（電源）スイッチ

H 音声調節ボタン
ダイナミックバスフィードバック

B スリープボタン（86ページ）
ディスプレイ

C DISPLAYボタン（44、53、64、91〜
96、98ページ）
D アングルボタン（30ページ）
字幕ボタン（28ページ）
音声ボタン（27ページ）
ネームエディット

セレクト

E NAME EDIT/SELECTボタン（63、82
ページ）

DBFBボタン（84ページ）
サウンド

フィールド

SOUND FIELDボタン（85ページ）
バス

トレブル

BASS/TREBLEボタン（84ページ）
エムディー

I MDグループボタン（44、50、65ペー
ジ）
グループスキップボタン（44、50、67
ページ）
J プリセット＋/−ボタン（81ページ）

ピーシーライブラリー

./>（頭出し）ボタン

ファンクション

F FUNCTIONボタン（15、41、49、
63、98、102ページ）
イエス

G V/v/B/b/決定/YESボタン

チューニング＋/−ボタン（79ページ）
m/M（早戻し/早送り）ボタン（16、
42ページ）

その他

PC LIBボタン（98ページ）

ディーブイディー

DVDトップメニューボタン（18ページ）
アルバム−ボタン（16ページ）
ディーブイディー

DVDメニューボタン（18ページ）
アルバム＋ボタン（16ページ）
ディーブイディー

DVD画面表示ボタン（20、26、38、
95ページ）

/y（スロー）ボタン（16ページ）
K リターンOボタン（19、34ページ）
メニュー

ノー

L MENU/NOボタン（56、60、79ペー
ジ）
M 時計/タイマー用ボタン
選択ボタン（88ページ）

ディーブイディー

DVD設定ボタン（28、39ページ）

設定ボタン（12、87ページ）
次のページへつづく
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N 再生モード/チューニングモードボタン
（15、42、60、79ページ）
O アルファベット/数字/カタカナ入力ボタ
ン（17、30、42、64、81ページ）
P クリアボタン（20、44、64、83ペー
ジ）
エフエム

Q リピート/FMモードボタン（19、42、
82ページ）
ピーシー

R PCN（再生）ボタン
チューナーバンド

TUNER/BANDボタン（79ページ）
エムディー

MDN（再生）ボタン
スーパーオーディオシーディー

ディーブイディー

SA‑CD/DVDN（再生/セレクト）ボタ
ン
X（一時停止）ボタン
x（停止）ボタン
ボリューム

S VOLUME ＋/−ボタン
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索引
あ行
頭出し 24、55、74
アナログ録音 103
アングル 30
インデックス 132
オートカット 57
音声切り換え 26
音声言語 28
音声トラック自動選定モー
ド 28

か行
カスタム視聴制限 33
画面設定 31
画面表示言語 28
画面表示項目一覧 38
曲順を変える 71
曲を消す 68
曲をつなぐ 72
曲を分ける 74
グループ
登録する 65
登録を解除する 66
グループ機能 61
言語設定 28
誤消去防止つまみ 47
コンポーネント出力 32

さ行
サーチ 16
再生時間を調べる 94、95
再生タイマー 87
再生チャンネルの表示 27
シーン 132
時間表示 95
視聴制限 33
視聴設定 28
視聴年齢制限 34、132
自動受信 79
字幕言語 28
字幕表示 27
シャッフル再生
ビデオCD、CD、スー
パーオーディオCD、
MP3 14
MD 41

手動受信 80
シンクロ録音 49
スーパーオーディオCD
132
スキャン 16
スクリーンセーバー 32
スピーカー設定 37
スマートスペース 57
スリープタイマー 86
スロー再生（DVD/ビデオ
CD） 16
接続
アンテナ 8
外部アンテナ 104
スピーカー 8
別売りの機器 101
設定項目一覧 39
節電モード 91

た行

ファイル 133
フェードイン・フェードア
ウト 77
プリセット受信 81
プレイバックコントロール
（PBC） 18、134
プログラム再生
ビデオCD、CD、スー
パーオーディオCD、
MP3 21
MD 43
プログレッシブ 32、134
編集の取り消し（MD） 75

ま行
マニュアル受信 81
マニュアル録音 52
メッセージ一覧 121
メニュー画面 17

タイトル 132
タイマー 86、89
タイムサーチ 25
タイムマシン録音 54
地域コード 37
地域番号 5、132
チェックアウト 133
チェックイン 133
チャプター 133
長時間録音 47
デジタル録音 103
トラック 133
トラックマーク 55
ドルビーデジタル 133

ら行

な行

A‑Z

名前を付ける
MD 62
ラジオ局 82
残り時間を調べる 91、95

は行
背景画面 32
パソコン 97
ビデオCD 7、133
表示窓 11、14、91

ラジオ局名を確認する 95
リージョンコード 5、132
リジューム再生 16
リセット 118
リピート再生
DVD、ビデオCD、CD、
スーパーオーディオCD、
MP3、JPEG 19
MD 42
レベルシンクロ録音 55
録音タイマー 89
録音レベル調節 58、76

AMアンテナ 9
CDレイヤー 132
CD‑TEXT 62
COMBINE（コンバイン）
72
CREATE（クリエイト） 65
D映像信号 134
D端子 10、101
DIVIDE（ディバイド） 74
DTS 134
DVD 135
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DVDトップメニュー 17
DVDメニュー 17
DVDメニュー言語 28
ERASE（イレース） 68
FMアンテナ 9
HDレイヤー 132
LP2 47
LP4 47
L‑SYNC 55、137
MDの制約 127
MDLP 47、135
MOVE（ムーブ） 71
NAME（ネーム） 62
Net MD 135
OPEN 11、138
PBC再生 18
RELEASE（リリース） 66
S映像端子 10、101
S.F EDIT 76
TEXT 62、137
TVタイプ 31
UNDO（アンドゥ） 75
16:9 31
4:3パンスキャン 31
4:3レターボックス 31
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