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【ご使用の前に】

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つに区分しています。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。

使用中に発生した不慮のデータロスに関して、当社は一切の責任を持ちません。重要な音楽データは
バックアップを取るなどをお願いいたします。 安全上の注意に従い、本製品を正しく操作するようにし
てください。当社は安全上の注意違反による損害・損傷に対して賠償責任を負いません。

【安全上のご注意】

絵記号の意味

その他注意事項

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

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

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。

煙や異臭、異音が出たら弊社サポートへお問い合わせください。パソコン
と接続している場合はUSB端子を抜き本機を取り外してください。
火災や感電の原因となります。

警告

防水仕様ではありません。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。

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。

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。

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。

運転中などを含め、危険な状況が予想される場所ではご使用を控えて下
さい。

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。

運転中の操作、イヤホンで使用はしないでください。
交通事故の原因となります。

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。

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。

注意

極端に熱くなる場所、直射日光が当たる場所に放置しないでください。

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。

適切以上の音量で長時間の使用はお控え下さい。

・コンテンツは個人として楽しむ以外、不正な複製、複製したコンテンツの無断二次利用などの行為は著作権法に違反します。   
         
・本製品を使用するには、コンテンツのコピー、移動、削除など、一部の操作でパソコンが必要となります。     
       
・パソコン使用中に発生した不慮のデータロスに関して、当社は一切責任を持ちません。        
    
・対応する再生可能なファイル形式であっても、再生できない場合がまれに存在します。形式変更をおこなうなどをお勧めします。  
          
・著作権保護 (DRM) には対応しておりません。            
・何らかの要因で本機内のデータが消失する可能性があります。再コピーを実施してください。       
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【内容物】
本製品をお使いになる前に、付属品を確認してください。万が一不足している物や破損しているもの
がある場合は、お買上げ店又は弊社サポートセンターまでご連絡ください。

本機 クリップ イヤホン

簡易取扱説明書 保証書

L

R

SA1208
MP3 プレーヤー

詳細な取扱説明書は本機
内メモリにPDF形式で入っ
ております。

対応OS　Windows 7/8/10/ MacOS
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【各部位の名称】

左側面 右側面正面

①　　　　　電源ボタン

②　　　　　音量＋/早送り/次へ

③　　　　　メニュー

④　　　　　音量－/早戻し/前へ

⑤　　　　　再生/一時停止/決定

⑥　　　　　音量調整⇨約2秒長押し
  戻る　　⇨1回押し 

R
ES

ET
R

ES
ET

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

➉

⑪

⑫

⑦液晶画面

⑧キャップ

⑨リセット

➉クリップ

⑪イヤホン端子

⑫USB2.0端子（充電/データ転送用）

M

VOL
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【充電をする】
ご使用前に本製品の充電を行ってください。

1 3

4

本機USBコネクタを起動したパソコンの
USBポートに挿します。

5 充電が完了すると電池残量の増減が停止
します。

充電が開始されると液晶画面に接続アイ
コンが表示され、電池残量が増減します。

※本機の電源がオフでもパソコンに接続するとオンになります。

※本機をパソコンに挿す際、上下反対に挿入しないよう方向に
　注意してください。

パソコンで充電をする場合

キャップを外します。2

クリップを外します。
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ご使用前に本製品の充電を行ってください。

※本機をACアダプタに挿す際、上下反対に挿入しないよう方向に
　注意してください。

【充電をする】 ACアダプタ（市販品）で充電をする場合

USB充電対応
ACアダプタ

（市販品）

クリップを外します。1 3

4

本機のUSBコネクタをACアダプタ（市販
品）のUSBポートに挿します。

5 充電が完了すると電池残量の増減が停止
します。

充電が開始されると液晶画面に接続アイ
コンが表示され、電池残量が増減します。

※本機の電源がオフでもACアダプタに接続するとオンになります。

キャップを外します。2
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【電源のオン/オフ】 【パソコンから音楽を入れる】

1 【パソコンで充電をする場合】手順１〜3の
方法（☞P.4 参照）で本機とパソコンを接続
します。

4 Windowsの場合、ハードウエアの取り外し
から「Philips SA1208の取り出し」を実行
後に取り外します。

2

3 音楽ファイル（フォルダ）をドラッグ＆ド
ロップなどで転送します。
フォルダ階層は８階層までです。

本体は転送モードに入ります。

※本機の電源がオフでもパソコンに接続するとオンになります。

・音楽ファイルには、タグ情報（アーティスト名、
アルバムタイトル、ジャンルなど）が含まれてお
ります。

・各音楽ファイルに正しいタグ情報が付随してい
ない場合、本機での分類表示、選択再生が出来
ません。

・本機の対応音楽フォーマットは MP3 及び WMA 
形式です。

・対応フォーマットにおいても極稀に再生できな
い場合があります。ファイルコピーのやり直し、
ファイル形式の変更、コーデックの確認などを
行って下さい。

※無動作が約3分間続くと自動で電源がオフになります。

電源オン

電源オフ

本機側面の電源ボタンを長押し（約３秒）し
ます。液晶画面に「PHILIPS」のロゴが表示さ
れ電源がオンになります。

本機側面の電源ボタンを長押し（約３秒）し
ます。液晶画面に「❶❷❸BYE」が表示され
た後に電源がオフになります。

電源ボタン

電源ボタン

philips（D:）

空き容量 830MB/7.82GB
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【イヤホンで聴く】
付属の「イヤホン」をイヤホン端子に差し込み
ます。

付属イヤホン

L

R

イヤホン端子　

本機はイヤホンがFMラジオのアンテナとなって
おります。ラジオをお聴きになる際は必ずイヤ
ホンを差してご使用ください。
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【再生画面】

【音量調整】

1

2

ボタンを約２秒長押しします。

スピーカーアイコンと数字が表示されます。

3 「　　　　」または「　　　　」ボタンで音量
調整を行います。

再生メイン画面の説明

モード

リピート

現在トラック イコライザー
現在の再生時間/
曲時間

電池残量

楽曲名・拡張子 MUSIC001.MP3
001
001

NOR 00:01
01:53♪ A

VOL

12
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【メニューで出来る事】

低音強調

音楽再生中「M（メニュー）」ボタンを押すと
次の設定が出来ます。

低音の強調の設定を行います。

イコライザー

オフ/ロック/ファンク/ヒップホップ/ジャズ/クラ
シック/テクノから選択ができます。

モード アイコン

1 音楽再生中にメニューから『低音強調』を
選択し、「　　」ボタンで決定します。

2 『はい』を選択し、「　　」ボタンで決定
します。

3 『オン/オフ』を選択し、「　　」ボタンで
決定します。

NOR

ROCK

POP

SOFT

JAZZ

CLAS

DBB

「　　　　」または「　　　　」ボタン
で選択し、「　　  」ボタンで決定します。

低音強調します？
いいえはい

1 音楽再生中にメニューから『イコライ
ザー』を選択し、「　　」ボタンで決定し
ます。

2

ファンク

ヒップホップ

ジャズ

クラシック

テクノ

オフ

ロック

低音強調
イコライザー
リピート
再生速度
A-B間リピート
A-B繰返し回数
A-B後無音時間
削除
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【メニューで出来る事】

再生モード 設定内容

リピート
オフ

リピート再生を停止し
ます。

すべてのファイルを順
番に繰り返し再生しま
す。

ディレクトリ内の曲を
順番に繰り返し再生し
ます。

ファイルをランダムに
再生します。

ファイルを繰り返し再
生します。

ファイルの初めの10秒
間を再生します。すべて
のファイルの10秒間を
再生後停止します。

アイコン

「　　　　」または「　　　　」ボタン
で選択し、「　　  」ボタンで決定します。

リピート

リピート再生の設定を行います。

1 音楽再生中にメニューから『リピート』を
選択し、「　　」ボタンで決定します。

2 リピート一覧が表示されます。

3 「　　　　」または「　　　　」ボタン
で選択し、「　　  」ボタンで決定します。

再生速度（早聞き・遅聞き）

音楽再生時の、速度設定を行います。

1 音楽再生中にメニューから『再生速度』を
選択し、「　　」ボタンで決定します。

2

１曲
リピート

すべて
リピート

イントロ
再生

リピート
ディレクトリ

シャッフル

A

R

D

1

N
・－8～+8の間で設定が可能です。

こんな時

に便利♪

語学学習において、発音スピード
を遅くして聴きたい場合などに
使うと便利です。

＋0
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※設定した再生繰返し回数になると通常再生にもどります。

【メニューで出来る事】

「はい」を選択し、「　　」ボタンで決定
するとファイルが削除されます。

「　　　　」ボタンを押すと開始点（A）
が設定され「A」が点灯し、「B」が点滅
します。

A-B間リピート

指定したA点とB点の区間を繰り返し再生します。

1 音楽再生中にメニューから「A-B間リピー
ト」を選択し、「　　」ボタンで決定しま
す。「A-B」の「A」が点滅します。

2

もう一度「               」ボタンを押すと終了
点（B）が設定され、「A-B」が点灯します。

3

A-B間リピートを解除するには、もう一度
「                」ボタンを押します。

4

削除

ファイルの削除を行います。

1 音楽再生中にメニューから『削除』を選択
し、「　　」ボタンで決定します。

2

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
選択し、「　　  」ボタンで決定します。

A-B後無音時間

A-B間リピート終了点後の無音時間の設定を行
います。

語学学習などにおいて、先生の後
に続いて自分で発音する時間など
に割り当てると便利です。

1 音楽再生中にメニューから『A-B後無音時
間』を選択し、「　　」ボタンで決定しま
す。

2

・1～10秒の設定が可能です。

RECORD削除
いいえはい

こんな時

に便利♪

※設定した再生繰返し回数になるとA-B間再生は通常再生にもどります。

「　　　　」または「　　　　」ボタン
選択し、「　　  」ボタンで決定します。

A-B間繰返し回数

A-B間リピート繰り返し回数の設定を行います。

1 音楽再生中にメニューから『A-B間繰返し
回数』を選択し、「　　」ボタンで決定し
ます。

2

・1～10回の設定が可能です。

01

01
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※メイン画面の状態でない時は「　　　　」ボタンを数回押してメイ
ン画面にしてください。

メイン画面の状態で「　　　」または「　　　」
ボタンを押すたびに右記の順番でモード切換え
します。（5つのモードがループします）

【メイン画面】

モード 　　　画面 　　  ページ

音楽

FMラジオ

再生

①

②

③

⑤

④

P.15~

P.18

P.21

P.19

P.13
・

P.14

P.20
・

P.21

VOL

音楽

フォルダ
ビュー

設定
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※再生中は、再生メニューが表示されます。再生を停止してから再
度行ってください。

音楽モードでは、アーティスト、アルバムなど
タグ情報に基づいて分類表示・再生します。

1

【音楽モード】

すべての曲
アーティスト
アルバム
ジャンル
プレイリスト再生
プレイリスト作成

「　　　　」または「　　　　」ボタン
で再生したい曲が入っている『プレイリス
ト』を選択し、「        」ボタンで決定しま
す。

1

「　　　　」または「　　　　」ボタン
で『再生したい曲』を選択し、「        」ボ
タンで決定します。再生が開始されます。

2

「　　　　」または「　　　　」ボタン選
択し、「　　  」ボタンで決定します。

2

メイン画面の状態で「　　　」または
「　　　」ボタンを押して『音楽』モード
を選択し、「　   」ボタンで決定します。
サブメニューが表示されます

音楽

すべての曲

すべての曲を表示します。

アーティスト

アーティスト別に表示します。

アルバム

アルバム別に表示します。

ジャンル

ジャンル別に表示します。

音楽ファイルには、タグ情報（アーティスト名、
アルバムタイトル、ジャンルなど）が含まれて
います。各音楽ファイルに正しいタグ情報が
付随していない場合、本機での分類表示や選
択再生が出来ません。

プレイリスト再生

『プレイリスト再生』選択して「        」で決
定します。
お気に入りの楽曲をプレイリストに追加して、
プレイリスト内の曲のみを再生して楽しむこ
とができます。
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※再生中は、再生メニューが表示されます。再生を停止してから再度
行ってください。

※プレイリストは、3つのフォルダに登録ができます。
※各プレイリストには100ファイル、合計で300ファイルの登

録が可能です。

プレイリスト作成

【音楽モード】

『音楽』モードを選択し、「         」ボタン
で決定します。サブメニューから「プレイ
リスト作成」を選択し、「        」ボタンで
決定します。一瞬 “検索中” と表示された
後、曲一覧が表示されます。

1 5

「　　　　」または「　　　　」ボタン
でプレイリストに追加したい曲を選び、

「M（メニュー）」ボタンを押します。

2

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『プレイリスト追加』を選択し、「         」
ボタンで決定します。

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『はい』を選択し、「         」ボタンで決定し
ます。

6 “追加完了プレイリスト[1]”と表示され登録
がされます。

3

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『プレイリストフォルダ』を選択し、「         」
ボタンで決定します。

4

追加完了プレイリ
スト [1]

プレイリスト[1]
いいえはい

プレイリスト[1]
プレイリスト[2]

再生
プレイリスト追加

検索中
10%
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【FMラジオモード】

FMラジオが視聴できます。ラジオ番組の録音
も可能です。

※録音をはじめる前に放送局の選局を行ってください。

FM録音開始
プリセット登録
プリセット消去
手動選局
自動選局＆登録
周波数帯域
FM録音を聴く

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
任意の項目を選び、「         」ボタンで決定
します。

「M（メニュー）」ボタンを押すとラジオメ
ニューが表示されます。

2

3

『FM録音開始』を選択し、「         」ボタン
で決定します。

1

「         」ボタンを押すと “     ” の一時停止
しマークが出て、一時停止状態になります。

3

録音を終了するには、「                   」ボタン
を押します。

4

21 メイン画面の状態で「　　　」または
「　　　」ボタンを押して『FMラジオ』
モードを選択し、「　   」ボタンで決定し
ます。

FMラジオ

FM録音開始

FMラジオの録音ができます。

“しばらくお待ちください”と表示された後、
左側に“●”の録音マークが出ます。

しばらくお待ちく
ださい

録音を保存します
いいえはい

本機はイヤホンがFMラジオのアンテナとなって
おります。ラジオをお聴きになる際は必ずイヤ
ホンを差してご使用ください。

FMREC001.WAV
0:14/35:58:23

FMREC001.WAV
0:14/35:58:23

VOL

5 「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『はい』を選択し、「         」ボタンで決定し
ます。
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【FMラジオモード】

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
プリセット登録したい局を選局します。

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『消去したい番号』を選択し、「            」
ボタンで決定します。

「M（メニュー）」ボタンを押し、サブメ
ニューを表示します。『プリセット登録』を
選択し、「            」ボタンで決定します。

『プリセット消去』を選択し、「         」ボ
タンで決定します。1

3

2

プリセット登録

手動でお好みの放送局を選択し、プリセット
登録をします。

01に保存？
いいえはい

05を消去します
いいえはい

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『はい』を選択し、「         」ボタンで決定し
ます。

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『はい』を選択し、「         」ボタンで決定し
ます。

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『登録したい番号』を選択し、「         」ボ
タンで決定します。

4

01  FM    79.50
02  FM    80.00

プリセット登録
プリセット消去

01  FM    -/-
02  FM    80.00

1

3

2

プリセット消去

プリセット登録されている放送局を消去します。

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
お好みの放送局に合わせます。

『手動選局』を選択し、「         」ボタンで
決定します。

1

2

手動選局

手動でお好みの放送局に合わせます。

16



【FMラジオモード】

「　　　　」または「　　　　」ボタン
で「FMRECxxx.wav」を選択し、「         」
ボタンで決定します。

「　　　　」または「　　　　」ボタン
で『放送局』を選択し、「         」ボタン
で決定します。

3

“検索中…” と表示され、登録が完了する
と選局一覧が表示されます。

『自動選局＆登録』を選択し、「         」ボ
タンで決定します。

1

2

自動選局＆登録

自動で受信可能な放送局を選局し登録をします。

『FM録音を聴く』を選択し、「         」ボタ
ンで決定します。FM録音一覧が表示され
ます。録音されたFM番組は

「FMRECxxx.wav」と表示されます。

1

2

FM録音を聴く

録音したFMラジオを聴くことが出来ます。

日本帯域
ヨーロッパ帯域
共通帯域

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『周波数帯』を選択し、「         」ボタンで
決定します。

『周波数帯域』を選択し、「         」ボタン
で決定します。

1

2

周波数帯域

周波数帯域の変更が出来ます。
工場出荷設定では、日本のワイドFM周波数帯が
選択されています。日本以外の国で使用すると
きに、周波数帯を変更して使用します。

すべてを削除
FMREC001.WAV
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【FMラジオモード】

“RECORD” 削除
いいえはい

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『はい』を選択し、「         」ボタンで決定し
ます。

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『削除する番組』を選択し、「M」ボタン
を押して『削除』を選択し、「         」ボタ
ンで決定します。

2

3

『FM録音を聴く』を選択し、「           」ボ
タンで決定します。

1

FM録音を聴く
削除

FM録音を聴く
すべて削除

『FM録音を聴く』を選択し、「         」ボタ
ンで決定します。

1

録音したFMラジオをすべて削除します。録音したFMラジオを削除します。

再生中　
削除

“RECORD” 削除
いいえはい

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『はい』を選択し、「         」ボタンで決定し
ます。

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『すべてを削除』を選択し、「         」ボタ
ンで決定します。

2

3
直前に再生した曲
削除

直前に再生した曲

【再生中表記】

【一時停止中表記】

すべてを削除
FMREC001.WAV
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【フォルダビューモード】

2

1 メイン画面の状態で「　　　」または
「　　　」ボタンを押して『フォルダビュー』
モードを選択し、「　   」ボタンで決定します。

フォルダビュー

パソコンから本機に転送した音楽ファイルのフォ
ルダ名、ファイル名を表示します。

「　　　　」または「　　　　」ボタン
で任意の『フォルダ』を選択し、「         」
ボタンで決定します。「         」ボタンを押
す度に、フォルダの深層に進んでいきます。

19



【設定モード】

※ “０”に設定するとスリープタイマーは起動しません。

各種設定を定義します。

2

1 メイン画面の状態で「　　　」または
「　　　」ボタンを押して『設定』モード
を選択し、「　   」ボタンで決定します。

設定

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
任意の項目を選び、「         」ボタンで決定
します。

スリープタイマー
表示設定
Language/言語
情報
内蔵メモリ初期化
工場出荷時設定

スリープタイマー

時間を設定し、自動で電源をオフにします。
0 ～ 99分までの間で設定をすることができま
す。

表示設定

・ブライトネス　　　　　　　　　　　　　　
画面の輝度を（00～11)の間で設定できます。

・画面オフタイマー　　　　　　　　　　　
バックライトの点灯時間を（１０秒、２０秒、３
０秒、常にオン）から選択できます。

情報

・プレーヤー情報　　　　　　　　　　　　
モデル名とバージョン名の確認ができます。

・ディスク容量　　　　　　　　　　　　　　
内蔵メモリの現在の使用容量と全容量を確認
できます。

language/言語

language/言語表示言語を（日本語、English、
簡体中文、繁体中文）から選択できます。
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【設定モード】

※初期化後は、本機内の音楽ファイルは全て消去され復元は出来ま
せん。事前にバックアップを取るようにしてください。

※実行しても、本機内に入っている音楽ファイルは消去されません。

【再生モード】

再生中

直前に再生した曲

【再生中】

【一時停止中】

再生メイン画面に移動します。

1 メイン画面の状態で「　　　」または
「　　　」ボタンを押して『再生』モード
を選択し、「　   」ボタンで決定すると

「再生画面」に移動します。

内蔵メモリ初期化

内蔵メモリをフォーマット：初期化する際に使
用します。

工場出荷時設定

工場出荷時設定に戻す際に使用します。

2

『内蔵メモリ初期化』を選択し、「           」
ボタンで決定します。

1

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『はい』を選択し、「         」ボタンで決定し
ます。

2

『工場出荷時設定』を選択し、「           」
ボタンで決定します。

1

「　　　　」または「　　　　」ボタンで
『はい』を選択し、「         」ボタンで決定し
ます。
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※差し込むときはできるだけ垂直に堅い物を押
す感覚があるところまで差し込んでください。 

※設定したデータはリセットされません。

【リセットについて】

本機が操作不能になったときは、本体側面のリセット（RESET）を使用します。

1 クリップの先などを差し込んで、
押すと強制的に電源が切れます。

R
ES

ET
R

ES
ET

リセット
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【故障かも…と思ったら】

・バッテリーの残量が完全になくなっている可能性があります。プレーヤーの充電を十分
   に行ったのち再度ご確認ください。

動作しない
フリーズした

音楽ファイルが再生
できない

・対応フォーマット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？
・対象のファイルを削除し、再度コピーをやり直してみてください。
・ファイル形式の変更を行ってみてください。
・対応する再生可能なファイル形式であっても、再生できない場合がまれに存在します。

・接触不良の可能性があります。再度抜き差しするなど行って下さい。
・上下反対に挿していないか確認して下さい。

・音量をあげてみてください。
・イヤホンが正しく挿されているか確認してください。

・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ください。

・ファイルに正しいタグ情報が付随されてるか確認してください。

・充電が不十分の可能性があります。満充電まで充電を行って下さい。

・電源スイッチを一度OFFにし、再度ONにしてください。
・リセットボタンを押し、リセットを実行してください。

電源が入らない

電池がすぐになくなる

パソコンに認識されない

音が出ない

アルバムやジャンルごとに
分類されない

FMラジオが聴けない
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【アフターサービス】

【お問い合わせ／修理受付窓口】

修理を依頼される前に☞P.23の「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。
確認しても症状が改善されない場合は、お買上げ店または弊社カスタマーサポートにご相談ください。

保証書については、必ず「お買上げ日」と「正規販売店名」の記入があることを確かめてからお買上げ店よりお受け取りく
ださい。また、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日から１年間です。

修理を依頼される前に☞P.23の「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。
それでも症状が改善されない場合は、まず電源プラグを抜いてお買上げ店または弊社カスタマーサポートにご連絡くだ
さい。

◉お客様の氏名 / 住所 / 電話番号  
◉製品名 / 型番 / お買上げ日 / お買上げ店 
◉故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理させていただきます。
※保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる場合、ご希望により有償修理させていただきます。

※本機を分解すると、保証が無効になります。■保証書を必ずご確認ください

■修理をご依頼される場合

■修理をご依頼されるときにご準備いただきたい内容

弊社では、お客様からの「製品の使い方や仕様に関するご質問」「有償修理のご依頼」には対応しておりますが、
保証期間内での「返品・交換・無償修理」は正規販売店経由でのみ行なっております。返品などをご希望の方は、
ご購入された販売店までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。

HP　    https://www.stayer.co.jp
Eメール　Philips.icrecorder@stayer.co.jp

〒160-0004　東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

0570-020-511
（平日10：00～12：00 ／ 13：00～17：00）カスタマーサポート

Speech Processing Solutions GmbH.
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Vienna, Austria
JINGWAH DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD
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【製品仕様】

＊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。  ＊1 連続使用時間、満充電までの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。  ＊2 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではござい
ません。 ＊2 OSアップグレード環境での動作は保証していません。

寸法（約）  高さ × 幅 × 奥行き

重量（約）

内蔵電池

外部端子

液晶ディスプレイ

内蔵メモリ

満充電までの時間

連続使用時間（音楽）

連続使用時間（ラジオ）

FM ラジオ

プレイリスト最大登録数（1 個）

プレイリスト最大登録数（3 個合計）

対応 OS

使用環境

付属品

73 × 23.5 × 11 mm（クリップ含み 25mm）

18g（クリップ含む）

リチウムイオン電池    3.7V  100mAh 

USB2.0（充電、PC接続用）   イヤホン端子

LCDディスプレイ 解像度　128 ×32 pixcel

8GB NAND Flalsh メモリ

約1時間

約８時間（MP3再生、デフォルト設定にて）

約4時間

76MHz～108MHz

100曲

300曲

Windows 7/8/10/   MacOS

温度5℃ – 45℃　湿度10% – 90%（結露なきこと）

イヤホン、簡易取扱説明書、保証書

MP3

WMA

ビットレート：8kbps-320kbps
サンプリングレート：8KHz-48KHz

ビットレート：5kbps-384kbps
サンプリングレート：8KHz-48KHz
※WMA losslessとWMA PROには対応しません。

対
応
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

主
な
仕
様

＊2

＊1

＊1

＊1
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