録音の準備をする


ウォークマン を充電する。
USBケーブルのコネクターは、

オーディオ機器
などからの録音

を上にして ウォークマ
ン に差し込みます。

 録音元のオーディオ機器を確認する。

 録音用ケーブルを接続する。

オーディオ機器のヘッドホン端子にヘッドホンをつな
ぎ、音量調節ができることを確認してください。

手順でヘッドホンをつないだ端子に録
音用ケーブルのステレオミニプラグ（φ
3.5mm）を差し込み、もう一方を ウォー
クマン のWM-PORTジャックにつなぎ
ます。

USBケーブル

（同梱）



ウォークマン に
ヘッドホンをつなぐ。

 録音用ケーブルのLEVEL
スイッチを合わせる。

 録音方法を選ぶ。

ヘッドホン端子につないだ場合は、
「1」
にします。

ウォークマン 側で自動的に
録音開始と停止をして欲しい

シンクロ録音する

A

手動で録音開始と停止を
したい

マニュアル録音する

B

ヒント

ヒント




オーディオ機器の音声出力端子がLINE
OUTの場合は、LINE OUT端子に差し
込んでください。
 端子のサイズが合わない場合は、
別売の
プラグアダプターをご利用ください。


録音中は充電できません。録音が途中で止まらない
ように、満充電まで充電しておくことをおすすめし
ます。
パソコンを使わない場合は、別売のACアダプター
AC-NWUM60などをご利用ください。

ご注意


音量調節ができない場合は、LINE OUT端子につなが
れている可能性があります。その場合は手順で
LEVELスイッチを「2」に合わせてください。

ヒント
手順でLINE OUT端子につないだ場
合は、LEVELスイッチを「2」にしてくだ
さい。

シンクロ録音する

はじめにお読みください



本書は、別売の録音用ケーブルを使って、パソコンを使わずに本製品（以降
ウォークマン ）に音楽を録音する方法を説明しています。

ウォークマン の画面をオンにする。

 ホーム画面で

［ダイレ
クト録音］をタップする。

［シンクロ録音］を
タップする。

 録音時の音量レベルを調整する。
1 オーディオ機器

オーディオ機器から直接録音する
ヘッドホン端子やLINE OUT端子のある機器からの音声を、別売の録音用
ケーブルを ウォークマン につないで録音します。本書ではオーディオ機器
（ラジカセ）を例に説明します。
直接録音できる機器
（ラジカセ、ポータブルMD/CD、
TVなど）

ウォークマン

を再生する

A

ロック解除画面で
にタッチし、その
まま指を左から右
へ動かす。

2 レベルメーターが、赤い

ゲージを超えない程度に
オーディオ機器の音量を
調整する



ウォークマン を録音待機
の状態にする。

ヒント

 オーディオ機器で、録音したい音声を
再生する。

ウォークマン の

ウォークマン の
ヘッドホンで聴い
て確認することも
できます。

 録音を停止する。

音を検出すると の中心が赤
く点灯してレベルメーターが動
き始め、録音ステータスが
［PAUSE］から［REC］に変
わります。
2秒以上無音状態が続くと自動
的に録音を一時停止し、音の検
出待ちになります。
再び音を検知すると、曲は分割
され、新しい曲として同じフォ
ルダーに録音されます。

をタップすると
の中心が赤く点
滅し、音の検出待ち
の状態になります。

3 調整が終わったらオー

ディオ機器の再生を停
止し、
録音開始点に戻す

ウォークマン
の
をタップ
します。

マニュアル録音する


録音用ケーブル

ウォークマン の画面をオンにする。

WMC-NWR1

 ホーム画面で

［ダイレ
クト録音］をタップする。

［マニュアル録音］を
タップする。

 録音時の音量レベルを調整する。

（別売）

1 オーディオ機器
を再生する

B

ロック解除画面で
にタッチし、その
まま指を左から右
へ動かす。

2 レベルメーターが、赤い

ゲージを超えない程度に
オーディオ機器の音量を
調整する

3 調整が終わったらオー

ディオ機器の再生を停
止し、
録音開始点に戻す

 オーディオ機器で、録音

したい音声を再生する。

 録音を開始する。
ウォークマン の をタップ
すると の中心が赤く点灯し
て［REC］が表示され、録音が
開始されます。

 録音を停止する。
録音を止めたいタイミングで、ウォークマン の をタッ
プします。
 続けて録音する場合は、
手順 〜 を繰り返します。
 続けて録音した曲は、
同じフォルダーに録音されます。
 新しいフォルダーに録音するには
をタップしてダイ
レクト録音のトップ画面に戻り、再度［マニュアル録音］
をタップしてください。

録音した曲を聞く


ウォークマン から録音用
ケーブルをはずす。

困ったときは



 ホーム画面で

ウォークマン の画面をオンにする。

する。

– ［W.ミュージック］をタップ

 曲を選んで再生を始める。

マイ ライブラリーが表示されます。
マイ ライブラリーが表示されない場合は、
左上の をタップしてください。

ロック解除画面で
にタッチし、その
まま指を左から右
へ動かす。

ウォークマン での録音について、よくあるご質問をご紹介します。

録音時の曲名について
録音した曲のフォルダー名と曲名は、
録音時の日付と時刻に従って自動的に登録
されます。
 フォルダー名：yyyy-mm-dd
（録音時の年-月-日）
 曲名：nnn-hhmm
（同じフォルダー内の通し番号-録音開始時分）

［録音した曲］をタップし、再生したい曲の
フォルダーをタップして曲を選びます。

ヒント
［全曲］
や［アーティスト］など、他の項目か

らも曲を選べます。その場合、録音した曲
の曲名は、右記「録音時の曲名について」の
曲名が表示され、アルバム名は録音フォル
ダー名が表示されます。

例）録音フォルダー名

録音曲名

（2013年9月1日に録音した場合）
録音した曲のアルバム名や曲名を変更
したい場合は、パソコンにインストール
したMedia Goをお使いください。

曲が録音されない。






録音時の音量レベルが小さいと録音されません。オーディオ機器の音量を上げて
録音してください。
「シンクロ録音する」の手順を参照してください。
録音が始まっていません。シンクロ録音の場合は をタップしても録音待機の状
態になるだけで、音が検知されないと録音は始まりません。オーディオ機器の再生
を始めてください。
録音用ケーブルが正しく接続されていません。ウォークマン に「別売の録音用ア
クセサリーを接続してください。」と表示されるときは、録音用ケーブルが ウォー
クマン にしっかりと接続されているか確認してください。また、ウォークマン
のヘッドホンで曲の再生を確認できないときは、
オーディオ機器に録音用ケーブル
がしっかり差し込まれているか確認してください。

録音した曲がヘッドホンの左側からしか聞こえない。


録音した曲の曲名などを編集する
ウォークマン に内蔵されているソ
フトウェアMedia Goをパソコンに
インストールすると、ウォークマン
に録音した曲をパソコンに取り込ん
で曲名やアルバム名などを編集する
ことができます。
Media Goのインストールについて
は別紙
「音楽を楽しむ」
を参照してく
ださい。

録音した曲を削除する
 パソコンでMedia Goを起動する。
 ウォークマン をパソコンに接続する。

ウォークマン で録音した曲は、
パソコンに接続してもMedia Goの画面右側の一
覧には表示されません。

 Media Goの［WALKMAN（機種名）］をダブルクリックして［ミュージック］
をクリックする。

 Media Goの［インポート］ボタンをクリックする。

「楽曲の取込み」
画面が表示され、
ミュージックライブラリーへ曲の取り込みが始ま
ります。

ロパティー］を選んで曲名やアルバム名を編集する。

以下の操作は ウォークマン ではできません。

指定したフォルダーへ録音する。
 録音した曲を指定したフォルダーにまとめる。
 録音した曲をつなげる、
分割する。
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– ［ダイ

レクト録音］をタップする。

［

録音した曲一覧へ］
をタップする。

 削除したい曲を
長押しする。

［削除］をタップ
する。

曲が複数の曲に分割されて録音される。


シンクロ録音で自動的に曲が分割されています。シンクロ録音では音声の有無に
よって自動的に曲を分割します。曲の途中で無音状態が一定時間続く曲はマニュ
アル録音で録音してください。
「マニュアル録音する」を参照してください。

複数の曲が1曲として録音される。


ウォークマン 内の音楽リストが表示されます。

 取り込んだ曲から編集したい曲を選択し、Media Goの編集メニューから［プ

ウォークマン の録音に関するご注意

 ホーム画面で

モノラル機器から録音した可能性があります。録音用ケーブルはステレオミニプ
ラグのため、モノラル機器のイヤホン端子やヘッドホン端子ににつなぐと、左チャ
ンネルにしか録音されないことがあります。

シンクロ録音で自動的にひとつの曲と認識されています。シンクロ録音では音声の
有無によって自動的に曲を分割します。曲間が短くひとつの曲と認識される場合は、
マニュアル録音で録音してください。
「マニュアル録音する」
を参照してください。

電池の消耗が早い。


録音用ケーブルを使った録音では、
曲の再生などの使いかたに比べて電池持続時間
は短くなります。

詳しい情報は、ダイレクト録音アプリケーション内のヘルプをご覧ください。

