
取扱説明書

デジタルミュージックプレーヤー

DMP-Z1

マニュアルについて
取扱説明書（本書）
デジタルミュージックプレーヤー *1の基本操作について記載しています。

使用上のご注意／主な仕様
ご使用の前にお読みください。主な仕様やパソコンの動作環境、ご注意などを記載し
ています。

ヘルプガイド
本書に記載されていない機能や、さらに詳しい操作説明を記載しています。パソコン
やスマートフォンでご覧いただけます。

重要なお知らせ
商標や法規について記載しています。

*1	 本書では「デジタルミュージックプレーヤー」を「プレーヤー」と記載しています。

AA 再生画面再生画面
再生する曲のさまざまな情報を確認することができます。 BB ライブラリー画面ライブラリー画面

再生する曲を選んだり、音楽再生以外の機能へのリンク
が表示されます。左右にフリックして、画面のページを
切り替えます。

CC 再生リスト画面再生リスト画面
再生予定の曲を確認することができます。 DD ブックマークリスト画面ブックマークリスト画面

ブックマークリストを確認または編集したり、リストか
ら曲を削除することができます。ブックマークリストは
10個あり、お好みの曲を登録できます。

EE 各種音質設定画面各種音質設定画面
ソースダイレクトスイッチをオフにして左右にフリック
すると、各種音質設定を行うことができます。どの設定
画面からでも、下へフリックして、再生画面に戻ります。

ステータスバー
：再生の状態
：	バランス標準出力
表示

：	ソースダイレクト	
オン

：	DSDリマスタリング
オン

：ハイゲイン出力
：スリープタイマーオン
：ビジー状態
：Bluetooth機能オン
：NFCオン

100%	 ：電池残量＊1

：ACアダプター接続中経過時間表示

歌詞データマーク

カバーアート
表示

シークバー

再生画面ボタン

バックボタン

曲番号／	
総曲数表示

曲名／	
アーティスト名／	
アルバム名表示

オプション／設定ボタン

再生時間表示

ライブラリーボタン

音質表示
ハイレゾマーク

リピート再生ボタンシャッフル
再生ボタン

ライブラリー	
アイコン

ページ位置	
ガイド

USB-DAC	
ボタン

Bluetoothレシーバー	
ボタン

再生順番号表示

スクロール	
インジケーター

コンテキスト	
メニューボタン

コンテンツ	
リスト

再生中曲	
アイコン表示

リスト番号表示／	
ブックマークリスト	
選択ボタン
スクロール	
インジケーター

コンテキストメニュー
ボタン

コンテンツ	
リスト

ページ位置	
ガイド

ソースダイレクト	
スイッチ

電源駆動方式切り替え画面について
ステータスバーをタップすると、使用する電源の切り替え画面が表示
されます。詳しくは裏面の「電源の駆動方式を切り替える」をご覧く
ださい。

再生範囲を変更するには
（オプション／設定）  ［設定］［基本設定］の［再生設定］を

タップし、［再生範囲］からお好みの再生範囲を選びます。

＊1	 （充電温度範囲外状態）が表示される場合、電池の劣化、破裂を防止するため
の温度保護機能が働いています。5	℃～ 35	℃の環境で充電してください。

ライブラリー画面をカスタマイズするには
 ˎ 画面上で移動したいライブラリーアイコンを長押しすると、アイ
コンの並べ替えができます。
 ˎ （オプション／設定）［表示項目の選択］をタップすると、表
示や非表示にしたいライブラリーアイコンを選ぶことができま
す。

コンテキストメニューについて
コンテキストメニューボタンをタップすると、コンテキストメ
ニューが表示されます。ブックマークリストやプレイリストに曲を
追加することができます。

ブックマークリストに登録するには
登録したい曲の再生画面で、 （オプション／設定）  ［ブック
マークリストに追加］をタップし、希望の追加先を選びます。

ヒント

 ˎ ライブラリーリスト画面や再生リスト画面からでもブックマークリストに
登録できます。詳しくは、「ヘルプガイド」をご覧ください。

ご注意

 ˎ microSDカードを取り出すと、microSDカードに保存された曲のブック
マーク登録情報は削除されます。

調整可能な音質設定
 ˎ イコライザー／トーンコントロール
 ˎ ダイナミックノーマライザー

 ˎ DSEE	HX
 ˎ バイナルプロセッサー

ヒント

 ˎ［イコライザー］と［トーンコントロール］は、それぞれの画面の （オプ

ション／設定）からどちらか切り替えることができます。
 ˎ ソースダイレクトスイッチを［オン］にすると、音質設定を無効にし、信号処
理を通さない音質で聞くことができます。

各部の名前

	DC	IN	19.5Vジャック
	スロット蓋
	microSDカードスロット1／2
	アクセスランプ
	ヘッドホンジャック（バランス標準）*1

	ヘッドホンジャック（ステレオミニ）*1

	ボリュームノブ

	（電源）ボタン
画面のオン／オフ（短押し）、電源の	
オン（4秒長押し）／オフ（2秒長押し）、	
リスタート（再起動）（8秒長押し）が	
できます。

	USB	Type-C端子*2

	Nマーク
	内蔵BLUETOOTH®アンテナ

	画面（タッチパネル）
	MUTING（消音）ランプ
	CHARGE（充電）ランプ
	（曲戻し／早戻し）／	

（再生／一時停止）*3 ／	
（曲送り／早送り）ボタン

*1	 両方のヘッドホンジャックにヘッドホン
プラグを差し込んでいる場合、バランス標
準の出力が優先されます。

*2	 USB	Type-C端子からの充電はできませ
ん。

*3	 ボタンには、凸点（突起）がついています。
操作の目安としてお使いください。

ご注意

 ˎ ヘッドホンジャック（バランス標準）には、パッシブタイプ（ノ
イズキャンセリング機能やBluetooth機能などが搭載されて
いないタイプ）のバランス接続対応ヘッドホンを接続してく
ださい。他の機器のライン入力端子に接続すると故障の原因
となります。

同梱品を確かめる
	 デジタルミュージックプレーヤー	
本体（1）

	 USB	Type-C™ケーブル	
（USB-A	-	USB-C）（1）

	 ACアダプター	（1）
	 電源コード（1）
	 キャリングケース（1）
	 クリーニングクロス（1）
	 取扱説明書（1）

	 使用上のご注意/主な仕様（1）
	 保証書（1）
	 製品のサポート登録のおすすめ（1）

 ˎ 本製品には、ヘッドホンおよびmicroSD
カードは同梱されておりません。

 ˎ 同梱品の紛失などで新たに購入を希望
される場合は、サポートページ「困った
ときは（Q&A）」の「付属品の購入」から
メールでお問い合わせください。

L+
L-
R+
R-
Open

充電する
1	 同梱の電源コードとACアダプターを接続
する。

2	 ACアダプターをプレーヤーのDC	IN	19.5V
ジャックに接続し、電源コードをコンセン
トに接続する。
充電中はCHARGEランプがオレンジ色に点
灯し、充電が完了すると緑色に変わります
（充電完了までに必要な時間：約4時間）。

ご注意

 ˎ 次のような場合はCHARGEランプが点灯しません。
	ˋ ACアダプターが接続されていない場合。
	ˋ 使用電源をバッテリー駆動に切り替えている場合（裏面の「電源の駆動方式を切
り替える」参照）。

 ˎ 電池の劣化を抑えるために、プレーヤーを長期間使わない場合でも、半年ごとに充
電するようにしてください。
 ˎ USB	Type-C端子からの充電はできません。
 ˎ このプレーヤーは、充放電の繰り返しによる電池の劣化を回避するための機能が
搭載されています。	
ACアダプター接続状態で、（電源）ボタンを2秒長押しして電源を切った後、一
度満充電になります。その後、放電が開始され、長期間かけて充電がゼロの状態に
なります。	
そのため、長期間使用しなかった場合、（電源）ボタンを4秒長押ししても電源
が入らないことがあります。その場合は、ACアダプターの抜き差しを行うと、充
電が再開され、使用できるようになります。

CHARGEランプ

電源を入れる／切る
電源を入れる
1	 電源がオフの状態で、（電源）ボタンを4秒長押しする。
プレーヤーが起動します。

電源を切る
1	 画面がオンの状態で、（電源）ボタンを2秒長押しする。
2	 メッセージが表示されたら、［OK］をタップする。
電源が切れます。

ヒント

 ˎ 電源がオンの状態で、（電源）ボタンを短押しすると、画面のオン／オフを切り
替えることができます。

プレーヤーの初期設定をする
プレーヤーの電源を初めて入れると、初期設定ウィザードが始まります。画面の指示
に従って、日時の設定を行ってください。（時計表示機能はありません。時刻設定情報
はライブラリー管理に利用されます。）
1	 プレーヤーの電源を入れる。
2	 初期設定ウィザードに従って日付と時刻を設定する。
3	 高音質ガイドを確認する。
4	 操作ガイドを確認する。
ヒント

 ˎ 高音質ガイドや操作ガイドでは、操作方法や機能・設定に関する説明を表示します。

プレーヤーに音楽を転送する
プレーヤーで音楽を聞くには、パソコンを使ってプレーヤーに音楽を転送する必要が
あります。詳しくは、裏面の「プレーヤーに音楽を転送する」または「ヘルプガイド」を
ご覧ください。

準備する準備する

画面の使いかた画面の使いかた
下図のように5つの操作画面があります。

指で上下左右にフリックして画面を切り替えます。
使い始めはBの「ライブラリー画面」です。

再生画面

ライブラリー
画面

各種
音質設定
画面

ブック
マーク
リスト
画面

再生
リスト
画面

ヒント

 ˎ 画面の切り替えかたは、操作ガイドでも確認できます。再生画面で、	
（オプション／設定）	 ［操作ガイド］をタップしてください。その際、

オプションメニューは上下にスクロールします。

本書に記載している写真はイメージです。

microSDカードを使う
microSDカードを入れる
1	 microSDカードスロットの蓋を開け、
microSDカードをカチッと音がするまで
しっかりと差し込む。
データベースが作成されます。

2	 microSDカードスロットの蓋を閉める。

microSDカードを初期化（フォーマット）する
プレーヤーで初めてmicroSDカードをお使いになるときは、必ずプレーヤーで
microSDカードを初期化してください。初期化するとmicroSDカードに記録された
データはすべて消去されます。初期化する前にバックアップをとってください。
最新の動作確認済microSDカードについては、サポートページをご覧ください（裏面の
「ヘルプガイドとサポート情報を調べる」参照）。

1	 （オプション／設定）  ［設定］［基本設定］の［本体設定］ 
［各種初期化］［SDカード初期化］［SDカード1初期化］または［SDカー
ド2初期化］［はい］［はい］の順にタップする。
microSDカード内のすべてのデータが消去されます。

microSDカードを取り出す
1	 （オプション／設定）  ［設定］［基本設定］の［本体設定］ 
［SDカードのマウント／解除］［SDカード1］または［SDカード2］を
タップする。

2	 確認画面が表示されたら、［OK］をタップする。
3	 データベース作成が終わり、アクセスランプが消えたら、microSDカー
ドを取り出す。

アクセス	
ランプ

©2018 Sony Corporation Printed in Malaysia 4-740-660-01(1)

インターネット上でヘルプガイドなどのサポート
情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は
通信契約に依存します。
http://rd1.sony.net/help/dmp/dmpz1/ja/

ご注意

 ˎ microSDカードのアクセス中または他の処理中に取り出すとデータが壊れる場合が
あります。アクセスランプが消えていることを確認してから取り出してください。

音量を調節する／オートミューティング機能を解除する
音量はボリュームノブで調節します。

ヘッドホンへの過大な出力（大音量）を防ぐため、このプレー
ヤーにはオートミューティング機能が搭載されています。
ヘッドホンを差したとき、およびヘッドホンが接続された状態
で以下の場合にはオートミューティング機能が働き、音が出ま
せん（MUTINGランプが点滅します）。
 ˎ 電源を入れた直後。
 ˎ［ソースダイレクト(Direct)］のオン／オフを切り替えたとき。
 ˎ［ハイゲイン出力］の設定を変更したとき。

音を出すには、画面の指示に従い、ボリュームノブを最小の位置まで左に回してから、
画面の［解除］をタップしてください。

ヒント

 ˎ オートミューティング機能はオフにすることができます。	
（オプション／設定）	 ［設定］［基本設定］の［出力設定］［ヘッドホ

ン出力］の［オートミューティング］をタップしてチェックマークを外してください。
ただし、下記の場合はヘッドホンへの出力レベルが大きく変化するため、オート
ミューティング機能をオフにしてもオートーミューティング機能が働きます。
	ˋ［ソースダイレクト(Direct)］のオン／オフを切り替えたとき。
	ˋ［ハイゲイン出力］の設定を変更したとき。

ご注意

 ˎ オートミューティング機能をオフにすると、ヘッドホンから大音量が出力され、
ヘッドホンの故障の原因や鼓膜損傷につながる恐れがありますので、充分にご注
意ください。

ボリュームノブ

MUTINGランプ



楽曲をMusic Center for PCに取り込む
画面デザインや操作手順は、Music	Center	for	PCバージョン2.0を使用した場合の
例です。お使いのバージョンによっては異なる場合があります。

1	 パソコンのデスクトップからMusic	Center	for	PCを起動する。

2	 パソコンに音楽CDを入れる。
インターネットに接続されていると、曲名などの情報が取り込まれま
す。

3	［取り込み］下の［ 	CD］		をクリックする。
FLAC形式など楽曲取り込み時のフォーマット設定を変更する場合は、
［…］		をクリックして［CD取り込み設定］からフォーマットを選択し
てください。設定を変更したら、［OK］をクリックします。

4	 取り込みたい楽曲にチェック		が付いていることを確認する。
5	［取り込む］		をクリックする。
取り込みを中止したい場合は［中止］をクリックしてください。

6	 すべての曲の取り込みが完了したら、パソコンからCDを取り出す。
7	 パソコンからプレーヤーを取り外す。

パソコン内の音楽をMusic Center for PCに取り込むには

1	 Music	Center	for	PC画面左上の［	 	］から［ファイル］‒［フォルダー
を指定して取り込む］などをクリックする。

2	 パソコン内の取り込みたいコンテンツを選ぶ。
3	［フォルダーの取り込み］などをクリックする。

プレーヤーに音楽を転送するプレーヤーに音楽を転送する
プレーヤーで音楽を聞くには、パソコンを使ってプレーヤーに音楽を転送する必要が
あります。

ご注意

 ˎ 電源を接続していないノートパソコンとプレーヤーを接続した場合、ノートパソ
コンのバッテリーが消耗します。プレーヤーを長時間接続する場合は、パソコン
を電源につないでください。

Windowsパソコンを使って音楽を転送する
ご購入いただいたプレーヤー用のPCアプリケーションは、Music	Center	for	PCをお
使いください。
Music	Center	for	PCの操作については、Music	Center	for	PCのヘルプもあわせて
ご覧ください。
従来からウォークマン向けに提供しておりましたPCアプリケーション「x-アプリ」お
よび「Media	Go」はお使いいただけません。
x-アプリやMedia	GoからMusic	Center	for	PCに切り替える際は、下記のサポート
ページの、［使いかた］－［「x-アプリ」または「Media	Go」のライブラリーを移行する］
の情報をご確認ください。
https://www.sony.net/smc4pc/

対応するパソコンのOS
Windows	10、Windows	8.1、Windows	7に対応しています。

Music Center for PCをパソコンに入れる
1	 インターネット接続したパソコンとプレーヤーを同梱のUSB	Type-C
ケーブルで接続する。

2	 Windowsのデスクトップ画面左下の （スタート）メニューから［エ
クスプローラー］をクリックする。
画面はお使いのOSのバージョンやパソコンの設定によって異なりま
す。ここではWindows	10のデスクトップ画面からの遷移を例にして
説明しています。

Windows	8.1の場合は、スタート画面から［デスクトップ］－［エクスプロー
ラー］、Windows	7の場合は、［スタート］メニューから［コンピューター］
または［コンピュータ］をクリックしてください。

3	 画面の左側で［PC］をクリックする。
Windows	8.1の場合も同様で
す。

4	 画面の右側で［PLAYER］‒［PC_Application］をダブルクリックする。
［PC_Application］が見つからないときは、「ヘルプガイド」のMusic	
Center	for	PCのインストール方法をご覧ください。

5	［For	Win_Music	Center	for	PC	Download］をダブルクリックする。
6	 表示されたMusic	Center	for	PCのサポートページで動作環境を確認
後、ダウンロードボタンをクリックする。

7	 画面の下部にメッセージが表示されたら、［実行］ボタンをクリックして
インストールを開始する。

ヒント

 ˎ お使いのブラウザによっては自動的に保存されることがあります。
 ˎ 初期設定では、ファイルはC:\Users\ユーザ名\Downloadsに保存されます。

8	 画面の指示に従ってMusic	Center	for	PCをインストールする。
ヒント

 ˎ インストールの詳しい説明を見るには、Music	Center	for	PCのサポートペー
ジをご覧ください。

	Q 電池がすぐになくなる。
 ˎ 画面を点灯させたまま再生していると、電池持続時間が大幅に短くなります。	

（オプション／設定）  ［設定］［基本設定］の［本体設定］［画面
オフタイマー］をタップして、一定時間後に自動的に画面がオフになるように
設定してください。電池の消耗を抑えることができます。プレーヤーの設定と
電池持続時間については、別紙「使用上のご注意／主な仕様」をご覧ください。

 ˎ プレーヤーを使用しないときは電源をオフにすることで電池の消費を抑える
ことができます。 （オプション／設定）  ［設定］［基本設定］の［本
体設定］［自動電源オフする］にチェックマークを入れてください。再生一
時停止中に何も操作がない状態が15分続くと、自動的に電源が切れます。

 ˎ 充電を繰り返すと電池の特性上劣化が発生します。使える時間がお買い上げ
時の半分くらいになる充電可能な回数の目安は、約500回です。ソニーの相談
窓口にお問い合わせください（別紙「使用上のご注意／主な仕様」参照）。

	Q 画面が表示されているが動作しない。
 ˎ パソコンから一度に多量の音楽などのコンテンツを転送した場合は、データ
ベースの更新に時間がかかります。数十分程度時間がかかる場合があります。

 ˎ 操作しても反応しない場合は、（電源）ボタンを8秒長押しして、プレーヤー
をリスタート（再起動）してください。

	Q タッチパネルが正常に動作しない。
 ˎ 画面操作する指以外の指が画面に触れている可能性があります。操作したい
場所以外に指が触れていると、正しく操作できません。操作する指以外の指が
画面に触れないようにしてください。

	Q 曲が転送順に表示されない。
 ˎ 曲は転送順には表示されません。決まった曲順通りに再生したい場合は、パソ
コンを使ってプレイリストを作成し、プレーヤーに転送するか、プレーヤーの
ブックマーク機能またはプレイリスト機能をお使いください。

	Q 同じアルバム内に、同じ曲が2つ以上ずつ表示されている。
 ˎ 本体メモリーとmicroSDカードに同じアルバムまたは曲を転送している可能
性があります。どちらかのアルバムまたは曲を削除してください。

	Q 再生したい曲が、本体メモリーとmicroSDカード1／ 2のどれに入って
いるか確認したい。
 ˎ 確認したい曲の再生画面で、 （オプション／設定）  ［曲の詳細情報］
をタップして、保存先を確認してください。

 ˎ 確認したい曲のライブラリーリスト画面や再生リスト画面のコンテキストメ
ニューから、［曲の詳細情報］をタップして、保存先を確認してください。

	Q プレーヤーがmicroSDカードを認識しない。
 ˎ お使いのmicroSDカードは、プレーヤーが認識できない形式でフォーマットさ
れている可能性があります。microSDカード内のすべてのデータをパソコン
にバックアップし、microSDカードをプレーヤー上で初期化（フォーマット）
してください。

プレーヤーの本体メモリーを初期化（フォーマット）
するには
下記の手順に従って必ずプレーヤー上で行ってください。初期化すると記録された
データはすべて消去されますので、初期化する前に内容を確認してください。

1	 （オプション／設定）  ［設定］［基本設定］の［本体設定］［各
種初期化］［本体メモリー初期化］［はい］［はい］の順にタップ
する。
初期化が始まります。

ヘルプガイドとサポート情報を調べる
インターネットに接続できる環境の場合、プレーヤーのサポート
ページ（https://www.sony.jp/support/audio/）で以下の情報を
得ることができます。

サポートページの主な情報
 ˎ ヘルプガイド	
本体、Music	Center	for	PCの使いかたなど
 ˎ 困ったときは（Q&A）
 ˎ 接続情報・対応表
 ˎ ダウンロード	
Music	Center	for	PC、本体ソフトウェアアップデートなど
 ˎ お問い合わせ（修理、付属品の購入、製品登録など）
 ˎ 最新のお知らせ

パソコン内の曲を転送せパソコン内の曲を転送せ
ずプレーヤーの音質で楽ずプレーヤーの音質で楽
しむ（USB-DAC機能）しむ（USB-DAC機能）
パソコンとプレーヤーを接続し、パソ
コンの音楽をプレーヤーの音質で聞く
ことができます。
プレーヤー推奨のUSB-DAC機能対応の
アプリケーションは以下の通りです。
Windows：Music	Center	for	PC
Mac：Hi-Res	Audio	Player	for	Mac

1	 パソコンにUSB-DAC機能対応アプリケーションをインストールする。
Windows：Music	Center	for	PCをインストールしてください。また、
あわせてドライバーソフトウェア「Sony	Audio	USB	Driver	for	
Windows（USB-DAC機能用ドライバー）」をインストールする必要が
あります。詳しくはプレーヤーのサポートページをご覧ください。
Mac：プレーヤーのサポートページからHi-Res	Audio	Playerをインス
トールしてください。

2	 パソコンでUSB-DAC機能関連の設定をする。
設定方法については、以下をご覧ください。
Windows：Music	Center	for	PCのヘルプ
Mac：プレーヤーのサポートページのHi-Res	Audio	Playerのヘルプ

3	 プレーヤーのライブラリー画面で、 （USB-DAC）ボタンをタップす
る。

4	 メッセージが表示されたら、［OK］をタップする。
5	 同梱のUSB	Type-Cケーブルを使って、プレーヤーをパソコンに接続す
る。
ボリュームノブで、音量を調節してください。

ご注意

 ˎ USB-DAC機能使用中は、プレーヤーの音声をワイヤレスで聞くことはできません。

ヒント

 ˎ USB-DAC機能を終了するには、［USB	DAC］画面左上の をタップしてください。

困ったときは困ったときは
	Q プレーヤーに水や汗などがかかって動作しなくなった。

 ˎ 電気回路がショートしないように、電源が切れた状態のまま、水気がなくなる
まで充分に自然乾燥してから電源を入れてください。復帰できない場合はソ
ニーの相談窓口にお問い合わせください。

	Q プレーヤーの電源が入らない。
 ˎ ACアダプターと電源コードの接続を確認してください。

 ˎ 長期間使用していない場合などは、バッテリーが空の可能性があります。	
同梱のACアダプターと電源コードを接続し、充電してください。満充電にし
ても改善しないときはプレーヤーをリスタート（再起動）してください。

	Q プレーヤーが「x-アプリ」または「Media	Go」に認識されない。
 ˎ「x-アプリ」、「Media	Go」は使用できません。本書の手順に従ってMusic	
Center	for	PCをインストールし、使用してください。

	Q パソコンに認識されない。
 ˎ バッテリーが空の可能性があります。同梱のACアダプターを使って充電して
ください。

 ˎ 初期設定を完了してからパソコンと接続してください。

 ˎ 接触不良の可能性があります。USB	Type-Cケーブルを抜き差ししてください。

 ˎ 上記でも認識しない場合は、パソコンの電源を完全に切り、USB	Type-Cケー
ブルをパソコンとプレーヤーから抜いて、接続を外してください。パソコンの
電源ケーブルやバッテリーなどを外し、5分間の放電を行います。パソコンの
電源を入れて起動します。

Music Center for PCからプレーヤーに転送する
画面デザインや操作手順は、Music	Center	for	PCバージョン2.0を使用した場合の
例です。お使いのバージョンによっては異なる場合があります。

1	 パソコンとプレーヤーを同梱のUSB	Type-Cケーブルで接続する。
2	［機器転送・管理］		に表示された、接続機器名を選択する。
転送画面が表示されます。

3	 転送先		を選択する。
microSDカードに楽曲を転送する場合は、［メモリーカード］を選択して
ください。

4	 サイドバー		からいずれかの項目をクリックして、コンテンツ表示方
法を選択する。
［未転送の曲］は、機器に未転送のパソコン内の楽曲が一目で分かる楽曲
リストです。

5	 コンテンツリスト		で転送したいアルバムや楽曲などを選択する。
［未転送の曲］は、チェックボックスにチェックを入れてください。
それ以外の場合で複数の曲やアルバムを選ぶには、キーボードの［Ctrl］
キーを押しながらクリックします。

6	 	（機器へ転送）		をクリックする。
プレーヤーに曲が転送されます。

7	 すべての曲の転送が完了したら、パソコンからプレーヤーを取り外す。

ご注意

 ˎ 転送した曲をプレーヤーで本体メモリーからmicroSDカード、またはmicroSD
カードから本体メモリーへ移動することはできません。また、microSDカー
ドを2枚使用しているとき、microSDカード同士での曲の移動はできません。

Macパソコンを使って音楽を転送する
Macパソコンを使ってプレーヤーに音楽を転送する場合は、Finderを使ってドラッ
グアンドドロップで直接音楽を転送できます。
操作について詳しくは、「ヘルプガイド」をご覧ください。

Music Center for PCの使いかたを見る
より詳しい使いかたについては、Music	Center	for	PC画面左上の［	 	］からヘルプ
を表示するか、サポートページ（「ヘルプガイドとサポート情報を調べる」参照）をご覧
ください。

「重要なお知らせ」を閲覧するには
1	 プレーヤーをパソコンに接続する。
2	 パソコンのシステムストレージ内の次のフォルダーを開く。	
［PLAYER］－［Information_HelpGuide］－［Important_Information］

3	［index.html］ファイルをダブルクリックする。

音楽を再生する音楽を再生する
ライブラリー画面から再生したい曲を選んでタップすると音楽を再生することがで
きます。

1	 ライブラリー画面で、 ［全曲］、 ［アルバム］、
［アーティスト］、 ［ジャンル］、	
［リリース年］などから検索方法を選ぶ。
左右にフリックして、画面のページを切り替える
ことができます。

2	 ライブラリーリストから再生したい曲を選ぶ。
再生が始まります。一時停止するにはボタ
ンを押してください。
／ボタンを押すと前後の曲や再生中の
曲の頭出しをします。長押しすると早戻しや早
送りをします。

電源の駆動方式を切り替える
ACアダプター接続中は、内蔵充電式電池（バッテリー駆動）またはAC電源（AC駆動）か
ら、使用する電源を切り替えることができます。バッテリー駆動を選択すると、お使
いの環境に影響を受けることのないクリーンな電源が供給され、高音質な再生をお楽
しみいただけます。

1	 ステータスバーをタップする。
ステータスバー

2	［バッテリー］または［AC］を選ぶ。
バッテリー駆動画面 AC駆動画面

ご注意

 ˎ バッテリー駆動中に電池がなくなると、自動的にAC駆動に切り替わります。

ヒント

 ˎ ACアダプターを接続中でも、電源を入れたときにバッテリー駆動で起動するよう
に設定できます。 （オプション／設定）  ［設定］［基本設定］の［本体設定］
［バッテリー駆動を優先する］をタップしてチェックを入れてください。
 ˎ ACアダプターで電源に接続されていると、［バッテリー駆動を優先する］にチェッ
クが付いている場合でも、再生一時停止で何も操作がない状態が15分続くと、電池
の充電が開始されます。その後、再生などの操作をすると、再度バッテリー駆動で
動作します。

曲を削除する曲を削除する
パソコンから転送した曲は、プレーヤーで削除することができます。

1	 ライブラリー画面から削除したい曲を表示する。
2	 削除したい曲のコンテキストメニューボタン	［削除］［OK］をタッ
プする。

ヒント

 ˎ フォルダー内のすべての曲をフォルダーごと削除したい場合は、ライブラリー画
面を左にフリックして	 	［フォルダー］をタップし、削除したいフォルダーのコ
ンテキストメニューボタンから削除してください。
 ˎ パソコンでMusic	Center	for	PCやエクスプローラー、またはFinderを使ってもプ
レーヤーの曲を削除できます。アプリケーションの操作方法は、各アプリケーショ
ンのヘルプをご覧ください。

ライブラリー画面


