


リピート・ランダム再生
リピート再生（1 曲再生 / 全曲再生）やランダム再生します。

■■ 1曲リピート再生（同じ曲を繰り返し再生する）

1 CD停止中、CD再生中や一時停止中に、 /  でリピートしたい曲番を選ぶ

2  を押す
液晶表示部に“ ”が点灯し、選んだ曲のリピート再生が始まります。

3 CD停止中、または一時停止中の場合、  を押す
選んだ曲を繰り返し再生します。

■■ 全曲リピート再生（CDに収録されている全曲を繰り返し再生）

1 CD停止中、CD再生中や一時停止中に  を2回押す
液晶表示部に“ ”と“ALL”が点灯し、現在の曲から全曲リピート再生が始まります。

■・ /  を押して選曲すると、選んだ曲から全曲リピート再生ができます。

2 CD停止中、または一時停止中の場合、  を押す
全曲を繰り返し再生します。

■■ ランダム再生（順不同で再生する）

1 CD停止中、CD再生中や一時停止中に  を3回押す
液晶表示部に“RND”が点灯し、選んだ曲番からのランダム再生が始まります。

2 CD停止中、または一時停止中の場合、  を押す

■■ プログラムリピート再生（プログラムした曲を繰り返し再生する）

1 プログラム再生停止中、再生中または一時停止中に  を1回または2回押す

液晶表示部に“ ”が点灯し、プログラムリピート再生が始まります。
■・  を1回押すと、“ ”が点灯し、1曲のリピート再生となります。

■・  を2回押すと、“ ”と“ALL”が点灯し、プログラム全曲のリピート再生となります。

2 プログラム再生停止中、または一時停止中の場合、  を押す

■■ リピート再生／ランダム再生の取消

リピート再生中またはランダム再生中に“ ”または“RND”の表示が消えるまで  を
押す
リピート再生またはランダム再生が解除されます。

A－Bリピート再生
特定の区間（A － B）をリピート再生します。

CD再生中に、リピート開始位置（A点）で  を押し、リピート終了位置（B点）で  を

押す
リピートするA-B区間が設定され、液晶表示部に“A-B”が点滅してリピート再生が始まります。

■■ A－Bリピート再生の取消

 または  を押す
A－Bリピート再生が解除されます。

ご注意
トラックをまたいでの再生はできません。

電源について
乾電池（別売）でご使用のとき

電池ぶたの矢印部分（OPEN）を押しながら図の矢印の方向にスライドさせてはずし、別売の単 3 形乾
電池 2 本を図のように入れ、電池ぶたのフック部分を溝に入れスライドさせて閉めます。

乾電池の交換時期は…
乾電池が消耗してくると、音が小さくなる、音がひずむ、CDが正常に動作しない、自動で電源が切れたりします。
交換するときはすべて新しい電池に交換してください。

家庭用電源（AC100V）でご使用のとき

1 ACアダプターのプラグを側面の電源端子
（DC IN～）へ差し込む
ACアダプターのプラグは必ず奥まで確実に差し込んで
ください。

DC IN

付属のACアダプター

プラグ

2 ACアダプターをAC100Vのコンセント
へ差し込む

お願い
ACアダプターを抜き差しするときは、 を長押しして電源を切った状態にしてください。
電源を切っても、ACアダプターのプラグを電源コンセントに差し込んだままだと、わずかですが電力が消費
されます。完全に消費をなくすためには、ACアダプターを電源コンセントから抜いてください。

極性（ と ）を間違えないように図のように
入れます。
ACアダプターが電源端子に挿入されているとき
は、乾電池の電源は切れた状態になります。
長期間（1週間以上）使用しない場合やAC電源
で使用する場合は、乾電池を取り出しておいてく
ださい。

CD を聴く
通常再生

1  を押す
液晶表示部に“－－－－”が約5～10秒間点滅し“noCd”が表示されます。
■・ CDを装着したままにしておいた場合、総曲数と総演奏時間（TOC）が表示されます。

2  を右へスライドしてCDふたを開ける

CDふたを開けると液晶表示部に“OPEn”が表示されます。

3 CDを入れてCDふたを閉める
液晶表示部の“－－－－”が点滅し、自動的にCDの読み込みが始まります。
■・ 読み込みが終了すると、液晶表示部に総曲数と総演奏時間（TOC）が表示され、その後自動的に曲番01
から通常再生が始まります。

■・ 読み込めないCDの場合は“Err”が表示されます。

■・ CD再生中は曲番と再生経過時間が表示されます。

■・ 一曲目から最終曲まで順に再生し、曲が終了すると停止します。

4 途中で止めるときは  を押す

■・  を1度押すとレジューム動作（次回再生時に同じ位置からの再生）となります。停止させるには  を
2回押します。

■・  を押さなくても最終曲が終了すると停止します。

■・ 停止すると、液晶表示部には総曲数と総演奏時間（TOC）が表示されます。

■■ 再生の一時停止

CD再生中に  を押す
CD再生が一時停止します。再生経過時間が点滅します。
もう一度 を押すと、CD再生が始まります。

■■ 聴きたい曲から聴く（スキップ）

/  を押す

■● を押すと次の曲へ進み、 を押すと前の曲に戻ります。

■●長押しすると、連続して進みます。

■●再生中に または を押すたび、再生中の曲の頭に戻したり、次の曲の頭に進めたりできます。

■■ 早送り／早戻し

CD再生中に /  を長押しして、希望のところで指を離す

■● を押すと早送りになり、

を押すと早戻しになります。

■■ 頭出し

CD再生中または一時停止中に /  を押す

■● を押すたびに、1曲ずつ次の曲へ進みます。

■● を押すと再生中の曲の頭に戻り、2回押すと前の曲の頭に戻ります。

■■ 再生スピードの変更

CD 再生中に  を押す

■● を押すたびに+1（110％）→+2（120％）→+3（130％）→+4（140％）→+5（150％）と5
段階に再生スピードが速くなります。
■● を押すたびに－1（90％）→－2（80％）→－3（70％）→－4（60％）→－5（50％）と5段階に
再生スピードが遅くなります。
■●電源の入切で初期設定に戻ります。

プログラム再生（プログラムした曲順で再生する）
お好みの曲を 20 曲までプログラム予約できます。

1 CD停止中に  を押す
液晶表示部に“PRG”が点灯し、“P01”が点滅します。

2 /  を押し、プログラム予約をしたい曲番を選ぶ

■・ プログラム番号“P01”が点滅中に /  を押してください。

3  を押し、決定する
次のプログラム番号“P02”が点滅します。

4 引き続きプログラムを設定する場合は、手順2～3を繰り返す
■・ 20曲を設定すると、液晶表示部に“FULL”が約10秒間表示し設定が終了します。

5  を押す
プログラム予約した最初の曲番から再生が始まります。

を押すと次のプログラム番号の曲の再生が始まります。

■・ プログラム予約した曲番が再生された後停止します。

■■ プログラムの確認

■・ プログラム再生停止中または一時停止中に、 /  を押す

■・ プログラムした曲順に表示されます。

■■ プログラム登録の消去をするには
■・「CDふたを開ける」、または「電源を切る」とプログラム登録の内容が消去されます。

各部のなまえ

付属品

 ・リモコン（クリップ付き）

 ・ステレオイヤホン

 ・保証書付取扱説明書
 ・ACアダプター

お知らせ
定格銘版が本体底面にあります。

リモコンの接続のしかた
リモコンを使用する場合、ステレオイヤホン（ヘッドホン）のプラグをリモコンのヘッドホン端子へ差し込み、
リモコンのプラグを本機のヘッドホン端子（ ）／リモコン端子へ差し込みます。

プラグ

プラグ

リモコン
ステレオイヤホン

各プラグは奥まで確実に差し込んでください。
各プラグを抜き差しする場合は、必ずプラグ本体を持って行ってください。

基本操作について
ボタンの押しかたについて
押す…短く押して放すことです。 長押しする…長く押し続けることです。（2秒以上）

電源を入れる  を押す
初めて電源を入れると、液晶表示部に“－ － － －”が表示され、“－ － － －”が点滅します。

音量を調節する
 を押す

音量設定が終わると、液晶表示部に設定した音量（数字）が約2秒間表示されます。
■・ 音量は00〜32の調整ができます。

電源を切る

 を長押しする
動作中に押すと液晶表示が消え、電源が切れます。
■・ 停止状態で約40秒間何も操作しない場合も、自動的に電源が切れ、液晶表示も消えます。
（オートパワーオフ機能）

ボタンをロックする
（ホールド機能）

本機をカバンなどに入れて持ち運ぶときに、カバンの中で誤って本体のボタンが押され
るのを防ぎます。

底面の  を矢印方向にスライドする
液晶表示部に"HOLd"が点滅表示されます。

■・  を元に戻すと解除できます。

■・ リモコン操作は設定に関係なく動作します。

音飛びを防ぐ
（ESP機能）

ESP（ElectronicShockProtection）機能は、CDのデータを約60秒ずつ内部に蓄え
ておくことにより、音飛びを防ぎます。移動中や電車の中など振動の多いところでCDを
聞くときは、この機能をオンにしてください。

 を押す
液晶表示部に"ESP"が表示されます。もう一度押すとESP機能がオフになり、液晶表示部か
ら"ESP"が消えます。
■・ 再生中にESP機能をオンにすると、一時的に再生が中断することがあります。

■・ ESP機能をオフにすると、より高音質になります。
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再生時間、曲情報などが表示される

ESP動作中に
表示される

電池の残量が少なくなった
時に表示される

A-Bリピート/リピート
再生時に表示される

プログラム再生時に表示される

ランダム再生時に表示される

液晶表示部

①CDふた
② 電源端子（DC IN～）端子  
（AC100V）

③ストラップ穴
④ヘッドホン端子（ ）／リモコン端子
⑤－音量+（ ）ボタン
⑥ESPボタン
⑦モードボタン
⑧プログラムボタン
⑨再生／一時停止（ ）ボタン
⑩停止（ ）ボタン
⑪CD開スイッチ
⑫液晶表示部
⑬スキップ／サーチ（ ）ボタン
⑭A-Bリピートボタン
⑮スピードコントロール（ ）ボタン
⑯電池ボックス
⑰LOCKスイッチ
⑱ヘッドホン端子（リモコン使用時）
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⑳クリップ
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