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 はじめに
この取扱説明書では、ドライバなどのソフトウェアをコンピュータにイ
ンストールする方法および本機の接続方法について説明しています。
本機のくわしい操作方法については、オンラインヘルプ「infoCarry端末
ヘルプ」を、ソフトウェアの操作方法については「infoCarry Toolsヘル
プ」をご覧ください。

電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す
ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信
機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

商標と著作権について
•  およびinfoCarryはソニー株式会社の商標です。
• IBMおよびPC/ATは、米国International Business Machines

Corporationの登録商標です。
• Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国
における商標または登録商標です。

• MMXおよびPentium は Intel Corporation の商標または登録商標
です。

• 本書ではMicrosoft® Windows® 2000 ProfessionalをWindows
2000と記載しています。

• 本書ではMicrosoft® Windows® Millennium EditionをWindows
Meと記載しています。

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開
発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®
マークは明記していません。

• 地図データの著作権は、株式会社アルプス社が所有しています。

付属のソフトウェアについて
s 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明
書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸す
ることは、著作権法上禁止されております。

s 本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の傷害、
逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、
一切その責任を負いかねます。

s 万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。そ
れ以外の責はご容赦ください。

s 本機に付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。

s 本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することが
ありますが、ご容赦ください。

s 本機に付属していないソフトウェアを使用した際の動作は、保証しており
ません。

こんなことができます
本機は、コンピュータと接続して本機の内蔵メモリに記録したデータ
を、手軽に持ち運んで見ることができるデータビューアーです。VNW-
V15およびVNW-V15/Sでは、簡単な文章を入力することもできます。
付属の専用ソフトウェアinfoCarry Toolsを使用して、Webやメール、
スケジュール帳、アドレス帳などコンピュータ内のさまざまな情報をテ
キストファイルとビットマップファイルに変換し、本機に送信して記録
できます。

必要なシステム構成
付属のソフトウェアをお使いいただくには、次のようなハードウェア、
ソフトウェアが必要です。
s以下の性能を満たしたIBM PC/AT互換機
－CPU：MMX Pentium 133MHz以上
－ハードディスクの空き容量：

50Mバイト以上（地図データをインストールしないとき）
600Mバイト以上（すべての地図データをインストールするとき）

－RAM：16Mバイト以上（推奨32Mバイト以上）
－USBポートが標準で装備されていること

s OS：Windows 98 日本語版、Windows 2000 日本語版または
Windows Me 日本語版が標準インストールされていること

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解
してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大
けがなど人身事故につながることがあります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけが
をしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号 行為を禁止する記号

下記の注意事項を守らないと火災・感
電により死亡や大けがの原因となり
ます。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、
水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電池
を外して、カスタマーリンク修理窓口にご相談ください。
そのままコンピュータに接続すると、コンピュータの故
障の原因になることがあります。

推奨品以外の電池を使わない
破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の
汚損の原因となります。

運転中は使用しない
• 自動車、オートバイなどの運転をしながら表示画面を
見ることは絶対におやめください。交通事故の原因と
なります。

• また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、
周囲の交通や路面状況に十分にご注意ください。

取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らない
と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製
品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお
読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管
してください。

VNW-V5
VNW-V5/S
VNW-V15
VNW-V15/S

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない
上記のような場所に置くと、故障の原因となることがあ
ります。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境
でのご使用は、故障の原因となることがあります。

内部を開けない
内部の点検、修理はカスタマーリンク修理窓口にご依頼
ください。

直射日光のあたる場所や熱機具の近くに設置・
保管しない
内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。

ぬれた手で本体をさわらない
感電の原因となることがあります。

液晶画面のガラスに注意
画面（表示部）はガラスでできています。本体をひねる、
また本体を落としたり、肘などをついたり、重いものを
載せたりすると、割れてしまい、破片でケガをすること
があります。

下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の
物品に損害を与えたりすることがあります。

● eEは機器の表示に合わせて正しく入れる。
逆に入れると液もれする。

● 電池を火の中に入れたり、加熱、はんだ付け、
分解しない。破裂や液もれのおそれがある。

● もれた液が人体に付着したときは次の処置をし
てください。
– 液が付着したときは皮膚に炎症・ケガのお
それがあるので、ただちにきれいな水で洗
い流す。炎症・ケガの症状があるときは医
師に相談する。

– 液が眼に入ったときは失明のおそれがある
ので、眼をこすらず 、すぐに水道水などの
きれいな水で充分洗い、ただちに医師の治
療をうける。

● 指定された種類の電池を使用する。

● 乾電池を充電しない。
● 使い切った電池はすぐに取り外す。
● 機器を使用しないときは電池を取り外してお
く。

電池についての安全上のご注意
使いかたを誤ると、液もれ・発熱・破裂によりケガの原因となります。下
記の事項を必ず守り、正しく使用してください。

本機では以下の電
池をお使いいただ
けます。

電池の種類につい
ては、電池本体上
の表示をご確認く
ださい。

乾電池*
アルカリ単4形

* マンガン乾電池では、ご
使用時間が極端に短くな
るため、おすすめしませ
ん。

使用上のご注意

落下についてのご注意
本機に強いショックを与えないでください。故障の原因となることがありま
す。

置き場所についてのご注意
次のような場所には置かないでください。

• 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高いとこ
ろ。（本機は5℃～35℃の範囲でご使用ください。）

• 車のダッシュボードの上や、直射日光下で窓を閉め切った自動車内。（特
に夏季）

• 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
• ほこりの多いところ。
• ぐらついた台の上や傾いたところ。
• 振動の多いところ。
• 風呂場など、湿気の多いところ。

操作についてのご注意
急激な温度変化は避けてください。寒いところから暖かいところに移した
り、室温を急に上げた直後は使わないでください。内部に結露が生じている
場合があります。結露が生じると、正しく動作しないことがあります。電源
を切って、約2、3時間放置してください。正常に動作するようになります。

ファイル転送中のご注意
本機とコンピュータを接続してファイルを転送しているときは、USBケーブ
ルを抜かないでください。

異常や不具合が起きたら
万一異常や不具合が起きたとき、異物が中に入ったときは、カスタマーリ
ンク修理窓口にご相談ください。

お手入れ
柔らかい布でからぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤液でし
めらせた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面
の仕上げを傷めるので使わないでください。

ご注意
本機の掃除をするときは、本機をコンピュータから取り外してください。

保証書とアフターサービス

保証書

• この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お確かめ
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。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう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カスタマーリンクへご連絡ください
カスタマーリンクについては、添付の「サービス・サポートのご案内」をご覧
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。
ただし、故障の原因が不当な分解や改造であると判明した場合は、保証期
間内であっても、有償修理とさせていただきます。
くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていた
だきます。

 付属品を確かめる
以下の付属品がそろっているか確認してください。
付属品の中に欠けているものがあるときはカスタマーリンクにご連絡く
ださい。

❑ パーソナルネットワークプレーヤー 本体（1）
❑ USBケーブル（1）
❑ アプリケーションCD-ROM（1）
❑ 単4形アルカリ乾電池（1）
❑ 取扱説明書（本書）
❑ 保証書（1）
❑ サービス・サポートのご案内（1）
上記に加え、VNW-V15、VNW-V15/Sには、以下のものも付属されて
います。

❑ コンテンツCD-ROM（1）
❑ キャリングケース（1）
❑ ハンドストラップ（1）
❑ コンテンツCD-ROMついて/簡易メモの文字入力について（1）

 各部のなまえ

• 異常な音、においがしたら、煙が出たら
• 内部に水、異物が入ったら
• 製品を落としたり、キャビネットを破損し
たら

1 電源を切る

2 電池を外す

3 カスタマーリンク修
理窓口に修理を依頼
する

b

安全のために
ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はま
ちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながること
があり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項
が記載されています。

故障したら使わない

すぐにカスタマーリンク修理窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

1 POWER ON/OFF ス
イッチ

2 ジョグダイヤル

3 MODE ボタン

4 MENU ボタン

5 LIGHT ボタン
（VNW-V15、VNW-V15/Sのみ）

6 電池ケース部

7  USBコネクタ部

8 ストラップ取り付け部

部品の交換について
この商品は、修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合がありま
す。その際、交換した部品はご同意をいただいた上回収させていただき
ますので、ご協力ください。

部品の保有期間について
当社では本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部
品）を、製造打ち切り後最低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あとも、故
障箇所によっては修理可能の場合がありますので、カスタマーリンク修
理窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。
• 型名：VNW-V5、VNW-V5/S、VNW-V15またはVNW-V15/S
• 製造番号：
• 故障の状態：できるだけ詳しく
• 購入年月日：

ハンドストラップの取り付け方

VNW-V15およびNW-V15/Sには、ハンドストラップが付属されていま
す。
ハンドストラップ取り付け部に、ハンドストラップを取り付けて使うこ
とができます。

ハンドストラップ

イラストはVNW-V15です。



2 ［アプリケーションの追加と削除］をダブルクリックする。
「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックスが表
示されます。
（Windows 2000の場合）「アプリケーションの追加と削除」ダイアログ
ボックスが表示されます。

3 ［インストールと削除］タブをクリックし、［インストール］をク

リックする。
（Windows 2000の場合）［プログラムの追加］をクリックし、［CD ま
たはフロッピー］をクリックします。

4 コンピュータのCD-ROMドライブに付属のCD-ROMを入れ、
［次へ］をクリックする。
インストーラが起動します。

ソフトウェアをアンインストール（削除）
するときは

1 起動中のWindowsプログラムをすべて終了する。

2 ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］－［コントロールパネ

ル］ をクリックする。
「コントロールパネル」が表示されます。

3 ［アプリケーションの追加と削除］をダブルクリックする。
「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックスが表
示されます。
（Windows 2000の場合）「アプリケーションの追加と削除」ダイアログ
ボックスが表示されます。

4 ［インストールと削除］タブをクリックし、リストボックスから

「infoCarry Tools 1.2」を選択する。
（Windows 2000の場合）［プログラムの変更と削除］をクリックし、リ
ストから「infoCarry Tools 1.2」を選択します。

5 ［追加と削除］をクリックする。
インストーラ画面が表示されます。
（Windows 2000の場合）［削除］をクリックし、ファイル削除確認のダ
イアログボックスで［はい］をクリックすると、ソフトウェアがアンイ
ンストール（削除）されます。

6 ［次へ］をクリックし、「プログラムの保守」画面で［削除］を選

択して［次へ］をクリックする。
「プログラムの削除」画面が表示されます。

7 ［削除］をクリックする。
ソフトウェアのアンインストール（削除）が開始されます。
ソフトウェアのアンインストール（削除）が完了したら［完了］をクリッ
クしてください。

infoCarry用のコンテンツやデータをインストールしている場合は、上記と同
様の手順でアンインストール（削除）します。

本機とコンピュータを接続
する

本機とコンピュータを接続する前に、必ずソフトウェアをインストールして
ください。

1 本機のUSBコネクタ部のふたを開け、本機のUSBコネクタと

USBケーブルを接続する。

2 コンピュータの電源が入っていることを確認して、コンピュー

タのUSBコネクタとUSBケーブルを接続する。
本機の電源が自動的に入り、画面が表示されます。

ご注意
•  Windows 2000をお使いの場合、上記手順2のあとで「デジタル署名」がないことを示す
ダイアログボックスが表示されます。［はい］をクリックして操作を続けてください。

•  1台のコンピュータで2台以上のUSB機器を接続した場合、およびUSBハブをお使
いの場合は、本機が正常に動作しないことがあります。

•  同時にお使いになるUSB機器によっては、本機が正常に動作しないことがあります。
•  サスペンド状態から復帰した場合、一部のコンピュータでは本機が正常に動作しな
いことがあります。USBケーブルを一度抜いて、再度接続してください。

オンラインヘルプを見る

上記の設定がすべて終わったら、オンラインヘルプを見ながら実際に本機を
使ってみましょう。
オンラインヘルプには、本機のくわしい操作方法を説明した「infoCarry端末
ヘルプ」と、ソフトウェアの操作方法を説明した「infoCarry Toolsヘルプ」の
2種類があります。

「簡易マニュアル」を表示する
本機には、お買い上げ時にあらかじめ「簡易マニュアル」がインストールされ
ています。

1 ジョグダイヤルを上下に動かして、目次画面で「簡易マニュア

ル」フォルダを選び、ジョグダイヤルを押す。
「簡易マニュアル」フォルダ内の各項目のファイル名が表示されます。

2 ジョグダイヤルを上下に動かして内容を表示したい項目を選

び、ジョグダイヤルを押す。
内容画面が表示されます。

3 ジョグダイヤルを動かして画面をスクロールし、内容画面を見る。

4 ジョグダイヤルを押す。
内容画面が閉じ、目次画面が表示されます。

ご注意
「簡易マニュアル」のデータは、コンピュータから新しくデータを取得すると、自動的
に消去されます。もう1度ご覧になりたい場合は、付属のアプリケーションCD-ROM
の「Data」フォルダ内の「manual.exe」を実行し、次にinfoCarry Managerのキャビ
ネットエリア内の「簡易マニュアル」を本機に送信し直してください。

 電源を入れる
はじめに、必ず以下の手順を行ってください。

1 VNW-V15またはVNW-V15/Sをお使いの場合は、キャリ
ングケースを外す。

2 電池（付属）を入れる。

3 POWER ON/OFF スイッチを上に動かして電源を入れる。
本機の電源が入り、画面が表示されます。

スタート画面が表示された後、目次画面または内容画面が表示されれ
ば、本機は正しく動作しています。
電源を入れても、画面が表示されない場合は、「故障かな？と思ったら」
をご覧ください。

ご注意
設定によっては、スタート画面は表示されません。

電源を切るときは
POWER ON/OFF スイッチをもう一度上に動かします。

z 電源を入れたまま放置すると（パワーオフ）
操作をしない状態で一定の時間が過ぎると、省電力のため自動的に電源が切れま
す。パワーオフまでの時間は、「設定/情報」フォルダ内の設定項目で変えることが
できます。設定方法についてのくわしい説明は、オンラインヘルプ「infoCarry端
末ヘルプ」をご覧ください。

 内容画面を表示する
画面が表示されたら、本機にあらかじめインストールされている簡易
マニュアルを表示してみましょう。

本機の操作方法についてくわしくは、オンラインヘルプ「infoCarry端
末ヘルプ」で説明しています。オンラインヘルプをご覧になるには、本
ページの「オンラインヘルプを見る」をご覧ください。

画面の基本操作のしかた

ジョグダイヤルを使って、画面の表示を操作します。
電源を入れると、次の画面が出ます。

スタート画面
電源を入れると、はじめに表示される画面です。
設定によっては、スタート画面は表示されません。スタート画面の表示
は、「設定/情報」フォルダ内の設定項目で変えることができます。設定方
法についてのくわしい説明は、オンラインヘルプ「infoCarry端末ヘルプ」
をご覧ください。

目次画面
本機にコンピュータより送信したファイルや、本機内で自動作成された
ファイルを、フォルダとファイルの階層で表示した画面です。
各階層ごとに開けるフォルダはひとつです。同じ階層のフォルダをひと
つ開くと、前に開いていたフォルダが自動的に閉じます。
この画面を使って、内容を表示したいファイルを選びます。
また、「設定/情報」フォルダ内にある各設定フォルダを使って、いろいろ
な設定をするときもこの画面を使います。

内容画面
本機にコンピュータより送信したファイルの内容を表示した画面です。
内容画面では、同じフォルダ内の同階層のファイルを画面内に続けて表
示することができます。

ジョグダイヤルの使いかた

1 ジョグダイヤルを上下に動かして、目次画面上のカーソルを

移動し、内容を表示したいフォルダを選び、ジョグダイヤル

を押す。
フォルダ内の次の階層のフォルダと、ファイル名が表示されます。

2 上記の手順を繰り返して、内容を表示したいファイル名が表

示されるまで、フォルダを開く。

3 ジョグダイヤルを動かして内容を表示したいファイル名を選

び、ジョグダイヤルを押す。
内容画面が表示されます。

4 ジョグダイヤルを動かして画面をスクロールし、内容画面を

見る。

5 ジョグダイヤルを押す。
内容画面が閉じ、目次画面が表示されます。

ソフトウェアをコンピュー
タにインストールする

お使いのコンピュータにはじめて本機を接続するときは、はじめにソフト
ウェアをコンピュータにインストールする必要があります。
ソフトウェアのインストールは、付属のアプリケーションCD-ROMを使っ
て、以下の手順で行います。

ご注意
• Windows 2000をお使いの場合、ソフトウェアをインストールまたはアンインス
トール（削除）するときには管理者権限（Administrators）のユーザーでログオンし
ておく必要があります。

• ここでは、Windows 98およびWindows Meでの操作手順を説明します。
Windows 2000で操作手順が異なる箇所には、（Windows 2000の場合）という項
目がありますので、Windows 2000をお使いの場合は、そちらをお読みくださ
い。

• ソフトウェアを再インストールするときは、必ずアンインストール（削除）をしてか
ら、再インストールしてください。アンインストールの方法については、「ソフト
ウェアをアンインストール（削除）するときは」をご覧ください。

ソフトウェアをインストールする
ソフトウェアをインストールすると、自動的に本機を接続するためのドライ
バもインストールされます。

1 起動中のWindowsプログラムをすべて終了する。

2 コンピュータのCD-ROMドライブに付属のアプリケーション
CD-ROMを入れる。
インストーラが起動し、「infoCarry Tools 1.2 - InstallShield ウィ
ザード」画面が表示されます。

3 「infoCarry Tools 1.2 - InstallShield ウィザード」画面の［次
へ（N）］をクリックする。
「使用許諾契約」画面が表示されます。

4 内容をよく読み、「使用許諾契約の条項同意します」にチェック

し、［次へ（N）］をクリックする。

5 以降、インストーラ画面の指示に従って操作する。
「ユーザ情報」画面では、［シリアル番号］テキストボックスに本機のシ
リアル番号を入力します。

シリアル番号は、本機の電池ケース部のふたを開くと、左下に記載さ
れています。

インストールの準備が終了すると、「プログラムをインストールする準備
ができました」画面が表示されます。

6 「プログラムをインストールする準備ができました」画面の［イ

ンストール（I）］をクリックする。
ソフトウェアのインストールが開始されます。
ソフトウェアのインストールが終了すると、デスクトップに
（infoCarry Manager へのショートカット）と （ImageConverter
へのショートカット）が表示されます。

7［完了］をクリックして、「infoCarry Tools 1.2 - InstallShield
ウィザード」画面を終了する。
続いて、アプリケーションCD-ROMに収録されたコンテンツをインス
トールする場合は、「Data」フォルダ内の「alldata.exe」を実行してく
ださい。infoCarry Managerのキャビネットエリアにコンテンツデー
タが作成されます。

ご注意
MapConverterをお使いになる場合は、地図データが必要となります。VNW-V15ま
たはVNW-V15/Sの場合は、付属のコンテンツCD-ROMに収録されている地図デー
タをインストールし、ご利用になることができます。また、この他にアルプス社製の
地図データをご利用になることもできます。詳しくは、「infoCarry Toolsヘルプ」の
MapConverterで使用できる地図データをご覧ください。

インストーラが起動しないときは

お使いのコンピュータの設定によっては、CD-ROMドライブに付属のアプ
リケーションCD-ROMを入れてもインストーラが起動しない場合がありま
す。この場合は、以下の手順でインストーラを起動してください。

1 ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］－［コントロールパ

ネル］ をクリックする。
「コントロールパネル」が表示されます。

オンラインヘルプは、以下の手順でご覧になれます。

［スタート］ ボタンをクリックし、［プログラム］－［infoCarry］
－［infoCarry Manager］をクリックするか、デスクトップ画
面上の をダブルクリックし、infoCarry Managerを起動す
る。infoCarry Managerの［ヘルプ］メニューをクリックし、
［infoCarry Toolsヘルプ］または［infoCarry端末ヘルプ］をク
リックする。

簡易表示画面（Simple Update表示）の場合は、アプリケー
ションアイコン をクリックし、表示されたメニューから

［infoCarry Toolsヘルプ］または［infoCarry端末ヘルプ］をク
リックする。
オンラインヘルプの目次が表示されます。

主な仕様
電源 単4形（LR03）アルカリ乾電池1本（付属）使用、

USBバスパワー
消費電力 0.04W
電池駆動時間 約30時間（連続使用）
メモリ容量（システムに必要な容量含む）

VNW-V15およびVNW-V15/S　4Mバイト
VNW-V5およびVNW-V5/S 2Mバイト

コネクタ（特殊小型ジャック）

USB1.0準拠
外形寸法 VNW-V15およびVNW-V15/S

74.4×94.3×16.8 mm（幅／高さ／奥行き）
VNW-V5およびVNW-V5/S
74.4×94.9×17.1 mm（幅／高さ／奥行き）

質量 本体　約90g
使用時　約100g（アルカリ乾電池を含む）

推奨動作温度 5 ℃～35 ℃
同梱品 「付属品を確かめる」をご覧ください。

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。

 故障かな？と思ったら
カスタマーリンクにご相談になる前に下記の項目をもう1度チェックして
みてください。それでも具合が悪いときは、カスタマーリンクにご相談
ください。

端末の画面が出ない。
• 電源が入っていない。
→POWER ON/OFF スイッチを上に動かす。

• 電池が消耗している。
→電池を新しいものと取り換える。

• コントラストが淡すぎる、または濃すぎる。
→「コントラスト」の設定を変える。（「コントラスト」の設定方法につい
ては、オンラインヘルプ「infoCarry端末ヘルプ」をご覧ください。）

• 結露している。
→電源を切って、そのまま2,3時間待つ。

ソフトウェアをインストールしても、コンピュータのデスクトッ

プに と が表示されない。

• ソフトウェアが正しくインストールされていない。
→付属のアプリケーションCD-ROMを使ってソフトウェアをインス
トールし直す。

端末のバックライトが点灯しない。（VNW-V15およびVNW-
V15/Sのみ）
• 電池残量が  （2セグメント）以下になっている。
→電池を新しいものと取り換える。

• コンピュータとUSBケーブルで接続している。
→USBケーブルを抜く。コンピュータとUSBケーブルで接続してい
るときは、バックライトは点灯しません。

端末の電源が切れない。
• コンピュータとUSBケーブルで接続している。
→USBケーブルを抜いてから、POWER ON/OFFスイッチを上に
動かす。コンピュータとUSBケーブルで接続しているときは、電
源を切ることはできません。

簡易メモが作成・編集できない。
• infoCarry端末の簡易メモとして使用可能な容量が不足している。
→設定/情報のメモリ使用状況を表示し、空き容量を確認する。
不要な簡易メモを削除するか、あるいはコンピューターで本機に
転送する情報を調整し、再度転送し直してください。

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク�
 トロニクスとエンターテインメントのホームページです。�

この説明書は再生紙を使用しています。�

m

1

2

1電池ケースのふたを押しながら
手前に引いてから、

2上に持ち上げる。

3電池（付属）を入れる。

4電池ケースのふたをカチッと音が
するまで閉める。


