
portablecdplayer_manual_front 20151120

ポータブルCDプレーヤー

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いに
なる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。ま
た危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の２つに区分
されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず
守ってください。

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や
近くに具体的内容が書かれています。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるもの
です。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。

絵記号の意味

・浴室・シャワー室など湿気の多い場所で使用しないでください。
火災や感電の原因となります。

・ぬれた手で使用しないでください。
けがや感電の原因となります。

・煙や異臭、異音が出たら、本体の電源を切りって弊社サポートへお問い合わせください。
火災や感電の原因となります。

・はじめからボリュームを上げすぎないでください。
突然大きな音が出て、耳を痛める原因となります。

・液体をかけたり、異物を内部に入れないでください。
故障の原因となります。

・お手入れは、ベンジンや薄め液、洗剤などは使用しないでください。
変色、変形する恐れがあります。

・電磁波や強い磁気を発する機器の近くで使用しないでください。　
故障の原因となります。

・湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

ST-PCP01
この度はポータブルCDプレーヤーをご購入頂き、誠に有難う御座い
ます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使
用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性
が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定され
る内容を示しています。

警告

警告

・子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
けがや感電の原因となります。

・自転車やバイクなどの運転中には使用しないでください。　　　　　　　
交通事故の原因となります。

・歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほどの音量を上げないでください。　
事故の原因となります。

・分解・改造はしないでください。
けがや感電の原因となります。

・大音量で長時間続けて聞き過ぎないでください。
聴力に悪い影響を及ぼす恐れがあります。

・強い衝撃を与えたり、機器やカバーやケースの壊れた状態で使用しないでください。
火災や感電の原因となります。

・旅行などで長期間お使いにならないときは、安全のため電源をOFFにし、乾電池も本体か
ら抜いておいてください。

・本製品の内部（ピックアップレンズ）を覗かないでください。　　　
視力に悪い影響を及ぼす恐れがあります。

注意

注意

例)
「分解禁止」を
表す絵表示

例)
「電源プラグを抜く」を
表す絵表示

取扱説明書
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プログラムボタン

カバー開閉
ボタン

(電源端子)
DC IN 4.5V

PHONE
(イヤホン端子)

液晶ディスプレイ
再生／一時
停止ボタン

停止ボタン

モードボタン

巻戻しボタン
（前の曲に戻る）

早送りボタン
（次の曲に進む）

VOLUME
（音量）
調整ダイヤル

本体表面

本体裏面

本体側面

はじめてお使いになるときは、レンズ保護カバーを取り外してください。

選択した曲を繰り返し再生します。その曲の再生が終了する
と、もう一度曲の先頭に戻って再生が開始されます。

ディスクカバー

ディスクカバー

1

2

3

レンズ保護カバーの取り外し

再生

停止・一時停止

早送り / 巻戻し

本体のカバー開閉ボタ
ンを押します。ディスク
カバーが開きます。

ディスクロックからレ
ンズ保護カバーを上
方向へ外します。

1電池カバーを　　の方向にスライドさせて開
きます。単3形乾電池2本を電池ケース内の
表示に従い+－を正しくセットして、カバーを
閉じてください。

レンズ保護カバーをレ
ンズにキズを付けない
ようにゆっくりと矢印
の方向へ取外します。

レンズユニットをキズつけたり、しないように十分に注意してください。注意

カバー開閉ボタン

ディスクロック

レンズユニット

電池ケースカバー

レンズ保護カバー

CDを聞く（準備）

CDを聞く(リピート再生、イントロ再生、ランダム再生)

1

1

2

2

3

乾電池を入れてください。
⇒【電池のセット方法】参照

再生/一時停止ボタン　　を押す
と電源が「ON」になり、CD再生情
報のチェックがはじまります。

次の曲へ行く / 前の曲に戻る

曲の選択

1曲リピート

1

2

3

再生中に巻戻しボタン     を押す
と、その曲の先頭に戻って再生を
開始します。再生を開始する前に
もう一度巻戻しボタンを押すと、
一つ前の曲を再生します。

再生中に早送りボタン    　を押す
と、一つ次の曲が選択されます。

一時停止中に早送りボタン  　を
押すと、一時停止のままで次の
曲の先頭に移動します。
再生/一時停止ボタン  　を押す
と再生がはじまります。

停止中に    　　ボタンを押すと、聞きたい曲
を選んで再生できます。ボタンを押すたびに
数字が変わるので、画面の数字が聞きたい曲
の番号になるまでボタンを押したあと、再生
ボタン  　を押してください。

CDの再生中に停止ボタン    を
押すと再生を終了します。

CDの再生中に再生/一時停止ボ
タン 　 を押すと、再生を一時停
止します。もう一度押すと再生を
再開します。

CD再生情報チェックが終了する
と、CDに収録されている曲の総数
と総再生時間が表示されます。

1

1

2

2

再生中にモードボタン  
  MODE   を押すと、その
曲を繰り返し再生するよう
になります。

通常の再生に戻るには、モードボタンを4回押
します。 

全曲を繰り返し再生します。CDの最後の曲の再生が終了す
ると、もう一度CDの最初の曲の先頭に戻って再生が開始さ
れます。

全曲リピート

モードボタン MODE    を
2回押すと「ALL」と表示し、
CD全曲を繰り返し再生する
ようになります。

通常の再生に戻るには、モードボタンを3回押
します。

再生中に早送りボタン　　または巻戻しボタン 
　 を長押しすると、ボタンを押している間だけ
曲を早送り（または巻戻し）します。

付属のイヤホンを本体側面
（右図）のイヤホンジャック
に挿入してください。

CDを入れてください。

注
意

時間表示が点滅

時間表示が点滅

注意

停止

一時
停止

各部の説明

電池のセット方法

はじめてお使いになる時は

CDを聞く

安全上のご注意 安全のため必ずお守りください
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※電池を使用中にACアダプタを接続すると、電源がオフになります。「再生」ボタンを押すと、ACアダプタを使
用して再生がはじまります。ACアダプタを使用する場合は電池を外してください。※本製品にはアルカリ乾電
池をご使用ください。※新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。※電池が切れたらすぐ
に交換してください。放置すると電池が液漏れを起こしてサビや故障の原因になります。液漏れを起こした場合
は、液に触れないように注意してすぐに電池を取り外し廃棄してください。新しい電池を入れる際は、必ず電池
ケースの内部に付いた液を拭き取ってから行ってください。※長期にわたって使用しない場合は、電池を取り外
してください。

※レーザー読み取り部に保護材がついている場合は、取り除いてからCDをセットしてください。      
⇒ 【はじめてお使いになる時は】参照

※CDを本製品にセットするときは、必要以上に強く押しつけないでください。故障の原因になります。

CDが入っていない場合
は、液晶ディスプレイに
「dISC」と表示されます。

CDのデータを読み取れない
場合は液晶ディスプレイに
「Er」が表示されます。

※CDのデータを読み込めても再生できないものの場合は、液晶ディスプレイ上で
は再生がはじまりますが音声は聞こえません。
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1曲リピートモード中は、液晶
ディスプレイに表示されます。

CDリピートモード中に、液晶
ディスプレイに表示されます。



曲のイントロだけを再生します。曲の最初の10秒だけを再
生すると、次の曲へ移ります。

CDに収録の曲が順不同(ランダム)に再生します。

バッファメモリを内蔵し、再生中に振動による音
飛びや演奏の中断を発生しにくくする機能を搭
載しています。
本体のディスプレイに「ESP」アイコンが点滅し
ていることで音飛び防止機能が働いています。
機能のオン / オフは切り換えられません。

電池の残量が少なくなると、電池
残量警告のマークが液晶ディスプ
レイに表示されます。(右記)

電池の残量が最低限に達すると、CDプレー
ヤーの電源が自動的にオフになります。

イントロ再生モード プログラム再生（つづき）

ランダム再生

音飛び防止機能(ESP機能)

電池切れの時の表示

1モードボタン    MODE
を3回押すと、液晶ディスプ
レイに「INTRO」のマークが
点滅表示されます。

2点滅表示中に再生/一時停止ボタンを押す
と、最初の曲からイントロ再生を開始します。

3通常の再生に戻るには、再生/一時停止ボタ
ンを押すか、またはモードボタンを2回押し
ます。

1モードボタン   MODE    を
4回押すと液晶ディスプレイ
に「RND」のマークが点滅表
示されます。

2点滅表示中に再生/一時停止ボタンを押すと
マークが常時点灯になり、ランダム再生が開
始されます。

3通常の再生に戻るには、もう一度モードボタン
を押します。

あらかじめ設定した順番で再生することができます。 
(最大20曲まで順番を設定することができます)

プログラム再生

1電源が「ON」の状態でプログラム
ボタン    PROG     を押すと、液
晶ディスプレイにトラック番号と
「PROG」マークが点滅します。

故障かな?と思ったときは、アフターサービスをご依頼になる前に次の点をお調べください。

2早送り/巻戻しボタンを押して、最初に再生
したい曲のトラック番号を選択します。

3プログラムボタン    PROG   を
押して行程[ 2 ]で選択した曲を
確定します。確定すると2番目に
再生する曲を選択する画面になり
ます。(右の数字が「02」になります)

4行程[ 1 ]～[ 3 ]の操作を繰り返すと、再
生順序を最大20曲まで設定できます。曲
を選択しない状態(曲の番号が「00」の状
態)で、プログラムボタン 　PROG   を押
すと、再生順序を最初から確認することが
できます。
次の曲を確認する時も  PROG   を押す。

5

6

再生順序の設定が終了したら、再生/一時
停止ボタンを押してプログラム再生を開始
します。

プログラム再生中に停止ボタンを押すと、
プログラム再生が終了します。
・ 設定した再生順序は記録されていますので、プログラ 
  ムボタンを押すと再度確認することができます。
  設定したものを聴きたい時は　　押す。

・ 一度設定した再生順序の記録を消去したい場合は、下
  記の操作を行ってください。
  [停止ボタンを押す] [本体のカバーを開ける]  [電源を切る]

※液晶ディスプレイに「RND」が表示されていると、プログラムの設定ができません。

※1曲・CD リピート再生、イントロ再生はプログラム再生中でも使用することができます。

※設定した曲が 20曲以内でもプログラムモードでの再生を開始できます。
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ボタン操作一覧

製品仕様

故障かな・・・？と思ったら

その他の機能

01
ESPPROG

00

02
ESPPROG

00

イントロ再生モード中に、液晶
ディスプレイに表示されます。

ランダム再生モード中に、液晶
ディスプレイに表示されます。

ボタン 操作・動作
 再生 / 一時停止
 電源オン(電源がオフの場合)
 停止
 電源オフ(電源がオンの場合)
 次の曲へいく
 早送りをする(長押し)
 曲を選ぶ(停止中)
 ひとつ前の曲へいく 

 巻戻しをする(長押し)
 曲を選ぶ(停止中)
 MODE 再生方法を切り換える
  PROG プログラム再生

曲の再生から 1 秒以上経過している場合は、
曲の先頭から再生する

・乾電池は正しくセットされていますか。
・電池に十分な電力が残っていますか。電源が入らない

音が出ない

曲が再生されない

再生時間が短い

CDがこすれる音がする

ボタンが操作に反応しない

本体から音が出ない

液晶画面になにも
表示されない

（または CD を入れても
 ”dISC” が表示される）

液晶ディスプレイが見えにくい
表示の変わりかたが遅い　

・イヤホンのプラグをしっかりと差し込んでいますか。
・イヤホンが壊れていませんか。 
・CDに傷や汚れがありませんか。 
・音量調整ダイヤルが最小になっていませんか。

・CDのラベル面を上にして入れていますか。 
・結露が発生していませんか。 
・乾電池は正しくセットされていますか。
・データCD形のディスクのため
 (CD-DA形式ではないため)

・マンガン電池を使用していませんか。

・CDは正しくセットされていますか。 
・CDのカバーをしっかり閉めていますか。
・CDが変形していませんか。

・温度の高いところ (40°C以上 )や低いところ
  (0°C 以下 ) で使用していませんか ?

・電池が入っていますか。
・電池の残量が少なくなっていませんか。

・本製品はスピーカーを内蔵していません。
 イヤホンやヘッドホンを接続してお使いください。

・ 電源がオンの状態で、CDが入っていない、または
  停止していて約30秒間何も操作しないでいると、
  自動的に電源がオフになります。

CD-R/RW 
CD-DA
100Hz～10,000Hz
1ビット
電源入力端子×1（DC IN4.5V/600mA）
イヤホン出力端子（Φ 3.5mmステレオミニジャック）×1
電池:単3形乾電池×2本（別売）
2W
周囲温度 5°C～35°C 湿度 20%～80%（結露無きこと） 
約 150 × 135 × 30 mm（幅×奥行×厚さ:本体のみ） 
約 190 g
ステレオイヤホン

・ 対応メディア
・ 対応フォーマット
・ 周波数特性
・ D/Aコンバーター
・ 入力端子
・ 出力端子
・ 電源
・ 最大消費電力
・ 使用条件
・ 本体サイズ
・ 本体重量
・ 付属品

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。 マンガン電池は使用しないでください。
※本製品は日本国内専用です。
※電池使用時の連続使用時間は使用状況や環境により異なります。
※単3形アルカリ乾電池2本を入れたときの使用時間の目安は約7時間です。
※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。


