
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

【安全上のご注意】

・温度が非常に高いところで充電したり、放置しないでください。
 火災や感電の原因となります。

・充電式電池の液が漏れたら、素手で液を触らないで修理受付窓口へお問い合
わせください。　　けがの原因となります。

・煙や異臭、異音が出たら、パソコンと接続している場合はUSB端子を抜き、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。

・汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジンは使用
しないでください。    本体表面を傷めることがあります。

・航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。
 誤動作による事故の原因となることがあります。

・ペースメーカーなど医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してく
ださい。　医療用電気機器に影響を与えることがあります。

・強い衝撃を与えたり、機器が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。

この度はMP3プレーヤーをご購入頂き、誠に有難うございます。
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。本機の使用によるデータの消失、その他直接的・間接
的損害に関しては当社は一切の責任を負いかねます。

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に保管しないでください。
 けがや感電の原因となります。

・分解・改造はしないでください。点検や修理は修理受付窓口へご依頼ください。
 けがや感電の原因となります。

・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。

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

安全のため必ずお守りください

【電源のON/OFF】

・Windows10/8.1/8/7/ME/2000/XP/Vista
以下の仕様を満たしたパソコンが必要です。システム要件

1

取扱説明書 MP3プレーヤー

制限事項

・本体の液晶画面には、輸送時に傷がつかないよう保護フィルムが貼ってあります。このフィルムをはがしてからご使
用ください。  ・ご使用になる前に本機を充電してください。  ・大切なデータは、バックアップをお勧めいたします。デー
タが消失した場合、当社は一切の責任を負いかねます。  ・音楽ファイルはMP3形式に限ります。     ・ご使用になる前
に本機を充電してください。

※使用環境や経年劣化により、充電時間や再生時間が多少異なる場合があります。
※充電中の操作はできません。

※電池残量の表示は、バックライト時間の設定に付随します。

※データをコピー中に、本機をUSBポートから外したりボタン操作をしないで
ください。本体やパソコン・データ等が重大な損害を受けることがあります。  
※事前に、正常に再生が出来る音楽ファイルであることを確認してください。

※削除したファイルは、パソコン上のごみ箱に残らず消去されますので、ご注意
ください。

ご使用中は液晶画面右上に電池残量を表示しています。
目盛りが少ないほど、電池残量が減っています。

長時間使用しない場合、バッテリーが完全に放電し充電できなくなる場合がありま
すので、本機を長期間使わない場合でも、半年ごとに3/4程度まで充電するように
してください。

ご使用の前に

USB充電対応
ACアダプタ(別売)

【各部名称】

【充電をする】

お手持ちのパソコンを起動させます。1
[USBコネクタ]をパソコンのUSBポートに
接続します。

[USBコネクタ]をACアダプタに接続します

2

充電が開始されると[液晶画面]に接続中の
マークが表示され、電池残量が増減します。

3

充電完了すると電池残量の増減が停止します。4

【音楽データの転送】

【メインメニューに関して】

1

2

本機で再生出来る音楽ファイルはMP3形式に限ります。

CDのパソコンへの取込方法やMP3形式への変換方法は、
ご使用のパソコンやソフトの取扱説明書を参照してください。

右記が本機器のメイン
メニューとなります。

電源を入れる

電源を切る

お手持ちのUSB充電対応ACアダプタをご
家庭のコンセントに接続します。

2

電源スイッチをONにスライドします。

電源スイッチをOFFにスライドします。

3 充電が開始されると電池残量が増減します。

4 充電完了すると電池残量の増減が停止します。

・本機は音楽ファイルを取り込んだ順番で再生を行います。曲の再生順番を指定したい場合、ご希望の順番でコ
ピーを行ってください。
・フォルダごと音楽ファイルを取り込む場合は、フォルダに入っている順番通りに再生を行います。

曲の再生順番を指定したい場合

又は[再生/一時停止ボタン]の長押しでも電源が切れます。

注意

[USBコネクタ]をパソコンのUSBポート
に接続します。

本機がパソコンにリムーバブルディスクと
して表示されます。

3 リムーバブルディスク内に音楽のデータファ
イルをドラッグ＆ドロップでコピーします。

4 パソコン上で音楽データを削除する場合
は、削除したいファイルを選択し、右クリッ
クで表示される「削除」を選択します。

ミュージック FMラジオ システム設定

各種設定音楽ファイルの再生 FMラジオを受信

アイコン

機能

動作

以下がミュージックメニューの基本的な操作となります1

2

メインメニューで （ミュージッ
ク）を選び[　  ボタン]を押すと
再生画面に移動します。

[    ボタン][    ボタン]で曲を選
択し[      ボタン]で再生します。

3 [     ボタン]長押しでメインメ
ニューに戻ります。

再生

一時停止

音量を上げる

音量を下げる

次の曲へ

前の曲へ

早送り

早戻し

停止中に[再生/一時停止ボタン]を押す

再生中に[再生/一時停止ボタン]を押す

[ + ボタン]を押す

[ － ボタン]を押す

[ 進むボタン]を押す

[ 戻るボタン]を押す

再生中に[進むボタン]を長押し

再生中に[戻るボタン]を長押し

【ミュージック】
本書「音楽データの転送」をお読みの上、予め本機へ音楽ファイルの転送を行ってください。

基本操作

ファイルNo

イコライザーサイクルモード 曲名

電池残量アイコン

再生曲の長さ

ビットレート

再生時間

ファイルの種類

フォルダ内の曲数

・本機を使用するにはシステム要件を満たしたパソコンが必要になります。  ・パソコンでの、他のUSB機器との同
時使用についての動作は保証致しかねます。    ・本機接続時の、パソコンの動作については保証致しかねます。  ・
ファイルを認識出来るフォルダ階層は、９階層目までとなります。 ・著作権保護（DRM）されたファイルは再生で
きません。
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【液晶画面/パソコン接続時】

電池残量

【液晶画面/パソコン接続時】

電池残量

音楽再生画面の説明

音楽ファイルを再生する

・浴室などの水場で使用しないでください。また汗による湿気にもご注意ください。
火災や感電や腐食の原因となります。

進むボタン

戻るボタン

音量ボタン 電源スイッチ

USBコネクタ再生/一時停止ボタン

USB保護キャップ USB保護キャップを
外した状態

メニューボタン液晶画面イヤホンジャック

リムーバブル
ディスク

MUSIC



【ミュージック】 【FMラジオ】

【システム設定】

【故障かな？と思った時は】

サイクルモード／曲のリピート再生についての設定を行います。

イコライザー／曲に合わせて好みの音質を選択できます。

以下がサイクルモードの表示内容です

以下がイコライザーの表示内容です

1

2

曲の再生中に[　　ボタン]
を押してオプションニューを
開きます。
「サイクルモード」を選択し
[　　ボタン]を押します。

3 お好みのモードを選択し
[　   ボタン]で決定します。

4 再生画面に戻ります。

1
2
音楽再生中に[　　ボタン]を押してオプションメニューを開きます。
「イコライザー」を選択し[　　ボタン]を押します。

3 お好みのモードを選択し[　　ボタン]で決定します。
4 再生画面に戻ります。

ノーマル再生

1曲リピート

フォルダ内
リピート

指定したフォルダに保存されている
全ての曲を順番に再生します

全ての曲を順番に再生します

１曲を繰り返し再生します

アイコン 機能 動作

全曲リピート

ナチュラル音質

アイコン

ロック ポップ クラシック ソフト ジャズ 重低音

全ての曲を順番に繰り返し再生します

ランダム再生
指定したフォルダに保存されている
全ての曲をランダムに再生します

1
2
曲の一時停止中に[　　ボタン]を押し、サブメニューを開ます。
「ホームディレクト」を選択して[　　ボタン]を押します。

3 [   ボタン][　ボタン]で再生したいフォルダや曲を選択し、[　　ボタ
ン]で決定します。フォルダ選択画面に移動したい時は[　　ボタン]
を押してください。

4 音楽再生画面に移動します。[       ボタン]を押すと再生が始まります。

メインメニューで     （システム設定）を選び[　 ボタン]を押します。
［   ボタン］［   ボタン］で、お好みの設定を選択し、［    ボタン］で決定します。

バックライト点灯時間の設定を行います。常時
オン・10秒間・20秒間・30秒間から選択しま
す。（バックライトを常時ONにしたい場合は
ONを選択してください）

一定時間が経過後、自動で電源をオフにしま
す。オフ・10秒間・20秒間・30秒間・40秒間・
50秒間・60秒間から選択します。

バッテリーが空の可能性があります。満充電になるまで充電をしてください

パワーオフ設定をしてませんか？本書「システム設定をする」の「パワーオフ設定」をお読みの上、お好  
みの時間を設定してください。

充電が不十分の可能性があります。満充電になるまで充電をしてください。

接触不良の可能性があります。USBケーブルを抜き差ししてください。

操作しても反応しない場合は、電源スイッチを一度OFFにし、再度ONにしてください。

・MP3以外のファイル形式ではありませんか？
・著作権保護（DRM）の付加されたファイルではありませんか？

決まった曲順通りにしたい場合は、本書「音楽データの転送」の「曲の再生順番を指定したい場合」をお
読みの上、パソコンを使ってプレイリストを作成してください。

・音量が０になっていませんか？音量ボタンで音量の調節を行ってください。
・イヤホンの接続はしていますか？

・イヤホンは接続していますか？本機はイヤホンがアンテナとなりますので、必ず接続を行ってください。
・電波状態は良好ですか？イヤホンを電波状態の良い方向に向けて再度お試し下さい。

日本語・英語の２ヶ国語から言語を設定します。

1 イヤホンをイヤホンジャックに差し込みます。
2 メインメニューで     （FMラジオ）を選び[　　ボタン]を押します。
3 [　　ボタン][　　ボタン]を押して周波数を選ぶか、[　　ボタン]を
押して登録したチャンネルを選びます。

フォルダを選択して再生する

取り込んだ音楽データを消去する ※一度削除した音楽データは復元出来ません。ご注意ください。

※本機に入っている全ての音楽データが消去されますので、
　ご注意ください。

その他の操作

バックライト時間 言語設定

１．曲の一時停止中に[Mボタン]を押し、サブメ
ニューを開きます。

２．「ファイル消去」にカーソルを合わせ[Mボタ
ン]で決定します。

３．消去したいファイルにカーソルを合わせ[M    
ボタン]で決定します。

４．「YES/はい」を選択し[Mボタン]を押すと、
ファイルの消去が完了します。

５．[      ボタン]で再生画面に戻ります。

１．曲の一時停止中に[Mボタン]を押し、サブメ
ニューを開ます。

２．「全消去」を選択して[Mボタン]を押します

３．「YES/はい」を選択し[Mボタン]を押すと、全
ての曲が削除されます。

４．削除が完了すると、メインメニューに戻ります。

１曲ずつ消去したい場合 全ての曲を削除したい場合

１．ラジオ受信画面で[Mボタン]を押し、サブメ
ニュー画面を開きます。

２．「オートスキャン」にカーソルを合わせ[Mボ
タン]を押して決定します。

３．オートスキャンが開始され、チャンネルが自
動登録されます。スキャンが終わると、ラジオ
受信画面に戻ります。

４．登録されたチャンネルは、[　　ボタン]を押
すと選局出来ます。

１．ラジオ受信画面で[   ボタン][   ボタン]を押し
て、登録したい放送局に周波数を合わせます。

２．[Mボタン]を押してサブメニューを開きます。
３．「チャンネル登録」にカーソルを合わせ[Mボタ
ン]を押すと、１で合わせた放送局がチャンネ
ル登録されます。

４．続けてチャンネルを登録したい時は、１～３を
繰り返し行って下さい。20局までチャンネル
登録が可能です。

自動受信でチャンネル登録する 手動でチャンネル登録する

１．ラジオ受信画面で、消去したいチャンネルに
合わせます。

２．[Mボタン]を押してサブメニューを開ます。
３．「チャンネル消去」にカーソルを合わせ[M   
ボタン」を押すと、１で合わせたチャンネルが
消去されます。

１．ラジオ受信画面で[Mボタン]を押し、「全消
去」にカーソルを合わせ[Mボタン]を押して決
定します。

２．登録したチャンネルが全て消去されます。

チャンネルを１局ずつ消去する チャンネルを一括消去する

１．「省エネモード」の表示が出たら[Mボタン]を
押し選択画面に進みます。（パワーオフ設定
を解除したい場合はオフを選択してください）

メモリの使用状況が確認できます。パワーオフ設定

メモリ使用状況

ファームウエアのバージョンが確認できます。

ファームウエア

【製品仕様】

■目安となる時間

※連続再生時間・充電時間はあくまでも目安であり、使用状況・環
　境によって異なる場合がございます。

※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。

ラジオ受信画面の説明 チャンネル番号 電池残量

受信周波数

【FMラジオメニュー画面】

FMラジオを聴く

※イヤホンがアンテナになりますので、
   必ずイヤホンの接続を行ってください。

※放送局がチャンネル登録されていないときは、[  ボタン]での選局はできません。下記「チャンネル登録をする」をお読みの上、
チャンネル登録を行ってからお使いください。

電源が入らない

すぐに電源が切れてしまう

電池がすぐになくなる

パソコンに認識されない

画面が表示されているが動作しない

音楽ファイルの再生ができない

曲が希望の順に再生・表示されない

音が出ない

FMラジオの放送局が登録できない
ラジオが聴こえない

お問合せ／修理受付窓口 （平日10：00～12：00 ／ 13：00～17：00）

HP　http://www.stayer.co.jp Eメール　support@stayer.co.jp
03-5315-4565☎ 〒160-0004　東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

アイコン

アイコン

アイコン アイコン

アイコン アイコン

アイコン アイコン

アイコン

アイコン

アイコン

アイコン

アイコンアイコン

電源
ディスプレイ画素数
メモリー容量
USB規格
周波数特性
イヤホン出力
対応ファイル形式
対応レート
イコライザー機能
アンテナ
FMラジオ周波数
言語対応
対応OS

USB充電にかかる時間
音楽連続再生時間
FMラジオ連続受信時間

約2時間
約8時間（128kbps/音量17）
約3.5時間（音量17）

内蔵型リチウムイオンポリマー充電池
128×32dpi
８G
USB2.0 ハイスピード
20Hz～20KHZ
（L)9mW+（R)9mW
MP3
32kbps～384kbps
7種類対応
イヤホンコード
76MHz～108MHz
日本語・英語
Windows10/8.1/8/7/ME/2000/XP/Vista

搭載端子
動作環境
サイズ
重量
内容物

USB端子
－10°C～40°C
約80×20×12mm
約19g
本体・ステレオイヤホン・取扱説明書/保証書


