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	iPodは、米国および他の国々で登録されたApple	Inc.の商標です。
本機は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。
•
•

音のエチケット
楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。
隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、
ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。
お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

■	音楽CD、MP3/WMAディスクの再生が可能

■	USBメモリーのMP3/WMAファイルの再生が可能

■	MDLP対応で、多彩な録音モード	SP、LP2、LP4、M
モノ

ono

■	CD→MD、CD→USB、MD→USB、USB→MDダビング機能	（CD→MDは4倍速録音可能）

■	音楽CD→MD/USB同時録音機能

■	多くの曲を整理するMDグループ機能

■	CDからMDへの録音レベルを自動設定するDLA	L
リンク

ink	(D
デジタル

igital	R
レック

ec	L
レベル

evel	A
アジャストメント

djustment)	機能

■	MDへのデジタル録音時のレベル調整ができるデジタル録音ボリューム搭載

■	30局メモリー可能なFM/AMチューナー搭載	（FMはオートプリセット可能）

■		メディアの実力を引き出す超ワイドレンジアンプテクノロジー	WRAT	(W
ワイド

ide	R
レンジ

ange	A
アンプリファイヤー

mplifier	

T
テクノロジー

echnology)

■	重低音の調整ができるS
スーパーバス

.BASS機能、低音や高音を調整できるB
バス

ASS/T
トレブル

REBLE機能

■	充実した外部音声入出力端子〔V
ビデオ

IDEO入力、T
テープ

APE入出力、L
ライン

INE入力（前面ミニジャック）〕

■	光デジタル端子装備〔入力×1、出力×1（FR-N9EXのみ）〕

■	別売のドックを接続すれば、本機付属のリモコンでiPodの操作が可能

主な特長

USBメモリーについてのご注意

1.	USBメモリーのフォーマットはFAT16またはFAT32の32k以下のクラスタサイズに対応しています。
	 NTFSなど対応していないフォーマットのときは、パソコンで対応するフォーマットにフォーマットし直してく

ださい。
2.	セキュリティ機能付きのUSBメモリーは使用できません。
	 セキュリティ機能をはずし、通常のUSBメモリーとして動作可能な場合は使用することができます。
3.	USBメモリーは製品により仕様が異なりますので、すべてのUSBメモリーでの動作を完全に保証することはで

きません。
	 特に、小ブロック単位の書込速度が遅いUSBメモリーは録音に失敗することがあります。その場合はUSBメモ

リーを取り替えてください。
4.	USBハブは使用できません。
	 USBメモリーは直接本機のUSB端子に接続してください。
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カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは、製品の色を表す記号です。色は異なって
も操作方法は同じです。

●製品本体（1） ● AM 室内アンテナ（1）
AM放送を受信するアン
テナです。

●リモコン（RC-790S）（1）
●単4乾電池（2）

●取扱説明書（本書）（1）  ●簡単操作ガイド（1）  ●保証書（1）  ●オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内（1）
●ユーザー登録カード（1）

● FM 室内アンテナ（1）
FM放送を受信するアン
テナです。

お買い上げいただいた製品によって、箱に入っているものの組み合わせが異なります。品番をお確かめの上、下記
の製品および付属品が入っているかご確認ください。

X-N9EXには、次のものが含まれます。
	●	FR-N9EX（CD/MDチューナーアンプ）	 	●	D-N9EX（スピーカーシステム）
X-N7EXには、次のものが含まれます。
	●	FR-N7EX（CD/MDチューナーアンプ）	 	●	D-N7EX（スピーカーシステム）
FR-N9EX、FR-N7EXはCD/MDチューナーアンプの単品です。
	●	スピーカーシステムは、含まれません。

（　）内の数字は数量を表しています。お確かめください。

FR-N9EX、FR-N7EX（CD/MDチューナーアンプ）

D-N9EX（スピーカーシステム）

●製品本体（2） ●スピーカー用コルクスペーサー（8）●スピーカーコード 1.8 ｍ（2）

D-N7EX（スピーカーシステム）

●製品本体（2） ●スピーカー用コルクスペーサー（8）●スピーカーコード 1.8 ｍ（2）

箱の中身を確かめる
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安全上のご注意
安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた
間違った使いかたをしたときに生じることが想定さ
れる危険度や損害の程度によって、｢警告」と「注意」
に区分して説明しています。

誤った使いかたをすると、
火災・感電などにより死亡、
または重傷を負う可能性が
想定される内容です。

	記号は「ご注意ください」
という内容を表しています。

絵表示の見かた

	 	記号は「〜してはいけない」
という禁止の内容を表してい
ます。

故障したまま使用しない、異常が起きたら
すぐに電源プラグを抜く

煙が出ている、変なにおいや音がする
製品を落としてしまった
製品内部に水や金属が入ってしまった

このような異常状態のまま使用すると、火
災・感電の原因となります。すぐに電源プラ
グをコンセントから抜いて販売店に修理・点
検を依頼してください。

カバーははずさない、分解、改造しない

火災・感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は販売店に依頼して
ください。

接続、設置に関するご注意

■ 通風孔をふさがない、放熱を妨げない

CD/MDチューナーアンプには内部の温度上
昇を防ぐため、ケースの天面や底面に通風孔
があけてあります。通風孔をふさぐと内部に
熱がこもり、火災ややけどの原因となりま
す。
CD/MDチューナーアンプを押し入れや本
箱など通気性の悪い狭い所に設置して使用
しない

	 	（CD/MDチューナーアンプの天面、横か
ら20cm以上、背面から10cm以上のス
ペースをあける）
逆さまや横倒しにして使用しない
布やテーブルクロスをかけない
じゅうたんやふとんの上に置いて使用しな
い

•
•
•

•

•
•
•

■ 水蒸気や水のかかる所に置かない、製品の上に液
体の入った容器を置かない

製品に水滴や液体が入った場合、火災・感電
の原因となります。
風呂場など湿度の高い場所では使用しない
調理台や加湿器のそばには置かない
雨や雪などがかかるところで使用しない
製品の上に花びん、コップ、化粧品、ろう
そくなどを置かない

電源コード・電源プラグに関するご注意

■ 電源コードを傷つけない
	 電源コードの上に重い物をのせたり、電源
コードが製品の下敷にならないようにする
傷つけたり、加工したりしない
無理にねじったり、引っ張ったりしない
熱器具などに近づけない、加熱しない

電源コードが傷んだら（芯線の露出・断線な
ど）販売店に交換をご依頼ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となり
ます。

■ 電源プラグは定期的に掃除する

電源プラグにほこりなどがたまっていると、
火災の原因となります。電源プラグを抜いて、
乾いた布でほこりを取り除いてください。

•
•
•
•

•

•
•
•

●	記号は「必ずしてください」	
という強制内容を表していま
す。

誤った使いかたをすると、
けがをしたり周辺の家財に
損害を与える可能性が想定
される内容です。

警告

注意

警告

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

感電注意

分解禁止 ぬれ手禁止

必ずする電源プラグをコン
セントから抜く

高温注意

分解禁止

禁止

水場での
使用禁止

水濡れ禁止

禁止

必ずする
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使用上のご注意

■ CD/MDチューナーアンプ内部に金属、燃えやす
いものなど異物を入れない

火災・感電の原因となります。特に小さなお
子様のいるご家庭ではご注意ください。
CD/MDチューナーアンプの通風孔、ディ
スク挿入口から異物を入れない
CD/MDチューナーアンプの上に通風孔に
入りそうな小さな金属物を置かない

■ 長時間音がひずんだ状態で使わない

アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原
因となることがあります。

■ ディスク挿入口に手を入れない

けがの原因となることがあります。特に小さ
なお子様のいるご家庭では注意してくださ
い。

■ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディ
スクは使用しない

ディスクは機器内で高速回転しますので、割
れて破片が内部に落ちたり外に飛び出して、
故障やけがの原因となることがあります。

■レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると視力障害を起こす
ことがあります。

•

•

■ 雷が鳴りだしたら製品、接続機器、接続コード、
アンテナ、電源プラグに触れない

感電の原因となります。

電池に関するご注意

■ 乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火や水
の中に入れない

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周
囲を汚損する原因となることがあります。
指定以外の電池は使用しない
新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
電池を使い切ったときや長時間リモコンを
使用しないときは電池を取り出す
コインやネックレスなどの金属物と一緒に
保管しない
極性表示（プラス=とマイナス—の向き）
に注意し、表示通りに入れる

■ 電池から漏れ出た液にはさわらない

万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場
合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医
師にご相談ください。

•
•
•

•

•

接続、設置に関するご注意

■ 不安定な場所や振動する場所には設置しない

強度の足りないぐらついた台や振動する場所
に置かないでください。
製品が落下したり倒れたりして、けがの原因
となることがあります。

■ 製品の上に10kg以上の重いものや外枠からはみ
出るような大きなものを置かない

バランスがくずれて倒れたり落下して、けが
の原因となることがあります。また、製品に
乗ったりしないでください。

■ 配線コードに気をつける

配線された位置によっては、つまずいたり
引っかかったりして、落下や転倒など事故の
原因となることがあります。

■屋外アンテナ工事は販売店に依頼する

アンテナ工事には技術と経験が必要です。

電源コード・電源プラグに関するご注意

■ 表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用する

製品を使用できるのは日本国内のみです。
表示された電源電圧以外で使用すると、火災・
感電の原因となります。

■ 電源コードを束ねた状態で使用しない

発熱し、火災の原因となることがあります。

警告

注意

禁止

禁止

接触禁止

禁止

接触禁止

禁止

注意

必ずする

禁止

指のけが
に注意

禁止

禁止

必ずする

禁止
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注意

■機器内部の点検について
お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。	 	
本機の内部にほこりがたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。
特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。

■製品のお手入れについて
表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学
ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

•

•

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張ら
ない

コードが傷つき、火災や感電の原因となるこ
とがあります。
プラグを持って抜いてください。

	
■ 長期間使用しないときは電源プラグをコンセント

から抜く

絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因と
なることがあります。

■ 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し
込む

差し込みが不完全のまま使用すると、感電、
発熱による火災の原因となります。
プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセン
トは使用しないでください。

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。

■お手入れの際は電源プラグを抜く

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコ
ンセントから抜いて行ってください。

使用上のご注意

■ 通風孔の温度上昇に注意

CD/MDチューナーアンプの通風孔付近は放
熱のため高温になることがあります。
電源が入っているときや、電源を切った後
しばらくは通風孔付近にご注意ください。

■ 音量に注意する

突然大きな音が出てスピーカーやヘッドホ
ンを破損したり、聴力障害などの原因とな
ることがあります。

■ 長時間大きな音でヘッドホンを使用しない

聴力に悪い影響を与えることがあります。

■ キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁
気を利用した製品を近づけない

磁気の影響でキャッシュカードやフロッ
ピーディスクが使えなくなったり、データ
が消失することがあります。

移動時のご注意

■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずす

コードが傷つき火災や感電の原因となりま
す。

■製品の上にものを乗せたまま移動しない

製品の上に他の機器を乗せたまま移動しな
いでください。
落下や転倒してけがの原因となります。
サランネットやスピーカーユニット部を
持って移動させないでください。

ぬれ手禁止

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

必ずする

高温注意

禁止

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

禁止

禁止

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

禁止

禁止
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リモコンの使いかた

リモコンはCD/MDチューナーアンプのリモコン受光部に
向けて操作してください。

ご注意 

	 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用
しないでください。

	 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐ
ために電池を取り出しておいてください。　

	 消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食によりリ
モコンをいためることがあります。リモコン操作の反応が
悪くなったときは、古い電池を取り出して2本とも新しい
電池と交換してください。

	 電池の交換時には、単4形をご使用ください。

•

•

•

•

ご注意 

	 リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強
い光が当たらないようにしてください。リモコンが正しく
動作しないことがあります。

	 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを
併用すると誤動作の原因となります。

	 リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタ
ンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうこ
とがあります。

	 オーディオラックのドアのガラスに色が付いていると、リ
モコンが正常に動作しないことがあります。

	 リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作で
きません。

•

•

•

•

•

乾電池を入れる

1.	カバーを矢印の方向に持ち上げる

2.	中の極性表示にしたがって付属の乾電池2個をプ
ラス=とマイナス—を間違えないように入れる

3.	カバーを戻す

約5m

リモコン受光部

30
30

リモコンを準備する

FR-N9EX(09-17)(SN29400457).indd   9 10.5.17   5:07:43 PM



10	

前面パネル〔　〕内のページに主な説明があります。

1	リモコン受光部〔9〕
リモコンからの信号を受信します。

2	ディスクトレイ〔26〕
音楽CD、MP3、WMAディスクをセットします。

3	表示部
次ページをご覧ください。

4	MD挿入部〔29〕
MDを挿入します。

5	D
ディスプレイ

ISPLAYボタン〔27、30、32、45、48、61、71〕
表示部の情報を切り換えます。文字入力時、文字の種
類を選べます。2秒以上ボタンを押し続けると、表示
の明るさを切り換えることができます。

6	I
インプット

NPUT/C
カーソル

URSOR˚/¬ボタン
	 〔25、41、51、56、66、81〕
	 聞くソースを選びます。
	 文字入力時、文字の挿入、訂正、消去に使います。

7	MD操作部〔29、33、48〕
å
イジェクト

ボタン	 ：MDを取り出します。

●R
レック

ECボタン	：MDを録音または録音待機状態にします。

■
ストップ

ボタン	 ：MDの再生や録音を停止します。

Ω/
プレイ/ポーズ

ƒボタン	 ：MDの再生や録音（録音待機状態から）
を始めます。再生中に押すと一時停止
状態になります。

8	V
ボリューム

OLUMEつまみとインジケーター〔25〕
音量を調節します。電源が入るとつまみの周りのインジ
ケーターが点灯し、ミューティングが働くと点滅します。

9	S
スタンバイ

TANDBYインジケーター〔24〕
スタンバイ状態のとき点灯します。

0	O
オン

N/S
スタンバイ

TANDBYボタン〔25、83〕
電源のオン/スタンバイを切り換えます。

!		
フォーンズ

 端子〔25〕
ヘッドホンのミニプラグを接続します。

"	L
ライン

INE	I
イン

N端子〔24〕
メモリープレーヤーなどのポータブル機器を接続します。

#	USB端子とインジケーター
USBメモリーを接続します。
インジケーターはUSBメモリーの録音・再生時の状態
により以下のように点灯・点滅します。
再生時：緑色で点灯　再生一時停止時：緑色で点滅
録音時：赤色で点灯　録音一時停止時：赤色で点滅

$	USB操作部〔31、38、54〕
●R

レック

ECボタン：	USB端子に接続したUSBメモリーを
録音または録音待機状態にします。

■
ストップ

ボタン	 ：USB端子に接続したUSBメモリーの
再生や録音を停止します。

	 	 停止中に押すと、USBメモリーを取
り外せます。

Ω/
プレイ/ポーズ

ƒボタン	 ：USB端子に接続したUSBメモリーの
再生や録音（録音待機状態から）を
始めます。再生中に押すと一時停止
状態になります。

%	G
グループ

ROUPボタン〔27、55、57、62、63〕
グループを選択するときに押します。

&	 T
タイマー

IMERボタン〔78、80、81、84〕
現在時刻やタイマーの設定を行います。

'	M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤル〔26、29、41〕
登録した放送局の選択やバンドの切り換え、音楽CD、
MP3、WMAディスク、MDまたはUSBメモリーの曲
を選びます。編集時、項目を選択します。押すと各設
定を決定します。

(	M
モード

ODE/Y
イエス

ESボタン〔33、38、43、63、75〕
録音、再生、設定などで選択した項目を決定します。
メモリー再生やランダム再生を設定します。

)	M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタン〔36、41、57、64、70、85〕
	 設定や編集操作の内容を選びます。

設定中は表示された内容を取り消します。

*	CD（音楽CD、MP3、WMA）操作部〔26、33〕
å
オープン/クローズ

ボタン	 ：ディスクトレイを開閉します。

■
ストップ

ボタン	 ：再生を停止します。

Ω/
プレイ/ポーズ

ƒボタン	：再生を始めます。再生中に押すと一時停
止状態になります。

イラストはFR-N9EX
ですが、FR-N7EXも
各部のボタンの働き
は同じです。

各部の名前と主な働き
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表示部

1	レベル表示
音声レベルを表示します。	

2	M
ミューティング

UTING表示
ミューティングが働いているときに点滅します。

3	S.BA
スーパー　バス

SS表示
スーパーバス設定時に点灯します。

4	FM/AM受信状態表示
FM/AM受信時の状態を表示します。

5	再生モード表示

	 1G
グループ

R	：	1グループ再生時に点灯します。

	 M
メモリー

EM	：	メモリー再生が設定されているときに
点灯します。

	 R
	ランダム

DM	：	ランダム再生時に点灯します。

	 R
リピート

EPEAT	：全曲リピート再生時に点灯します。

REPEAT	1	：	1曲リピート再生時に点灯します。

6	WMA/MP3表示
CDまたはUSBに録音されているWMAファイルまたは
MP3ファイル再生時に再生しているそれぞれのインジ
ケーターが点灯します。

7	CD	再生表示
CDの再生状態を表示します。

8	D
ダビング

UB表示
ダビング時に点灯します。

9	MD再生、録音表示
MDの再生、録音状態を表示します。

0	T
トック

OC表示
録音や編集など、MDに情報を書き込むときに、点灯
や点滅します。

!	MD録音モード表示
MDの再生や録音するモードが点灯します。

"	L
レベルシンク

.SYNC表示
レベルシンクが働いているときに点灯します。

#	S
スリープ

LEEP表示
スリープタイマーが働いているときに点灯します。

$	T
タイマー

IMER表示
タイマーのセット状態を表示します。
	数字	：タイマー1〜4設定時にその番号が点灯します。
	 	：タイマー録音設定時に番号の枠が点灯します。

%	S
ソース

OURCE表示
録音しているときに点灯し、多目的表示部にはソース
名が表示されます。

&	多目的表示部
再生時間や名前などを表示します。

'	G
グループ

ROUP/T
トラック

RACK表示

	 G
グループ

ROUP	：	グループ数が表示されているときに
点灯します。

	 T
トラック

RACK	：	トラック数が表示されているときに
点灯します。

(	D
デジタル

IGITAL表示
再生するソースがデジタルの場合に点灯します。
音楽CDからMDへのダビング時は、デジタル録音のと
きに点灯します。

)	MD表示
録音中、表示をMDにすると点灯します。

*	G
グループ

ROUP表示
グループ名が表示されているときに点灯します。

⁄	CD/MD/USB情報
多目的表示部に表示されている項目が点灯します。

0

-4

-10

-20

-40

dB L.SYNC
SLEEP

MUTING

AUTO
1GR MEM  RDM   REPEAT 1                                   GROUP TRACK  NAME
SOURCE   GROUP                                 TRACK                        MD     DISC  TOTAL  REMAIN

FM ST WMA      MP3     DIGITAL              MONO
DUB

C D MD SPLP24
TOCS.BASS

TIMER
1

L R
-

2

3 4

各部の名前と主な働き
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後面パネル

1	V
ビデオ

IDEO	I
イン

N端子
	 ビデオ機器などの音声信号やオンキヨー製リモートイ

ンタラクティブドック（RIドック）などを接続する端
子です。（☞23ページ）

2	T
テープ

APE	I
イン

N/O
アウト

UT端子
テープデッキを接続する端子です。

3	A
アンテナ

NTENNA（AM）端子
付属のAM室内アンテナを接続する端子です。

4	A
アンテナ

NTENNA（FM75Ω）端子
付属のFM室内アンテナ、またはFM屋外アンテナを接
続する端子です。

5	D
デジタル

IGITAL	O
アウト

UT端子（FR-N9EXのみ）
光デジタル音声の出力端子（PCM信号）です。
デジタル入力端子付きのCDレコーダーなどを接続しま
す。
接続には、市販のオーディオ用光デジタルケーブルを
使用します。

6	D
デジタル

IGITAL	I
イン

N（D
ドック

OCK）端子
光デジタル音声の入力端子です。PCM信号にのみ対応
しています。
オンキヨー製デジタルメディアトランスポート（☞
22ページ）、またはデジタル出力端子付きのゲーム機、
CSチューナーなどを接続します。

7	 	R
リモート

EMOTE	C
コントロール

ONTROL端子
端子付きのオンキヨー製機器と接続し、連動させ

るための端子です。

8	S
スピーカー

PEAKERS端子
付属のスピーカーを接続する端子です。

9	P
プリ

RE	O
アウト

UT（S
サブウーファー

WBWOOFER）端子
アンプ内蔵のサブウーファーを接続する端子です。

0	電源コード

接続については、18〜24ページをご覧ください。

FR-N9EX FR-N7EX

各部の名前と主な働き
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スピーカー

D-N9EX、D-N7EXは左側スピーカーと右側スピーカー
の形は同じです。どちらを左側 /右側で使用しても音質は
変わりません。

●D-N9EX
「X-N9EX」にはスピーカー「D-N9EX」が付属しています。

●D-N7EX
「X-N7EX」にはスピーカー「D-N7EX」が付属しています。

付属のコルクスペーサーを使う

より良い音でお楽しみいただくために、付属のコルクス
ペーサーのご使用をおすすめします。また、コルクスペー
サーを使用することで、すべりにくく安定して設置するこ
とができます。

サランネットの脱着について

D-N9EX、D-N7EXは前面のサランネットを取りはずす
ことができます。サランネットを付けたりはずしたりする
ときは、次のように行ってください。
1.サランネットの下側を両手で持ち、手前に軽く引っ張

り、サランネットの下側をはずします。
2.同じようにサランネットの上側を手前に引っ張ると、

サランネットは本体からはずれます。
3.取り付けるときは、サランネットの四隅にあるピンを

本体のサランネット取り付けホルダーに合わせて押し
込みます。

●D-N9EX

●D-N7EX

ツィーター

サランネット
取り付けホルダー

サランネット

ウーファー

キャビネット

ツィーター

サランネット
取り付けホルダー

サランネット

ウーファー

キャビネット

取り付け取りはずし

取り付け取りはずし

D-N7EX

底面

コルクスペーサー

D-N9EX

底面

コルクスペーサー

各部の名前と主な働き
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リモコン（アンプ、チューナー）
ここでは、アンプ操作やチューナー操作をするときに使用するボタンについて説明します。

入力切換　 / 　ボタン
押すごとに入力が切り換わります。

時計表示ボタン
時刻を表示させるときに押します。

スリープボタン
スリープタイマーの設定に使用します。

電源　　 ボタン
オン　スタンバイ

電源のオン/スタンバイを切り換えます。

文字入力ボタン
文字入力をするときに使用します。

表示切換ボタン
押すたびに表示部の情報が切り換わります。
文字入力時は文字の種類を選びます。
2秒以上ボタンを押し続けると、表示の明る
さを切り換えることができます。

音質ボタン
低音、高音を調整します。

モード/シャッフル/確定ボタン
FMのとき、受信のオート/モノラルを
切り換えます。

決定ボタン
編集や各設定で項目を決定します。

音量▲/▼ボタン
音量を調節します。

重低音ボタン
重低音を強調します。

消音ボタン
音を一時的に消します。

ボタン
文字入力時、カーソルを移動します。
ラジオを聞いているときは、周波数を
選びます。

ボタン
ラジオを聞いているときは、登録した
放送局を選びます。設定時は項目を選
びます。

文字、記号、アルファベット、
数字ボタン
ラジオのプリセット局を選んだり、プリセット
局に名前をつけるときに使用します。

タイマー/時計ボタン
現在時刻やタイマーの設定を
行います。

メニュー/消去ボタン
設定や編集操作の内容を選びます。
設定中は表示された内容を取り消します。

FM/AMボタン
入力をFMまたはAMに切り換えます。

各部の名前と主な働き
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リモコン（MD）

リモコン（CD）

ここでは、MDを操作するときに使用するボタンについて説明します。

ここでは、CD（音楽CD、MP3、WMA）を操作するときに使用するボタンについて説明します。

決定ボタン
選択した内容を決定します。

再生中の曲を早送りしたり、早戻しする
ことができます。

前後の曲を選ぶことができます。押すたびに
前または後に曲番がスキップします。

リピートボタン
くり返し再生します。

モード/シャッフル/確定ボタン
メモリー再生やランダム再生、
1グループ再生を設定します。

メニュー/消去ボタン
メモリー再生などで表示された内容を
取り消します。

CD操作ボタン
：再生を一時停止します。
：再生を停止します。
：再生を始めます。

ボタン

ボタン

スクロールボタン
表示部に表示された文字を移動表示します。

文字、記号、アルファベット、
数字ボタン
ディスク名や曲名など文字入力時に使用し
ます。また、選曲したり、メモリー再生時
に曲順を指定するときにも使用します。

表示切換ボタン
押すたびに表示部の情報が切り換わります。
文字入力時、文字の種類を選びます。

文字、記号、アルファベット、
数字ボタン
ディスク名や曲名など文字入力時に使用し
ます。また、選曲したり、メモリー再生時
に曲順を指定するときにも使用します。

決定ボタン
編集や各設定で項目を決定します。

再生中の曲を早送りしたり、早戻しする
ことができます。文字入力時、カーソル
移動にも使用します。

前後の曲を選ぶことができます。押すたび
に前または後に曲番がスキップします。

文字入力ボタン
文字を入力するときに使用します。

表示切換ボタン
押すたびに表示部の情報が切り換わります。
文字入力時、文字の種類を選びます。

リピートボタン
くり返し再生します。

スクロールボタン
表示部に表示された文字を移動表示します。
文字入力時、文字の種類を選びます。

グループボタン
グループ選択、グループ再生をするときに
使用します。

モード/シャッフル/確定ボタン
メモリー再生やランダム再生を設定し
ます。

メニュー/消去ボタン
設定や編集操作の内容を選びます。設定中
は表示された内容を取り消します。

MD操作ボタン
：再生を一時停止します。
：再生を停止します。
：再生、録音（録音待機状態から）を始めます。

ボタン

ボタン

各部の名前と主な働き
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リモコン（DOCK）

ここでは、D
デジタル

IGITAL	I
イン

N端子にデジタルメディアトランスポートND-S1を接続した場合、またはV
ビデオ

IDEO	I
イン

N端子にRIドッ
クを接続した場合に使用できるボタンについて説明します。
	 機器の接続については、22、23ページをご覧ください。
	 接続した機器に合わせて、入力の表示名称を変更する必要があります。85ページをご覧ください。
	下記のリモコンボタンで、ドックにセットしたiPodを操作できます。

•
•
•

ご注意 

iPodのメニュー項目の移動は、本機の表示部右端にドットが
表示されているとき（メニュー操作モード時）のみ可能で、
この間は本来のスキップ動作ができません。
iPodが「再生中」画面に戻ってもドットがまだ点灯している

ときは、ドットが消えるのを待つか、CD■
ストップ

ボタンを押してそ
のモードを解除してからスキップ動作を行ってください。
なお、本機でメニュー操作中にiPod側でも操作すると、本機
のメニュー操作モードの認識にずれが生じますので、本機で
のメニュー操作中はiPod側では操作しないでください。

使用上のご注意
音量は本機の音量▲/▼ボタンで調節します。iPod側
で調節しても音量は変わりません。
上記のメニュー操作中、誤ってiPod側の音量を変えな
いように注意してください。

	 入力がiPod/dig、DOCK/digまたはDOCK

1	 メニュー /消去ボタンを押して、
	 iPodにメニューを表示させる

さらに押すと、前のメニューに戻ります。
このとき、本機の表示部右端にドットが表
示され、本機もメニュー操作モードに入っ
たことを示します。

2	 ˙/∆ボタンを押し、iPod
	 のメニューの項目（反転）を
	 移動させる

3	 決定ボタンを押して、項目を決定
する

ご注意 

	 iPodの機種やソフトウェアのバージョンあるいは再生するコンテンツによっては、一部の機能が動作しないことがあります。
	プレイリストが選べないときは、iPodでいずれかのプレイリストを再生した後、プレイリスト▲/▼ボタンを操作してください。
	アルバムを選ぶには、iPodを「アルバム」−「全曲」で再生した後、アルバム▲/▼ボタンを操作してください。

•
•
•

iPodのメニュー操作（リモコン操作のみ）

アルバム▲/

▲

ボタン
iPodのアルバムを選びます。

プレイリスト▲/

▲

ボタン
iPodのプレイリストを選びます。

決定ボタン
iPodのメニュー項目を決定します。

表示切換ボタン
iPodのバックライトを30秒間点灯させます。

リピートボタン
iPodのリピートを切り換えます。

iPod/PCボタン
デジタルメディアトランスポート
ND-S1の入力を切り換えます。

iPod同期ボタン
デジタルメディアトランスポートND-S1の
シンクロ/アンシンクロを切り換えます。
アンシンクロ状態にするには、2秒以上押
します。

モード/シャッフル確定/ボタン
iPodのシャッフルを切り換えます。

iPodのメニュー操作モードを
解除する

メニュー/消去ボタン
iPodのメニュー操作に入ります。

DOCK　　 ボタン
iPodを再生させます。再生中に押すと、
一時停止状態になります。

iPodの前後の曲を選びます。
iPodのメニュー操作中は、項目を移動させます。

ボタン

iPodの再生中の曲を早送り、早戻しします。

ボタン

ドック プレイ/ポーズ

3
2
1

CD   ボタン
ストップ

各部の名前と主な働き
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リモコン（USB）

リモコン（TAPE、CD-R）

入力名称
リモコンのボタン名

ここでは、本体前面のUSB端子に接続したUSBメモリーを操作するときに使用するボタンについて説明します。

ここでは、T
テープ

APE	I
イン

N/O
アウト

UT端子にカセットテープデッキやCDレコーダーを接続した場合に使用できるボタンについて説
明します。
	 機器の接続については、23ページをご覧ください。
	 接続した機器に合わせて、入力の表示名称を変更する必要があります。85ページをご覧ください。
•
•

接続端子 TAPE	IN/OUT

TAPE CD-R

1

1〜9 1〜9

10/0 10/0

＞10 ＞10

2 メニュー /消去 CLEAR

3 決定 ENTER

4 モード/シャッフル/確定 DOLBY	NR MODE

5

TAPE	Ω Ω Ω

TAPE	■ ■ ■

TAPE	˚ ˚ ƒ

6 表示切換 DISPLAY

7 スクロール SCROLL

8 π/　“ π/　“

9 ˙/∆ π/　“ ˙/∆

0 リピート REV	MODE REPEAT
	 それぞれのボタンの働きについての詳細は、各機器に付
属の取扱説明書をご覧ください。

	 空欄はボタンを押しても動作しません。

•

•

再生中の曲を早送りしたり、早戻しすることが
できます。

前後の曲を選ぶことができます。
押すたびに前または後に曲番がスキップ
します。

表示切換ボタン
押すたびに表示部の情報が切り換わり
ます。

リピートボタン
くり返し再生します。

アンプラグ

スクロールボタン
表示部に表示された文字を移動表示し
ます。

モード/シャッフル/確定ボタン
1グループ再生、メモリー再生、ランダム再生
を設定します。

USBメモリー操作ボタン
：再生を一時停止します。
：再生を停止します。

　停止時に押して、「Unplug OK」と表示されると、
　USBメモリーを取り外せます。
：再生を始めます。

ボタン

ボタン

数字ボタン
選曲するときに使用します。

メニュー/消去ボタン
設定や編集操作の内容を選びます。
設定中は表示された内容を取り消します。

決定ボタン
選択した内容を決定します。

各部の名前と主な働き
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1. ビニールカバーをはずし
スピーカーコードのしん
線をよじります。

2. スピーカー端子のネジ
をゆるめます。

3. スピーカーコード
のしん線を差し込
みます。

4. ねじを締め付けます。

赤い線側

スピーカーコード

右側(Rチャンネル)の
スピーカー

左側(Lチャンネル)の
スピーカー

1. ビニールカバーをはずし
スピーカーコードのしん
線をよじります。

2. スピーカー端子のレバーを
押しながらコードの先端を
差し込みます。指を離すと
レバーが戻ります。しん線
がわずかに外に出ているよ
うにしてください。

3. スピーカーコードを軽く
引っ張ってみて確実に接
続されているかどうか確
認してください。

赤い線側 赤い線側

スピーカーコード

右側(Rチャンネル)の
スピーカー

左側(Lチャンネル)の
スピーカー

接続する

スピーカーを接続する

FR-N9EXにスピーカーを接続する

FR-N7EXにスピーカーを接続する
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スピーカーの設置について

スピーカーの音質は、設置する部屋の構造、広さ、家具の
配置や大きさなどによって大きく変化します。より良い音
を楽しんでいただくために、次のことにご注意ください。
	 スピーカーを床に直接置くと、低音が出過ぎていわゆる
ブーミーな音になります。スピーカースタンドまたはブ
ロック、レンガ、堅い棚等の上に置くようにしてください。

	 低音が足りないときは、スピーカースタンドを低くして堅
い壁面の前に置くと、低音を豊かにすることができます。

	 部屋の中では家具や壁の影響で音質が変わります。できる
限り左右の音響条件が揃うことが、良い結果になります。

	 お聞きになる位置（リスニングポジション）が左右のス
ピーカーを底辺とした正三角形の頂点、または頂点より
少しうしろになるように設置するのが理想的です。

•

•

•

•

ご注意 

	 スピーカーのキャビネットは木工製品ですので、温度や湿
度の極端に高いところや低いところは好ましくありません。
直射日光のあたるところや冷暖房器具の近く、湿気の多い
場所には設置しないでください。

	 しっかりした水平な場所に設置してください。

•

•

ご注意 

	 プラス=とマイナス—を間違って接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると音声が不自然になりますのでご注意く
ださい。

	 スピーカー端子に複数のスピーカーコードは接続しないでください。故障の原因になります。（例1）
	 １台のスピーカーを左右スピーカー端子に並列接続しないでください。（例2）

•

•
•

スピーカーの接続について

	本機のスピーカー端子のプラス=とスピーカーのプラス=端子、本機のスピーカー端子のマイナス—とスピーカーの
マイナス—端子を接続します。

	 スピーカーはインピーダンスが4Ω
オーム

〜16Ωのものを接続してください。4Ω未満のスピーカーを接続すると、アンプ
部が故障することがあります。	

	 右側に設置するスピーカーは、本機のスピーカー端子のRに、左側に設置するスピーカーはLに接続してください。

•

•

•

例1：

危険
回路の故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線のプラ
ス=とマイナス—を絶対に接触させないでください。
また、リアパネルにも触れないように、ご注意ください。

スピーカーコードは、しっかりと
よじってください。銅線がリアパ
ネルに触れると、ショートする原
因となります。

•

•

例2：

	 スピーカーの正面にガラス戸や堅い壁があると、音が反
射し、ある周波数だけ共振することがあります。このよ
うなときは、厚手のカーテン等をかけて吸音処理をする
ことをおすすめします。

•

■	バナナプラグタイプのスピーカーコードを接続する場合（FR-N9EXのみ）
FR-N9EXの場合は、バナナプラグタイプのスピーカーコードを接続することも
できます。その場合は、スピーカー端子のねじを締めてからプラグを差し込んで
ください。

FR-N9EX FR-N7EX

FR-N9EX FR-N7EX
FR-N9EX FR-N7EX

バナナプラグ

接続する
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付属のFM/AMアンテナを接続する

アンテナ位置の調整と固定は実際に放送を聞きながら行い
ます。（☞40ページ）

FM屋外アンテナを接続する

！ヒント

AMアンテナのコードは、先端を上下端子のどちらに接続し
てもかまいません。

FM屋外アンテナについて
市販のアンテナアダプターを使用して、上図のように接続
します。

ご注意 

	 アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご
相談ください。
	送電線の近くは危険ですので、絶対にアンテナを設置しな
いでください。

！ヒント

ケーブルテレビをご覧の方は、FMがテレビと同時に送られて
いる場合がありますので、それを利用すれば安定したFM受信
が可能です。受信方法や周波数については、ご契約のケーブ
ルテレビ会社へお問い合わせください。

•

•

FM屋外アンテナ

アンテナアダプター（別売）

付属のFMアンテナ

白色側のプラグを差し込む

付属のAMアンテナ

1 2 3

レバーを押す。 アンテナコード
の先を差し込む。

指を離すと、
レバーが元の位
置にもどります。

1 2 3

アンテナの外枠
をぐるっと回転
させる。

溝に差し込む。 アンテナのコード
を引き出す。
巻き線部まで
ほどかないように
してください。

付属のFMアンテナ
は室内用の簡易アン
テナです。鉄筋の建
物の中や送信所から
遠い場合など、電波
が弱くて安定した受
信ができないことが
あります。
その場合は、FM屋
外アンテナの接続を
おすすめします。

接続する

ラジオのアンテナを接続する
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接続の前に
	 イラストはオンキヨー製品ですが、他の機器でも接
続方法は同じです。接続する機器の取扱説明書も必
ずお読みください。

	 電源コードはすべての接続が終わるまでつながない
でください。

オーディオ用ピンコードは以下のように接続し
てください。
	 赤いプラグ（Rの表示）を右チャンネル、白いプラグ（L
の表示）を左チャンネルに接続してください。

•

•

•

	 オーディオ用ピンコードは電源コードやスピーカー
コードと束ねないでください。音質が悪くなること
があります。

	 テレビの映像が乱れたり、本機の出力音声に雑音が
入るときは、本機をテレビからできるだけ離して設
置してください。

光デジタル入力端子 /出力端子について
本機の光デジタル入出力端子は、すべてとびらタイプで
すので、とびらをそのまま奥へ倒すようにして光デジタ
ルケーブルを差し込んでください。

ご注意 	 光デジタルケーブルは、まっすぐ抜き差しして
ください。ななめに抜き差しすると、とびらが
破損する場合があります。

設置の際は、本機の上部に他の機器をのせな
いでください。
通風孔がふさがれて危険です。

•

•

デジタル信号を伝送します。

	 ケーブルの名称	 ケーブルの形	 端子の形	 ケーブルや端子の役割

	 コードのプラグはしっか
りと奥まで差し込んでく
ださい。接続が不完全で
すと、雑音や動作不良の
原因になります。

•

アナログ音声を伝送します。

アナログステレオ音声を伝送します。

本機にケーブルは付属していません。

本機のサブウーファー出力はプリアウトですので、サブウーファーはアンプ内蔵のもの（アクティブサブウーファー）
を接続してください。

光デジタルケーブル

（O
オプティカル

PTICAL）

オーディオ用
ピンコード

ステレオミニプラグ
ケーブル

右（赤） 右（赤）

左（白）左（白）

R L
AUDIO

差し込み不完全

奥まで差し込んでください

本機アンプ内蔵（アクティブ）
サブウーファー

INPUT (MONO)

OUTPUT (MONO)

LINE

：信号の流れ

外部機器を接続する

音声ケーブルと端子の種類について

サブウーファーを接続する
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■	パソコンやゲーム機などとの接続
本機のD

デジタル

IGITAL	I
イン

N（D
ドック

OCK）端子とパソコンやゲーム機などのデジタル音声出力端子を、市販のオーディオ用光デジタ
ルケーブルを使って接続します。
	 DIGITAL	IN（DOCK）端子に接続した機器の音声を聞くときは、入力を「DIGITAL」に切り換えます。（☞25ページ）

（FR-N9EXのみ）本機からデジタル録音機器にデジタル録音するには、市販のオーディオ用光デジタルケーブルを使っ

て、本機のD
デジタル

IGITAL	O
アウト

UT端子とデジタル録音機器のデジタル音声入力端子を接続します。

•

デジタルメディアトランスポートND-S1を接続する

ND-S1の取扱説明書をご覧ください。

本機のD
デジタル

IGITAL	I
イン

N（D
ドック

OCK）端子とND-S1のD
デジタル

IGITAL	O
アウト

UT端子を接続してください。
本機の 端子とND-S1の 端子を接続してください。

	デジタル入力の表示名称を「D
ドック

OCK/d
デジタル

ig」にする必要があります。お買い上げ時の設定は、「DOCK/dig」ですので
そのままお使いください。
•

端子接続をすると、以下の機能が使えます。
	本機に付属のリモコンでND-S1にセットしたiPodを操作できます。
	ND-S1にセットしたiPodの再生を始めると、本機の入力が自動的に「iPod/dig」に切り換わります。

ご注意 

デジタルメディアトランスポートND-S1とRIドックを同時に ケーブルで接続して連動させることはできません。ND-S1を
接続するときは、RIドックの ケーブルをはずしてください。

•
•

ケーブル

オーディオ用光デジタルケーブル

ND-S1

本機後面端子

：信号の流れ

：信号の流れ

市販のオーディオ用光デジタルケーブル

デジタル
音声入力

デジタル
音声出力

デジタル録音機器など

CSチューナーなど

パソコン

ゲーム機

本機後面端子

FR-N9EX
のみ

外部機器を接続する

パソコンやゲーム機などを接続する
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■	オンキヨー製カセットテープデッキとの接続
本機のT

テープ

APE	O
アウト

UT端子DとカセットテープデッキのI
イン

N端子Dを接続してください。

本機のT
テープ

APE	I
イン

N端子EとカセットテープデッキのO
アウト

UT端子Eをそれぞれ接続してください。
	 TAPE入力の表示名称を「T

テープ

APE」にする必要があります。（お買い上げ時の設定は「TAPE」ですので、そのままお
使いください。）

端子接続をすると、以下の機能が使えます。（オーディオ用ピンコードも接続してください。）
	 本機付属のリモコンでオンキヨー製カセットテープデッキも操作できます。
	 オンキヨー製カセットテープデッキの再生をすると、本機の入力が自動的にTAPEに切り換わります。
	 システム録音操作ができます。（☞52ページ）

•

•
•
•

■	その他のカセットテープデッキと接続する場合
本機のTAPE	OUT端子Dとカセットテープデッキの音声入力端子、本機のTAPE	 IN端子Eとカセットテープデッキの
音声出力端子をそれぞれ接続してください。

端子接続をすると、以下の機能が使えます。
	 本機付属のリモコンでオンキヨー製RI ドックを操作できます。（オーディオ用ピンコードも接続してください。）
	 オンキヨー製RI ドックの再生をすると、本機の入力が自動的に「DOCK」に切り換わります。

ご注意 

RIドックとデジタルメディアトランスポートND-S1を同時に ケーブルで接続して連動させることはできません。RIドック
を接続するときは、ND-S1の ケーブルをはずしてください。

•
•

ビデオ機器などの音声信号やオンキヨー製リモートインタラクティブドック（RIドック）などを接続することができます。

本機のV
ビデオ

IDEO	I
イン

N端子と外部機器の音声出力端子を接続してください。
	 DS-A1XPなどのRIドックを接続するときは、 ケーブルも接続し、VIDEO入力の表示名称を「D

ドック

OCK」にする必要

があります。（☞85ページ）また、RIドックのM
モード

ODEスイッチを「HDD/DOCK」にしてください。

•

(REC) (PLAY)
INPUT OUTPUT

REMOTE
CONTROL

L

R

D E

カセット
テープデッキ
後面端子

カセットテープデッキ
に付属の　　ケーブル

本機後面端子

：信号の流れ

オーディオ用ピンコード

白

赤

白
赤

赤白 赤 白

：信号の流れ

白

赤

オーディオ用ピンコード

赤 白

RIドック後面端子

オンキヨー製RIドック
に付属の　　ケーブル

本機後面端子

L

R

アナログ
音声出力端子

フォノイコライザー
内蔵のレコードプレーヤー

ビデオ機器

白

赤

外部機器を接続する

カセットテープデッキを接続する（イラストは別売りのオンキヨー製カセットテープデッキとの接続例です。）

他の機器を接続する
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すべての接続が完了していることを確認してください。
電源コードを接続すると、本機はスタンバイ状態となり、

S
スタンバイ

TANDBYインジケーターが点灯します。

本機前面のL
ライン

INE	I
イン

N端子はポータブルオーディオ機器を接続するのに便利です。
LINE	IN端子には、デジタルオーディオプレーヤー、ICレコーダーなどを接続して再生することができます。
本機のLINE	IN端子はステレオミニジャックです。接続する機器の端子に適合した市販の接続ケーブルをお使いください。	

ご注意 

	 接続用のケーブルには、抵抗入りではないものをご使用ください。
	 本機のLINE	IN端子へ他機のイヤホン端子を接続する場合は、あらかじめ接続する機器側の音量を調整しておいてください。
	 LINE	IN端子へ接続する場合、となりの	

フォーンズ

 端子へ誤って接続しないようご注意ください。間違って接続すると、故障の原因
となります。

•
•

•

本体のO
オン

N/S
スタンバイ

TANDBYボタンまたはリモコンの電源		
オン	スタンバイ

	ボタンを押す
STANDBYインジケーターが消え、表示部が点灯して電源が入ります。スタンバイ状
態に戻すには、同じボタンをもう一度押します。

！ヒント

本機に ケーブルおよびオーディオ用ピンコードで接続されているオンキヨー製機器の電
源を入れたり再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。また、本機のオンとスタン
バイを切り換えると、接続されているこれらの機器の電源も入ったりスタンバイ状態になり
ます。

家庭用電源
コンセント

※音量が小さいときは、接続した
　機器の音量を上げてください。

：信号の流れ

音声出力端子
または

イヤホン端子

デジタルオーディオ
プレーヤーなど

本機前面端子

ステレオミニプラグステレオミニプラグ

ON/STANDBY
ボタン

オン スタンバイ

STANDBY
インジケーター

スタンバイ

電源  /　ボタン
オン スタンバイ

リモコン本体

または

外部機器を接続する

電源を入れる

ポータブルオーディオ機器を接続する

電源を入れる

電源コードを接続する
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ヘッドホンのステレオミニプラグを 
フォーンズ

 端子に接続します。
接続するときは、音量を下げてください。ヘッドホンを接
続するとスピーカーの音は消えます。

本体のI
インプット

NPUT˚/¬ボタンまたはリモコンの入
力切換˚/¬ボタンを押して切り換える
CD、MD、USB、FM放送、AM放送、接続した外部機器
から選べます。ボタンを押すごとに、入力が以下のように
切り換わります。

本体のV
ボリューム

OLUMEつまみを回すか、リモコンの
音量▲/▼ボタンを押す
音量は、M

ミニマム

in、1〜41、M
マックス

axの範囲で調節できます。

ご注意 

フォーンズ

 端子に誤って他の機器の音声出力信号を接続すると故障の
原因となります。となりのLINE IN端子へ接続するケーブルを

間違って 
フォーンズ

 端子へ差し込まないよう、ご注意ください。

リモコンの消音ボタンを押す

M
ミューティング

UTING表示とV
ボリューム

OLUMEインジケーターが点滅し、音
が消えます。

もう一度押すと、解除されます。

以下のときも解除されます。
 音量を調整したとき
 一度電源を切ってから再度電源を入れたとき
•
•

CD MD USB FMまたはAM

VIDEODOCK/dig LINE TAPE

最後に受信していた放送局
のバンドが選択されます

＊1

＊2

＊1FMとAMの切り換えは、本体のM
マルチ

ULTI J
ジョグ

OGダイヤル
を押して行います。MULTI JOGダイヤルを押すたび
にFMとAMが交互に切り換わります。リモコンのFM/
AMボタンでも切り換えることができます。

＊2デジタルメディアトランスポートND-S1を接続して、
ND-S1の入力を切り換えるとiPod/digまたはPC/dig
に切り換わります。

入力切換 ▲/

▲

ボタン

消音ボタン

端子
フォーンズ

VOLUME
つまみ

ボリューム

音量▲/

▲

ボタン

INPUT ▲/

▲

ボタン

インプット

本体 リモコン

本体 リモコン

MUTING

リモコン

基本の操作を理解する

入力を切り換える

音量を調節する

ヘッドホンで聞くときは

音を一時的に消す
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1	 ディスクをセットする
zCDå

オープン/クローズ

 ボタン押して、トレイを開く

xディスクをトレイに置く
  レーベル面を上にしてトレイの上に置

きます。
  8cmディスクのときは、内側のくぼ

みの中に置きます。

！ヒント ト
スタンバイ状態のときにCDå

オープン/クローズ

ボタンを押す
と、自動的に電源が入ります。

2	 CD¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押す
トレイが閉まって再生が始まります。

音楽CDの場合	　　　　　　　　　　　

MP3ディスクの場合	　　　　　　　　

WMAディスクの場合	　　　　　　　　

	

（CD側）

（CD側）

聞きたい曲を選ぶ

	●	再生中にM
マルチ

ULTI	 J
ジョグ

OGダイヤルを左に
回すと再生中の曲の頭に戻り、さらに
回すと1曲ずつ前に戻ります。右に回す
と1曲ずつ次へ進みます。

	 	停止中は左に回すと1曲ずつ前の曲に戻
り、右に回すと1曲ずつ次の曲に進みます。

	 	リモコンでは、再生中に˙ボタンを
押すと再生中の曲の頭に戻り、さらに
押すと1曲ずつ前に戻ります。停止中は
˙ボタンを押すと1曲ずつ前の曲に戻
り、∆ボタンを押すと1曲ずつ次の曲
に進みます。

	●	停止中はMULTI	JOGダイヤルを押すと、
再生が始まります。

	●	再生中にMULTI	JOGダイヤルを押す
と、音楽CDの場合は次の曲へ進みます。
MP3、WMAディスクの場合は、次のフォ
ルダの1曲目へ進みます。

リモコンで早戻し/早送りをする

再生中、一時停止中に押しつづけ、
聞きたいところで指をはなします。

一時停止する

CD¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押す
表示部にƒ表示が点灯します。もう一度押すと一時停止し
たところから再生が始まります。

再生を止める

CD■
ストップ

ボタンを押す

ディスクを取り出す

CDå
オープ/ンクローズ

ボタンを押してトレイを開ける

操作の前に
電源を入れてください。

2

1- 2

MULTI JOG
ダイヤル

ジョグマルチ

ボタン
1- 1

■ボタン

/ ボタン

TRACK

DIGITAL

C D MD

経過時間再生中の曲番

GROUP TRACK

  MP3     DIGITAL

C D MD

経過時間

再生中のファイル

再生中のフォルダ

GROUP TRACK

WMA   DIGITAL

C D MD

経過時間

再生中のファイル

再生中のフォルダ

早戻し 早送り

CD（音楽CD、MP3、WMA）を聞く
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CD（MP3、WMA）の中のファイルを選ぶ

CD（MP3、WMA）では、フォルダの中にファイルが入っ
ています。
フォルダの中にさらにフォルダが入っていて、その中に
ファイルが入っている場合もあり、下記の例のように階層
構造になっています。

再生するときにフォルダもファイルも選ばなかったとき
は、上記のファイル番号順に再生します。
フォルダを選んでから再生したいファイルを選ぶには、次
の二つの方法があります。

	ナビゲーションモード	：	フォルダの階層にしたがって順
にフォルダを選択し、ファイル
を選びます。

	オールフォルダモード	：	すべてのフォルダが同列に扱わ
れ、階層には関係なく、フォル
ダを選んでファイルを選びます。

ナビゲーションモードでファイルを選ぶ

ランダム再生モードまたは1グループモードになっている

ときは、M
モード

ODE/Y
イエス

ESボタンを押して解除してください。

1.	停止中にG
グループ

ROUPボタンを押す

	 表示部に「R
ルート

oot」と表示されます。

2.	M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを押す

	 「Root」の下の最初のフォルダ名が表示されます。
	 フォルダが無いときは、ファイルの名前が表示されます。

3.	MULTI	 JOGダイヤルを回して、同じ階層にあるフォル
ダやファイルを選ぶ

	 ファイルの入っていないフォルダは選ぶことができません。

4.	フォルダやファイルを選んだら、MULTI	JOGダイヤル
を押す

	 階層が何段階もある場合は、手順	3、4 をくり返してファ
イルを選んでください。

	 1つ前の階層に戻るには、M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押
します。

5.	MULTI	JOGダイヤルを押す

	 選んだファイルの再生が始まります。
	CD¬/

プレイ/ポーズ

ƒボタンを押して、再生を始めることもでき
ます。
	フォルダ選択中にCD¬/ƒボタンを押すと、フォルダ
のはじめのファイルを再生します。

！ヒント

リモコンのグループボタン、決定ボタン、˙/∆ボタンで
も操作することができます。

•

•

オールフォルダモードでファイルを選ぶ

ランダム再生モードになっているときは、MODE/YESボ
タンを押して解除してください。

1.	停止中にGROUPボタンを2秒間押し続ける

	 「R
ルート

oot」の表示が消えるまで押し続けてください。表
示部に、最初のフォルダ名が表示されます。

2.	MULTI	JOGダイヤルを回して、フォルダを選ぶ
	 ファイルの入っているフォルダを選ぶことができます。
	 選んだフォルダの最初のファイルから再生したいときは
手順4 へ進んでください。

3.	GROUPボタンを押して、フォルダ内のファイルを選ぶ
	 フォルダ内の最初のファイルの名前が表示されるの
で、MULTI	 JOGダイヤルを回して、再生したいファ
イルを選んでください。他のフォルダを選びたいときは、
GROUPボタンをもう一度押し続けると手順2 からやり
直すことができます。

4.	MULTI	JOGダイヤルを押す
	 選んだファイルまたはフォルダの再生が始まります。

CD¬/ƒボタンを押して再生を始めることもできます。

！ヒント

	 再生中に他のフォルダを選ぶには、GROUPボタンを押し
MULTI	 JOGダイヤルを回して、再生したいフォルダを選
んでMULTI	 JOGダイヤルを押します。そのフォルダの最
初のファイルが再生されます。
	再生中にMULTI	 JOGダイヤルを押すと、次のフォルダの
1曲目へ進みます。
	リモコンのグループボタン、決定ボタン、˙/∆ボタン
でも操作することができます。

■	一時停止するには
本体のCD¬/

プレイ/ポーズ

ƒボタンまたはリモコンのCDƒ
ポーズ

ボタンを押す
再び再生を始めるには、同じボタンを押します。

■	ナビゲーションモードやフォルダモードを解除するには
本体のCD■

ストップ

ボタンまたはリモコンのCD■
ストップ

ボタンを押す

■	リモコンの数字ボタンでフォルダやファイルを選ぶには	
フォルダモードのときに使用できます。
1	例のように数字ボタンを押してフォルダ番号を入力し

ます。
	 停止中の場合は、フォルダ内の最初のファイルの再生

が始まります。
	 再生中の場合は、そのフォルダ内の数字ボタンのファ

イル番号を再生します。
2	数字ボタンでファイル番号を入力します。
	 ファイルの再生が始まります。

フォルダに10曲以上のファイルが入っている場合、次の
ように選曲します。

例）

•

•

•

•

ルート フォルダ1

フォルダ2 フォルダ3 フォルダ4

ファイル1

ファイル10

ファイル11

ファイル12

ファイル13

ファイル14

ファイル18

 、  、

 、  、  、

 、  、  、

32曲目： （曲数が99以下のとき）

（曲数が100以上のとき）

132曲目：

CD（音楽CD、MP3、WMA）を聞く
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リモコンで操作する

総曲数　総再生時間（D
ディスク

ISC	T
トータル

OTAL）

本体のD
ディスプレイ

ISPLAYボタンまたはリモコンの表示切換ボタン
を押す

くり返しボタンを押すと、下記のように情報の切り換えが
できます。

■	音楽CDの場合

■	MP3、WMAディスクの場合

総フォルダ数　総ファイル数　ディスク名

表示部の情報を切り換える

曲の経過時間

曲の残り時間（REMAIN）

ディスク全体の残り時間（TOTAL REMAIN）
トータル リメイン

リメイン

停止中

再生中、一時停止中

停止中

再生中、一時停止中

曲の経過時間

ファイル名

フォルダ名

タイトル名（タグのあるとき）

アーティスト名（タグのあるとき）

アルバム名（タグのあるとき）

サンプリング周波数とビットレート

本体 リモコン

または

CDを選ぶ

早戻し/早送りをする
再生中/一時停止中に押し続け、聞き
たいところで指を離します。

前後のフォルダを選ぶ

数字ボタン

例）曲番 押すボタン
　　  8
　　 10
　　 34　　、   、
　   　　　　、   、   、

11曲目以降を再生するときは、　を押
してから選曲します。

選曲して再生する
　　ボタン :10または0を選びます。
　　ボタン : 2桁以上の曲を選びます。

再生を止める

再生を一時停止する
もう一度押すと、一時停止したところ
から再生が始まります。

表示切換ボタンを押します。
表示部の情報を切り換える

グループボタンを押します。
フォルダを選ぶ

（曲数が99以下のとき）

（曲数が100以上のとき）

再生する
ディスクがセットされていれば、
スタンバイ状態でも自動的に電源が入り、
再生が始まります。

MP3、WMAディスクの再生中、メニ
ューボタンを押すと前のフォルダの1曲
目になります。決定ボタンを押すと次の
フォルダの1曲目になります。

聞きたい曲を選ぶ
※ 再生中、一時停止中に　　ボタンを
 1回押すと聞いている曲の頭に戻り、
 2回押すと、前の曲に戻ります。以降、
 押すたびに１つ前の曲になります。
※ 　　ボタンを押すと、押すたびに１つ
 次の曲になります。

CD（音楽CD、MP3、WMA）を聞く
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1	 MDをセットする
再生専用か、録音済みのMDを選んでく
ださい。
ラベル面を上に、矢印を本体の挿入口に
向けて差し込みます。
軽く押すと自動的に引き込まれます。

！ヒント

スタンバイ時はMDをセットすることがで
きません。電源を入れてから、MDを挿入
してください。

2	 MD¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押す
再生が始まります。

グループのあるMDのとき

	

（MD側）

聞きたい曲を選ぶ

	●	再生中にM
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを左に回
すと再生中の曲の頭に戻り、さらに回す
と1曲ずつ前に戻ります。右に回すと1
曲ずつ次へ進みます。

	 	停止中は左に回すと1曲ずつ前の曲に戻
り、右に回すと1曲ずつ次の曲に進みます。

	 	リモコンでは、再生中に˙ボタンを押
すと再生中の曲の頭に戻り、さらに押す
と1曲ずつ前に戻ります。停止中は˙
ボタンを押すと1曲ずつ前の曲に戻り、
∆ボタンを押すと1曲ずつ次の曲に進
みます。

	●	停止中はMULTI	JOGダイヤルを押すと、
再生が始まります。

●	再生中にMULTI	JOGダイヤルを押すと、
グループのないMDの場合は次の曲へ進
みます。グループのあるMDの場合は、次
のグループの1曲目へ進みます。

リモコンで早戻し/早送りをする

再生中、一時停止中に押しつづけ、
聞きたいところで指をはなします。

！ヒント

一時停止中の早戻し/早送りは音が出ません。表示部の経過時
間で確認してください。

一時停止する

MD¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押す
表示部にƒ表示が点灯します。もう一度押すと一時停止し
たところから再生が始まります。

再生を止める

MD■
ストップ

ボタンを押す

MDを取り出す

MDå
イジェクト

ボタンを押す

操作の前に
電源を入れてください。

TRACK

DIGITAL

C D MD SP

録音されたモード

GROUP TRACK

DIGITAL

C D MD SP

経過時間

再生中の曲番

再生中のグループ

録音されたモード

1

2

MULTI JOG
ダイヤル

ジョグマルチ

ボタン

/　ボタン

ボタン

早戻し 早送り

MDを聞く

FR-N9EX(27-39)(SN29400457).indd   29 10.5.17   11:10:36 AM



30	

リモコンで操作する

＊1総時間が999分59秒を超える場合は「−−−：−−」と表示されます。
＊2再生専用ディスクのときは表示しません。
＊3リモコンのスクロールボタンを押すと、全ての文字をスクロールさせて
表示することができます。

	 	 名前がついていないときは、表示されません。（☞「MD、登録した放
送局に名前をつける」74ページ）

＊4選択された曲がグループに入っていない場合は表示されません。

総曲数、総再生時間

総曲数、録音可能な残り時間

ディスク名（DISC NAME）

＊1

＊2

＊3

トラック トータルディスク

ディスク ネーム

トラック リメインディスク

（TRACK、DISC REMAIN）

（TRACK、DISC TOTAL）

グループ名（GROUP NAME）
＊3＊4

＊3

曲時間（TRACK）
トラック

曲名（TRACK NAME）
トラック ネーム

グループ ネーム

曲の残り時間（REMAIN）

グループ名（GROUP NAME）
＊3＊4

＊3

曲の経過時間

リメイン

曲名（TRACK NAME）
トラック ネーム

グループ ネーム

表示部の情報を切り換える

本体のD
ディスプレイ

ISPLAYボタンまたはリモコンの表示切換ボタンを（くり返し）押すと、情報の切り換えができます。

何も録音されていないMDのときは、「MD	B
ブランク

lank	D
ディスク

isc」と表示されます。

早戻し/早送りをする
再生中/一時停止中に押し続け、聞き
たいところで指を離します。

聞きたい曲を選ぶ
※ 再生中、一時停止中に　　ボタンを
 1回押すと聞いている曲の頭に戻り、
 2回押すと、前の曲に戻ります。以降、
 押すたびに１つ前の曲になります。
※ 　　ボタンを押すと、押すたびに１つ
 次の曲になります。

数字ボタン

  例）　選ぶ曲番　　押すボタン
  

グループの選びかたは、62ページを
ご覧ください。

選曲して再生する
　　ボタン :10または0を選びます。
　　ボタン : 2桁以上の曲を選びます。

再生を止める

MDを選ぶ

再生する
MDがセットされていれば、スタンバイ
状態でも自動的に電源が入り、再生が
始まります。

ディスクやグループに含
まれる曲数に応じた桁が
「－」で表示されます。
桁数より少ない曲番を入
力するときは、上位の桁
には「0」を入力してく
ださい。

ディスク名/曲名をスクロール表示する

再生を一時停止する
もう一度押すと、一時停止したところ
から再生が始まります。

次のグループを選ぶ
再生中、グループがあれば次のグループ
の1曲目になります。

13

表示切換ボタンを押します。
表示部の情報を切り換える

グループボタンを押します。
グループを選ぶ

MDを聞く

停

止

中

再
生
中
、
一
時
停
止
中

　

選
択
し
て
い
る
と
き

停
止
中
で
曲
を
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1	 I
インプット

NPUT˚/¬ボタンを（くり返し）
押して「USB」を表示させる

2	 USBメモリーを接続する
USBメモリーを本体前面のUSB端子に
接続します。

3	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し
	 再生するファイルを選ぶ

フォルダを選ぶ場合は、G
グループ

ROUPボタンを

押しM
マルチ

ULTI	 J
ジョグ

OGダイヤルを回してフォ
ルダを選び、MULTI	 JOGダイヤルを押
します。
	「CD（MP3、WMA）の中のファイル
を選ぶ」、「オールフォルダモードで
ファイルを選ぶ」参照（☞27ページ）

•

操作の前に　電源を入れてください。

一時停止する

USB¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押す
USBインジケーターが緑色に点滅します。
もう一度押すと一時停止したところから再生
が始まります。

再生を止める

USB■
ストップ

ボタンを押す

USBメモリーを取り外す

停止中にUSB■
ストップ

ボタンを押してから、USBメ
モリーをUSB端子から取り外す
停止中にUSB■

ストップ

ボタンを押すと、表示部に「U
アンプラグ

nplug	
OK」が表示されます。その後、USBメモリーを取り外し
てください。

ご注意 

	 使用されるUSBメモリーによっては、再生できないことも
あります。（☞92ページ）
	セキュリティ機能付きのUSBメモリーは使用できません。
	「Unplug	OK」が表示される前にUSBメモリーを取り外さ
ないでください。USBメモリーの故障や再生できないなど
の原因となります。故障したUSBメモリーや損傷したファ
イルなどの補償はいたしませんので、あらかじめご了承く
ださい。
	 USBハブを使うと再生できません。
	 USB端子にパソコンや外付けハードディスクを接続しない
でください。
	 USBメモリーに多くのデータが入っている場合、読み込み
に時間がかかる場合があります。
	再生できないファイルを選ぶと「N

ノット

ot	S
サポート

upport」と表示さ
れ、次の再生可能なファイルを再生します。
	 65280個のファイルと255個のフォルダ（ルートは含ま
れています）まで対応しています。
	 VBRは再生時間が正しく表示されないことがあります。
	著作権保護されたWMAは再生できません。

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

4	 USB¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押す
再生が始まり、USBインジケーターが
緑色に点灯します。

（USB側）

GROUP TRACK

MP3

C D MD SP

経過時間

再生中のファイル

フォルダ番号

■ボタン / ボタン

3
2 4USB端子と
インジケーター

1

USBメモリー

USBメモリーを聞く
	 MP3とWMAのみ、再生することができます。
	 iPod（iTunes録音）、Walkman（SonicStage録音）、
携帯電話、パソコンを接続しても再生できません。
	日本語のファイル名/フォルダ名は、表示できない文字
が含まれていると、File_XXXXX/Folder_XXXと表示
されます。
	日本語のタイトル名/アーティスト名/アルバム名は、漢
字など表示できない文字は「・」に置き換えられます。
ひらがなは、カタカナに変換されて表示されます。

再生可能なUSBメモリーの種類とファイル
	 USBメモリーのフォーマットはクラスタサイズ32K以
下のFAT16とFAT32に対応しています。
	MPEG-1	Audio	 LAYER-3でサンプリング周波数32、
44.1、48kHzが再生可能です。
	MPEG-2	Audio	 LAYER-3、MPEG-2.5	 Audio	
LAYER-3	MP1、MP2は再生できません。
	MP3は、ビットレート32-320kbpsで拡張子が
「.MP3」「.mp3」のものが再生可能です。
	WMAは、ビットレート64-192kbpsで拡張子が
「.WMA」「.wma」（WMA9でのエンコードに対応）の
ものが再生可能です。

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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32	

リモコンで操作する

表示部の情報を切り換える

本体のD
ディスプレイ

ISPLAYボタンまたはリモコンの表示切換ボタンを（くり返し）押すと、情報の切り換えができます。
タイトル名、アーティスト名、アルバム名は、30文字まで表示することができます。

再生中、一時停止中

経過時間

ファイル名

フォルダ名

タイトル名

アーティスト名

アルバム名

サンプリング周波数/ビットレート

USBを選ぶ

前後のフォルダを選ぶ

数字ボタン

例）曲番 押すボタン
　　  8
　　 10
　　 34　　、   、
　   　　　　、   、   、

11曲目以降を再生するときは、　を押
してから選曲します。

選曲して再生する
　　ボタン :10または0を選びます。
　　ボタン : 2桁以上の曲を選びます。

表示切換ボタンを押します。
表示部の情報を切り換える

（曲数が99以下のとき）

（曲数が100以上のとき）

再生中、メニューボタンを押すと前のフ
ォルダの1曲目になります。決定ボタン
を押すと次のフォルダの1曲目になりま
す。

早戻し/早送りをする
再生中/一時停止中に押し続け、聞き
たいところで指を離します。

聞きたいファイルを選ぶ
※ 再生中、一時停止中に　　ボタン
を1回押すと聞いているファイルの
頭に戻り、2回押すと、前のファイ
ルに戻ります。以降、押すたびに１
つ前ファイルになります。

※ 　　ボタンを押すと、押すたびに
１つ次のファイルになります。

再生を止める

再生を一時停止する

USBメモリーが接続されていれば、
スタンバイ状態でも自動的に電源が入り、
再生が始まります。

もう一度押すと、一時停止したところ
から再生が始まります。

フォルダを選ぶ
グループボタンを押すと、フォルダ
を選ぶモードになります。

再生する

DISPLAYボタン
 ディスプレイ

表示切換ボタン

USBメモリーを聞く
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基本の再生以外に、いろいろな再生とリピート機能による様々な再生をお楽しみいただけます。

メモリー再生

	 曲を指定し（CD、MDそれぞれ25曲まで）、その順序で再生します。
	 CDのお好みの曲をメモリーし、CDダビング機能と組み合わせるとお好みのMDを簡単に作成できます。（CD高速ダ
ビングはできません。）

•
•

3	 CDまたはMD¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押
す
メモリー再生が始まります。
再生が終わっても予約内容は消えませ
ん。

入力がCD/MDで停止中

1	 M
モード

ODE/Y
イエス

ESボタンを（くり返し）
	 押して「M

メモリー

EM」を表示させる

2	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して曲
	 を選び、ダイヤルを押して決定する

次の曲を選ぶときは本手順をくり返します。

間違って予約した曲を取り消すには

M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを（くり返し）押す
と、新しく入力したものから取り消されて
いきます。

！ヒント

予約時間の合計が以下の時間を越えると合
計時間表示が不可能になりますが、再生に
支障はありません。
CD：99分59秒を超えると「--:--」となり
ます。
MD：999分59秒を超えると「---:--」とな
ります。
26曲以上は予約できません。

「M
メモリー

emory	F
フル

ull」と表示されます。

予約した曲の中で選曲するには

再生中にMULTI	 JOGダイヤルを回すか、リモコンの˙/∆

ボタンを押すと、予約した曲の中から選曲ができます。

予約した内容を確認するには

停止中にπ/　“ボタンを押して予約内容を確認できます。

予約した曲を取り消すには
	 メモリー再生モードの停止中に、M

メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを
（くり返し）押すと、最後の予約曲から取り消すことができ
ます。

	 一度再生モードを切り換えると、記憶した内容は消えます。

解除するには

☞「通常再生に戻す」35ページ
	 ディスクを取り出しても解除されます。

•

•

•

■	リモコンで操作する	

	 MDでグループ内の曲を選ぶには、62ページをご覧く
ださい。
•

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME

「MEM」が点灯
メモリー

AUTO
1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
SOURCE   GROUP TRACK                       MD DISC TOTAL  REMAIN

FM ST DIGITAL           ANALOG   MONO 
DUB

C D Hi - MD Hi - SPLP24
TOC PCM

予約曲の合計
再生時間

予約曲番

AUTO
1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
SOURCE   GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

FM ST DIGITAL           ANALOG   MONO 
DUB

C D Hi - MD Hi - SPLP24
TOC PCM

再生中の曲番

（CD側）

（MD側）

または1
2

3

　  /　　ボタン

　  /　　ボタン

「数字ボタン」
  （28、30ページ）
  (メモリー再生中は
  操作できません)

2

メニュー/消去ボタン

1

選んでいる入力
側の　　を押す

3

CD（音楽CD、MP3、WMA）/MDのいろいろな再生
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34	

ランダム再生

	 曲順をランダムに並べかえて、全曲を1通り再生します。•

入力がCD/MDで停止中

1	 M
モード

ODE/Y
イエス

ESボタンを（くり返し）

	 押して「R
ランダム

DM」を表示させる

2	 CDまたはMD¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押
す

再生が始まります。

解除するには
	☞「通常再生に戻す」35ページ
	 ディスクを取り出しても解除されます。•

■	リモコンで操作する

（CD側）

（MD側）

1GR MEM RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME

「RDM」が点灯
ランダム

AUTO
1GR MEM RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
SOURCE   GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

FM ST DIGITAL           ANALOG   MONO 
DUB

C D Hi - MD Hi - SPLP24
TOC PCM

再生中の曲番
または

1

2

1

選んでいる入力
側の　　を押す

2

CD（音楽CD、MP3、WMA）/MDのいろいろな再生

FR-N9EX(27-39)(SN29400457).indd   34 10.5.17   11:10:40 AM



35

リピート/1
ワントラック

TRリピート再生
	 リモコンで設定します。
	 リピート再生はCD、MDのどちらかをくり返し再生し
ます。

	 1
ワントラック

TRリピート再生はCD、MDのどちらか1曲をくり返
し再生します。

	 リピート再生はMD1グループ再生（☞63ページ）、メ
モリー再生、ランダム再生や通常の再生と組み合わせ
て使うことができます。1TRリピート再生は通常再生
のみ、組み合わせて使うことができます。

•
•

•

•

通常再生にもどす

	 リモコンのリピートボタンを（く
	 り返し）押して「R

リピート

EPEAT」また
	 は「R

リピート

EPEAT	1」を表示させる

リピートまたは1TR	リピート再生モ−
ドになります。

メモリー、ランダム再生を取り消す

1	 CDまたはMD■
ストップ

ボタンを
	 押して再生を止める

2	 M
モ−ド

ODE/Y
イエス

ESボタンを（くり返し）

	 押して「M
メモリー

EM」も「R
ランダム

DM」も
	 点灯していない状態にする

押すたびに表示が

MEM1GR RDM 消灯
MP3/WMA
ディスクの場合
のみ点灯

と切り換わります。

リピート、1TR	リピート再生を取り消す

	 リモコンのリピートボタンを（く
	 り返し）押して「REPEAT」、
	 「REPEAT	1」のいずれも表示

されていない状態にする
■	リモコンで操作する

1GR MEM   RDM              NORMAL REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME

「REPEAT」または
「REPEAT 1」が点灯

リピート

または

（CD側）

（MD側）

リピートボタン

2

1

1

2

CD（音楽CD、MP3、WMA）/MDのいろいろな再生
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基本の再生以外に、いろいろな再生とリピート機能による様々な再生をお楽しみいただけます。

メモリー再生

	 曲を指定し（25曲まで）、その順序で再生します。
	 USBメモリーのお好みの曲をメモリーし、ダビング機能と組み合わせるとお好みのMDを簡単に作成できます。（高速
ダビングはできません。）

•
•

入力がUSBで停止中

1	 M
モード

ODE/Y
イエス

ESボタンを（くり返し）
	 押して「M

メモリー

EM」を表示させる

2	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して曲
	 を選び、ダイヤルを押して決定する

次の曲を選ぶときは本手順をくり返します。

間違って予約した曲を取り消すには

M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを（くり返し）押す
と、新しく入力したものから取り消されて
いきます。

！ヒント

26曲以上は予約できません。

「M
メモリー

emory	F
フル

ull」と表示されます。

3	 USB¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押す
メモリー再生が始まります。
再生が終わっても予約内容は消えませ
ん。

予約した曲の中で選曲するには

再生中にMULTI	 JOGダイヤルを回すか、リモコンの˙/∆

ボタンを押すと、予約した曲の中から選曲ができます。

予約した内容を確認するには

停止中にπ/　“ボタンを押して予約内容を確認できます。

予約した曲を取り消すには
	 メモリー再生モードの停止中に、MENU/CLEARボタンを
（くり返し）押すと、最後の予約曲から取り消すことができ
ます。

	 一度再生モードを切り換えると、記憶した内容は消えます。

解除するには

M
モード

ODE/Y
イエス

ESボタンを（くり返し）押して、「M
メモリー

EM」が点
灯していない状態にします。

•

•

■	リモコンで操作する	

	 USBメモリーで曲を選ぶには、31ページ「USBメモ
リーを聞く」の手順3 をご覧ください。
•1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME

「MEM」が点灯
メモリー

MEM
GROUP TRACK DISC  TOTAL

予約曲名予約曲番

MEM TRACK
GROUP TRACK

再生中の曲番

1

3
2

　  /　　ボタン

　  /　　ボタン

メニュー/消去
ボタン

3

「数字ボタン」
  （32ページ）
  (メモリー再生中は
  操作できません)

2

1

USBメモリーのいろいろな再生
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入力がUSBで停止中

1	 M
モード

ODE/Y
イエス

ESボタンを（くり返し）

	 押して「R
ランダム

DM」を表示させる

2	 USB¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押す
ランダム再生が始まります。

ご注意 

ランダム再生中に˙ボタンを押しても、前の曲には戻りま
せん。

解除するには

M
モード

ODE/Y
イエス

ESボタンを（くり返し）押して、「R
ランダム

DM」が点
灯していない状態にします。

■	リモコンで操作する

	 リモコンのリピートボタンを（く

1ファイルリピート、全ファイルリピート、
1フォルダリピート再生を取り消す

	 リモコンのリピートボタンを
	 （くり返し）押して、
	 すべてのREPEAT表示が表示さ

れていない状態にする

	 り返し）押して「R
リピート

EPEAT」ま
	 たは「R

リピート

EPEAT	1」を表示させる

1ファイルリピートまたは全ファイルリ
ピート再生モ−ドになります。

1フォルダリピート再生をするには

1.	リモコンのグループボタンを押す

2.	モード/シャッフル/確定ボタンを（くり返し）押して

	 「1
ワングループ

GR」モードを選ぶ
3.	̇ /∆ボタンを押して、リピート再生するフォルダ
を選ぶ

4.	リピートボタンを押す

RDM

「RDM」が点灯
ランダム

1GR MEM   RDM              NORMAL REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME

「REPEAT」または
「REPEAT 1」が点灯

リピート

1

2

1 2

リピートボタン

ランダム再生

	曲順をランダムに並べかえて、全曲を1通り再生します。•

リピート再生

	リモコンで設定します。
	1つのファイルをくり返し再生する1ファイルリピー
ト、すべてのファイルをくり返し再生する全ファイルリ
ピート、1つのフォルダをくり返し再生する1フォルダ
リピートを行うことができます。

•
•

USBメモリーのいろいろな再生
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MP3/WMAファイル情報の表示方法を選択したり、
MP3/WMAディスクの再生方法などを設定することがで
きます。

4	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
設定が終了します。
途中で止めたいときは、M

メニュー

ENU/C
クリア

LEARボ
タンを押してください。

入力がCDで停止中

1	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、M

マルチ

ULTI	 J
ジョグ

OGダイヤルを回
して設定したい項目を選ぶ

M
マルチ

ULTI	 J
ジョグ

OGダイヤルを回して設定した
い項目を以下の中から選びます。

	Disc	Name?（ディスクネーム）
	 File	Name?（ファイルネーム）
	 Folder	Name?（フォルダネーム）
	CD	Extra?（CDエクストラ）
	Hide	Number?（ハイドナンバー）
	Group	Key?（グループキー）

各項目の詳細については、右の「各設定
について」をご覧ください。

2	 設定したい項目を選んで
	 MULTI	JOGダイヤルを押す

3	 MULTI	JOGダイヤルを回して
	 設定したいモードを選ぶ

•
•
•
•
•
•

MP3/WMAに関する設定をする

各設定について

D
ディスク

isc	N
ネーム

ame?（ディスク名）
MP3/WMAディスクのとき、ディスク名を表示するかどう

かを設定します。お買い上げ時の設定はD
ディスプレイ

isplayです。

	 D
ディスプレイ

isplay	：ディスク名を表示します。

	N
ノット

ot	D
ディスプレイ

isplay	：ディスク名を表示しません。
	 		（MP3またはWMAと表示されます。）

F
ファイル

ile	N
ネーム

ame?（ファイル名）
MP3/WMAディスクのとき、曲名をスクロール表示する
かどうかを設定します。ただし、ナビゲーションモード時
は、この設定に関わらず曲名がスクロールします。お買い上
げ時の

設定はS
スクロール

crollです。

	 S
スクロール

croll	：曲名をスクロール表示します。

	 N
ノット

ot	S
スクロール

croll	：曲名をスクロール表示しません。

F
フォルダ

older	N
ネーム

ame?（フォルダ名）
MP3/WMAディスクのとき、フォルダ名をスクロール表
示するかどうかを設定します。ただし、ナビゲーションモー
ド時は、この設定に関わらずフォルダ名がスクロールしま
す。お買い上げ時の設定はScrollです。

	 S
スクロール

croll	：フォルダ名をスクロール表示します。

	 N
ノット

ot	S
スクロール

croll	：フォルダ名をスクロール表示しません。

CD	E
エクストラ

xtra?

CD	E
エクストラ

xtraディスクの再生について設定します。

お買い上げ時の設定はA
オーディオ

udioです。

	 A
オーディオ

udio	：音楽データを再生します。

	MP3/WMA	：MP3またはWMAデータを再生します。

1
1~4

CD（MP3、WMA）/USBに関する設定
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H
ハイド

ide	N
ナンバー

umber?
曲名やフォルダ名の先頭に番号がついている場合、番号表
示を隠すことができます。

お買い上げ時の設定はD
ディスエーブル

isableです。

	 D
ディスエーブル

isable	：番号表示を隠す機能を設定しません。
	 		 （番号は表示されたままです。）

	 E
イネーブル

nable	：番号表示を隠す機能を設定します。
	 		 （番号表示は無しになります。）

下表は、D
ディスエーブル

isable/E
イネーブル

nableを選んだときにどのように表示
されるかの例です。

ファイルや
　フォルダの名前

Disable を
選んだとき

Enable を
選んだとき

	01	Pops	 01	Pops	 Pops

	 10-Rock	 10-Rock	 Rock

	 16_Jazz	 16_Jazz	 Jazz

	 21th	Century	 21th	Century	 21th	Century

	 05-07-20	Album	 05-07-20	Album	 Album

G
グループ

roup	K
キー

ey?
GROUPボタンを押したときと2秒以上押したときの設定
を変えます。
お買い上げ時の設定はN

ナビゲーション

avigationです。

	 A
オール

ll	F
フォルダ

older	：GROUPボタンを1回押したときはオー
ルフォルダモードになり、2秒以上押し
たときはナビゲーションモードになりま
す。

	N
ナビゲーション

avigation	：GROUPボタンを1回押したときはナビ
ゲーションモードになり、2秒以上押し
たときはオールフォルダモードになりま
す。

USBに関する設定をする
USBメモリーに録音されているファイルの表示方法を選
択したり、USBメモリーの再生方法などを設定すること
ができます。

入力がUSBで停止中

1	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、M

マルチ

ULTI	 J
ジョグ

OGダイヤルを回
して設定したい項目を選ぶ

M
マルチ

ULTI	 J
ジョグ

OGダイヤルを回して設定した
い項目を以下の中から選びます。

	Disc	Name?（ディスクネーム）
	 File	Name?（ファイルネーム）
	 Folder	Name?（フォルダネーム）
	Hide	Number?（ハイドナンバー）
	Bitrate?（ビットレート）

各項目の詳細については、下記「各設定
について」をご覧ください。

2	 前ページの手順2 〜4 を行う

•
•
•
•
•

D
ディスク

isc	N
ネーム

ame?（ディスク名）
USBメモリーのディスク名を表示するかどうかを設定しま
す。設定内容は38ページと同様です。

F
ファイル

ile	N
ネーム

ame?（ファイル名）
USBメモリーの曲名をスクロール表示するかどうかを設定
します。設定内容は38ページと同様です。

F
フォルダ

older	N
ネーム

ame?（フォルダ名）
USBメモリーのフォルダ名をスクロール表示するかどうか
を設定します。設定内容は38ページと同様です。

H
ハイド

ide	N
ナンバー

umber?
曲名やフォルダ名の先頭に番号がついている場合、番号表
示を隠すことができます。
設定内容は39ページと同様です。

B
ビットレート

itrate?
USBへの録音時のビットレートを選ぶことができます。お
買い上げ時のビットレートの設定は128kbpsです。
以下の3種類の中から選ぶことができます。

●	96kbps　●128kbps　●192kbps

各設定について

CD（MP3、WMA）/USBに関する設定
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アンテナの調整をする

FM室内アンテナを調整して固定する
FM放送を聞きながらFMアンテナの調整をします。

AM室内アンテナを調整する
AM放送を聞きながら受信状態が良好
になるようアンテナの位置を変えた
り向きを調整します。

1	 入力をFMまたはAMにする
FM/AMボタンを押して、FMまたはAM
を選びます。

2	 リモコンのπ/	“ボタンを押し
て、表示部をみながら周波数を
合わせる
1回押すごとに周波数がFMでは0.1MHz、
AMでは9kHzずつ変わります。押し続け
ると周波数が連続して変化します。π

または “ボタンをしばらく押してから
手を離すと自動的に周波数が上がり（下
がり）、放送局があると自動的に停止し
ます。

本体では操作できません。

	

アンテナの方向を変えて受信
状態が良好になる設置場所を
見つけます。

画びょうなどでアンテナの先を軽く
はさんで止める。

画びょうを使うときは、指先などにけが
をしないように注意してください。

！ヒント

アンテナの先がはずれてしまう場合
は、アンテナの先端を結ぶと止めや
すくなります。

放送局を受信するとチューンド表示（¬ ● ˚）が点灯し
ます。

FM ステレオ局を受信すると、F
エフエム

M S
ステレオ

T 表示が点灯します。

z x

ご注意 ！ヒント

マンションなど鉄筋の建物の場合、窓
際などできるだけ電波が届きやすいと
ころにアンテナを設置してください。

AUTO FM ST

AUTO表示
オート

FM ST表示
エフエム ステレオ

チューンド表示

FM室内アンテナ
画びょうなど画びょうなど

21

FM/AM放送を聞く

周波数を合わせて聞く（リモコン操作のみ）
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操作の前に
電源を入れてください。
FMの受信状態が良好になるようにFMアンテナの位置を
調整してください。（☞40ページ）

ご注意 

お使いの場所によっては、放送局でないもの（ノイズ）が登
録されることがあります。このようなチャンネルは削除して
ください。（☞44ページ）

1	 I
インプット

NPUT˚/¬ボタンを（くり返し）
	 押して「FM」を表示させる

● 受信バンドが「AM」になっ

 ている場合は、M
マルチ

ULTI J
ジョグ

OG
ダイヤルを押して「FM」を
表示させてください。

MULTI JOGダイヤルを押すたびにFM
とAMが交互に切り換わります。

2	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した

	 後、M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し
	 て「A

オートプリセット?

utoPreset?」を表示さ
せる

3 	 MULTI	JOGダイヤルを押す

再確認のため、「A
オートプリセット??

utoPreset??」が表
示されます。
中断するときはM

メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタン
を押してください。

4	 MULTI	JOGダイヤルを押す

オ−トプリセットが始まります。
周波数の低い順から自動的に最大20局
まで登録していきます。

登録すれば放送局を周波数で合わせなくても選局ができま
す。受信から登録まで、自動（オート）で行えます。AM
局は自動で登録できませんので、42ページをご覧くださ
い。

予	備	知	識

 ● FM の受信周波数は 76.0 〜 90.0MHz です。
 ● すでに FM 局を登録してある場合、オートプリセッ

トを行うと前の登録はすべて消え、新たに登録さ
れます。

！ヒント

リモコンのFM/AMボタン、メニュー /消去ボタン、˙
/∆ボタン、決定ボタンでも操作することができます。

！ヒント 	登録したあとにこんなこともできます。
 登録したチャンネルに放送局名 ☞74ページ
など名前をつける。

 登録したチャンネルを選んで ☞44ページ
削除する。

 登録した放送局を別のチャンネル ☞44ページ
にコピーする。

•

•

•
SOURCE   GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

2

2~4

1
表示部

放送局を登録する

自動で登録する−オートプリセット−（FMのみの機能です）
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予	備	知	識

 ● FM、AM合わせて30チャンネルまで登録できま
す。例えば、FMで8チャンネル使っている場合は
AMで22チャンネルまで登録できます。

 ● FM、AMは独立して表示されますので、FMとAM
に同じチャンネル番号があってもかまいません。

 ● 1局ずつ登録する場合は、お好みのチャンネル番
号に登録することが可能です。例えばAMチャン
ネル2、5、9のようにすることができます。

！ヒント

リモコンのメニュー /消去ボタン、˙/∆ボタン、決定ボ
タンでも操作することができます。

！ヒント 	登録したあとにこんなこともできます。
 登録したチャンネルに放送局名 ☞74ページ
など名前をつける。

 登録したチャンネルを選んで ☞44ページ
削除する。

 登録した放送局を別のチャンネル ☞44ページ
にコピーする。

•

•

•

AM局は周波数を手動で合わせて、1局ずつ登録します。
（FMは、この方法と自動で登録する方法「オートプリセッ
ト」があります。）

操作の前に
電源を入れてください。

1	 登録したい放送局を受信する
40ページを参考に、登録したい放送局
を受信します。

2	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した

	 後、M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し
	 て「P

プリセット

reset	W
ライト?

rite?」を表示さ
せる

3	 MULTI	JOGダイヤルを押す

登録するチャンネルが表示されます。

中断するときはM
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタン
を押します。

4	 別のチャンネルに登録するときは、
	 MULTI	JOGダイヤルを回す

5	 MULTI	JOGダイヤルを押して
	 決定する

「C
コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
放送局が選んだチャンネルに登録されま
す。

「O
オーバーライト？

verwrite?」（書き換えますか?）と
表示されたときは

選んだチャンネル番号は登録済みです。
 すでに登録されている放送局を消して

新しい放送局を登録するときは、M
マルチ

ULTI 

J
ジョグ

OGダイヤルを押すか、M
モード

ODE/Y
イエス

ES
ボタンを押します。

 登録をやめるときは、MENU/CLEAR
ボタンを押します。

「M
メモリー

emory	F
フル

ull」と表示されたときは

FM、AM合わせてすでに30チャンネル
登録されています。不要なチャンネルを
削除してから（☞44ページ）、再度登録
してください。

6	 次を登録するときは、手順1〜5 
 をくり返す

•

•

AUTO
1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
SOURCE   GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

FM ST DIGITAL           ANALOG   MONO 
DUB

C D Hi - MD Hi - SPLP24
TOC PCM

AUTO

SOURCE   GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

FM ST
PCM

2
2~5

放送局を登録する

１局ずつ登録する−プリセットライト−
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表示部の情報を切り換える

本体のD
ディスプレイ

ISPLAYボタンまたはリモコンの表示切換ボタンを（くり返し）押すと、情報の切り換えができます。

FM放送を受信しにくいときは

	●	登録した放送局に名前がついていないときは、

	 	「N
ノー

o	N
ネーム

ame」が表示され、周波数表示に戻ります。
	 	☞	「登録した放送局に名前をつける」（☞74ページ）

電波の弱い所や雑音の多い所ではリモコンのモード/シャッ

フル/確定ボタンを押し、A
オート

UTOの表示を消してモノラル
受信にしてください。
雑音や音切れを軽減できます。

A
オート

UTOにもどすときは、同じボタンを再度押します。
通常は、AUTOにしておいてください。自動的にFMステ
レオ受信となります。

操作の前に
電源を入れてください。

1	 FM/AMボタンを押す
バンドを切り換えるには、もう一度押し
ます。FMの場合はAMに、AMの場合は
FMになります。

2	 ˙/∆ボタンを押して
	 登録した放送局を選ぶ

˙ボタンを押すと前のチャンネルを、
∆ボタンを押すと次のチャンネルを選
べます。

！ヒント

数字ボタンで登録した放送局を選ぶことも
できます。

例）　登録番号	 押すボタン
	
	

	

	！ヒント

本体のM
マルチ

ULTI	 J
ジョグ

OGダイヤルを押してバンドを切り換えた後、
MULTI	JOGダイヤルを回して選ぶこともできます。

AUTO FM ST

AUTO（ステレオ）受信

モノラル受信

FM/AM周波数 放送局に付けた名前

8

10

22

AUTO FM ST

AUTO FM ST

2

1

放送局を登録する

登録した放送局を聞く　あらかじめ放送局を登録しておいてください。（☞41、42ペ−ジ）
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1	 FMまたはAMの、コピーする
	 チャンネルを呼び出す

例）4C
チャンネル

H、FM80.0MHzを選んだとき

2	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した

	 後、M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し

	 「P
プリセット

reset	C
コピー?

opy?」を表示させる

3	 MULTI	JOGダイヤルを押す

チャンネルが点滅を始めるので、MULTI 
JOGダイヤルを回してコピー先のチャ
ンネルを選びます。

4	 MULTI	JOGダイヤル押す

「C
コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
放送局が指定のチャンネルにコピーされ
ます。

コピーと削除の2つの基本機能を使って、あるチャンネル
に登録された放送局を別のチャンネルにコピー、チャンネ
ル番号の変更、不要なチャンネルの削除などができます。

登録した放送局をコピーする

登録した放送局をコピーすると、放送局につけた名前（☞
74ページ）も同時にコピーされます。

「O
オーバーライト?

verwrite?」（書き換えますか?）と
表示されたときは

選んだチャンネルは登録済みです。
 すでに登録されている放送局を消し
て新しい放送局に書き換えるときは、
MULTI JOGダイヤルを押します。

 書き換えをやめるときは、M
メニュー

ENU/

C
クリア

LEARボタンを押します。

！ヒント

リモコンの˙/∆ボタン、メニュー
/消去ボタン、決定ボタンでも操作すること
ができます。

•

•

1	 FMまたはAMの削除するチャン
	 ネルを呼び出す

2	 MENU/CLEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し

	 「P
プリセット

reset	E
イレーズ?

rase?」を表示させる

3	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「E

イレーズ

rase OK?」と再確認のメッセージが
表示されます。

削除をやめるときは、MENU/CLEARボ
タンを押します。

削除するときは、もう一度MULTI JOG
ダイヤルを押します。

登録した放送局が削除され、

「C
コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
登録した放送局が削除されます。

登録した放送局を削除する

編集のヒント

チャンネル番号を変更するには
コピーと削除機能を使います。
例えば、FMで4チャンネルに登録された放送局を6チャ
ンネル（空きチャンネル）に変えるときは、
z 4チャンネルを6チャンネルにコピーする。
x 4チャンネルを削除する。
という手順で行うことができます。

2
2~4

登録した放送局を編集する
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1	 音質ボタンを押して「B
バス

ass」を
	 を表示させる

2	 ˙/∆ボタンを押して低音を
	 調整する

お買い上げ時の設定は「0」ですが、−5か
ら＋5の間で1ステップずつ調整できます。

ご注意 

S
スーパーバス

.Bass 2のときは、過度な低音増強でスピー
カーに負担をかけないようBassは「＋3」
までしか上げられません。

3	 決定ボタンを押して「T
トレブル

reble」
表示にする
ご注意  

約8秒間何も操作しないと元の表示
に戻ります。

4	 ˙/∆ボタンを押して高音を
	 調整する

お買い上げ時の設定は「0」ですが、−5か
ら＋5の間で1ステップずつ調整できます。

ご注意  
約8秒間何も操作しないと元の表示
に戻ります。

5	 決定ボタンを押す
調整が終了し、元の表示に戻ります。

	 重低音ボタンを押す
ボタンを押すたびに以下のように切り換
わります。

S.BASS機能が働いているときは、
S.BASSインジケーターが点灯します。

ご注意 

Bassが「＋4」または「＋5」のときは、
S.Bass 2 には設定できません。

！ヒント

高音のみを調整するときは、音質ボタンを2回押した後、手順

4 から操作してください。

	 本体のD
ディスプレイ

ISPLAYボタンまたは
リモコンの表示切換ボタンを2秒
以上押す
現在の状態が3秒間表示されますので、そ
の間に再度ボタンを押して切り換えます。
ボタンを押すたびに、次のように表示が
切り換わります。

D
ディマー

immer 1のときは、V
ボリューム

OLUMEインジ
ケーターが消えます。
Dimmer 2のときは、VOLUMEインジ
ケーターが消え、表示部が暗くなります。

S.Bass　Off

S.Bass　1
（重低音が強調されます）

スーパーバス

スーパーバス

S.Bass　2
（重低音がさらに強調されます）

スーパーバス

オフ

Dimmer Off Dimmer 1

Dimmer 2

ディマー オフ

本体

または

リモコン

2,4
3,5

1

重低音ボタン

表示切換ボタン

DISPLAYボタン
ディスプレイ

音質を調整する

表示の明るさを切り換える

低音/高音を調整する

重低音を強調する
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MDの基礎知識

MDには再生専用と録音用の2種類があります。
カセットテープは巻き戻しておくと前回録音したものに上書
きして録音されますが、MDの場合は以前に録音された曲の
続きに録音されます。始めから録音したい場合は、すでに録
音されているものを消去してから録音します。
録音したり、名前をつけたり、編集した情報はMDの目次部

分（TOC＝T
テーブル

able O
オブ

f C
コンテンツ

ontents）に書き込まれます。

TOC表示が点灯しているとき（録音中や名前をつけたときなど）
MDのTOCに書き込む情報が本体のメモリーに保存されて
いる状態です。

TOC表示が点滅しているとき（録音停止時やディスクを
取り出すときなど）
MDに情報を書き込んでいます。この状態のときは、電源
プラグを抜いたり、本体を揺らしたりしないでください。
停電になった場合は、TOCに書き込まれる前の記録内容
は消去されます。

MDLPって？

従来のMDの音声圧縮方式ATRACの約2倍の圧縮効率を
持つATRAC3を採用したMDの圧縮方式です。標準モー
ド（SP）に対して、LP2で2倍、LP4で4倍の長時間録
音ができます。

ディスクの
種類  80分 74分 60分

 ディスク ディスク ディスク録音
モード

 SP（ステレオ録音） 約80分 約74分 約60分

 LP2（ステレオ録音） 約2時間40分 約2時間28分 約2時間

 LP4（ステレオ録音） 約5時間20分 約4時間56分 約4時間

 MONO
  約2時間40分 約2時間28分 約2時間
 （モノラル録音）

 LP2、LP4モードで録音したディスクは、LP2、LP4
モードに対応していない機器で再生することはできま
せん。

 ディスクには最大255トラック、最大99グループ録音
することができます。文字は最大で約1700文字入力
することができます。

グループ機能って？

1枚のMDに入っている曲を好みのグループに分けること
ができます。MDLPで多くの曲が入っているディスクで
使用すると便利です。（☞62ページ）

•

•

■ 録音モードと録音可能時間

TOC

点灯

TOC

点滅

録音する
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 こんな録音はどうするの？ この機能や設定を使うと便利です

アルバムCDをMDにそのまま録音したい

今聞いている曲だけを録音したい

CDの中から好きな曲だけを録音したい

たくさんのシングルCDをMDに録音したい

短時間で録音をすませたい

FM/AM放送を録音したい

オンキヨー製カセットテープデッキやRIドックか
らMDに録音したい

その他の外部機器からMDに録音したい

たくさんの曲を1枚のMDに入れたい

グループを作りながら録音をしたい

最後まで録音されない曲をフェードアウトさせたい

CDの音量レベルのままでCDダビングしたい

録音レベルを調整したい

CDからMDにアナログで録音したい

デジタルで録音された CD-R をデジタル録音することはできません。

レベルシンクを切り換えたい

シンクロ録音 52ぺ一ジ

シグナルシンクロ録音 53ぺ一ジ

録音モードを切り換える 58ぺ一ジ

MDグループ録音設定 58ぺ一ジ

フェードアウトダビング設定 59ぺ一ジ

DLAリンクを切り換え、 59ぺ一ジ
CDダビングをする 48ぺ一ジ

録音レベルを調整する 60ぺ一ジ

アナログ入力録音に設定し、 60ぺ一ジ 
シンクロ録音をする 52ぺ一ジ

レベルシンクを切り換える 61ぺ一ジ

CDダビング  本機CDからMDにワンタッチで録音する
 デジタル入力録音…自動でデジタル入力録音します。
 MDに曲番は自動でつきます。
 DLAリンク（自動で最適な録音レベルに調整する機能）のオン/オフが可能です。

CD高速ダビング  上記のCDダビングを約1/4の時間で行います
  DLAリンクは働きません。

USBダビング  本機USBメモリーからMDにワンタッチで録音する
  MDに曲番は自動でつきます。

シンクロ録音  オンキヨー製外部機器からMDに録音する
 レベルシンク（入カレベルの立ちあがりで自動的に曲番をつける機能）のオン/オフが可能です。
 録音レベルはお好みに調整できます。

シグナル  その他の外部機器からMDに録音する
シンクロ録音 ● レベルシンク（入カレベルの立ちあがりで自動的に曲番をつける機能）のオン/オフが可能です。

 ● 録音レベルはお好みに調整できます。

•
•
•

•

•

•
•

CDダビング 48ぺ一ジ
（CD高速ダビングもできます） 49ぺ一ジ

トラック指定CDダビング 50ぺ一ジ

好きな曲だけをダビングする 50ぺ一ジ
メモリー再生機能と組み合わせて録音します

トラック指定CDダビング 50ぺ一ジ

CD高速ダビング 49ぺ一ジ

FM/AM放送をMDに録音する 51ページ

USBメモリーからMDに録音したい USBダビング 50ぺ一ジ

録音する

録音方法の種類
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1 CDとMDをセットし、入力を「CD」にする

MDの録音可能な残り時間を確認するには

入力をMDにして、D
ディスプレイ

ISPLAYボタンを（くり返し）押してください。

2 MD●R
レック

ECボタンを押す
表示部にCDの総曲数、総再生時間が表示された後、MD●RECボタンを押してください。

表示部に「CD R
リーディング

eading」と表示されている間はCDダビングできません。

 “X4 Dubbing?”が2秒間 “CD-MD Dubbing DLA Link On”
 表示されます。 または
  “CD-MD Dubbing DLA Link Off”
  がスクロールします。

＜DLAリンク＞

CDはP
ピーク

eak S
サーチ

earch（最大レベルの検出）を行い、MDへ
の最適な録音レベルを設定します。（この機能をオンにする
には。☞59ページ）

＜録音開始＞
その後、録音を開始します。録音にはCDの記録時間と同じ
だけの時間がかかります。

＜録音停止＞
CDの再生が終わるか、MDの最後まで録音すると、録音が
止まります。
録音停止後、T

トック

OC表示が点滅し、録音した情報を書き込み
ます。

 ワンタッチデジタル録音です。
 曲番は自動でつきます。

ご注意 

CDがランダム再生モードになっているときは、
CDダビングはできません。
MP3、WMAが記録されたCDの時は、DLAリンク機能が「オ
ン」でもピークサーチして録音レベルの自動調整はできま
せん。

•
•

•

•

！ヒント

Peak Searchは最長で120秒か
かることがあります。

CD ダビング中のご注意

Ω/
プレイ/ポーズ

ƒ、å
イジェクト

などのボタンは働きませ
ん。

録音結果を確かめるには

録音終了後、本体のMDΩ/ƒボタ

ンまたはリモコンのMDΩ
プレイ

ボタン
を押します。
録音を始めたところから再生が始
まります。

！ヒント

録音モードを切り換えるには、
58 ページの「録音モードを切り
換える」をご覧ください。

SOURCE   GROUP TRACK                       MD DISC TOTAL REMAIN

Hi - SPLP24 録音モード

録音可能時間

AUTO
1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
SOURCE   GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

FM ST DIGITAL           ANALOG   MONO 
DUB

C D Hi - MD Hi - SPLP24
TOC PCM

録音モード

MDの録音曲番

CDの再生曲番

1

1 2

DISPLAYボタン
ディスプレイ

録音する

CDをMDに録音する（CDダビング）
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1 CDとMDをセットし、入力を「CD」にする

MDの録音可能な残り時間を確認するには

入力をMDにして、D
ディスプレイ

ISPLAYボタンを（くり返し）押し
てください。

 2 MD●R
レック

ECボタンを2回押す
表示部にCDの総曲数、総再生時間が表示された後、MD●RECボタンを押してください。

表示部に「CD R
リーディング

eading」と表示されている間はCDダビングできません。

MD●R
レック

ECボタンは続けて3秒以内に押してください。

CD-MD×4 Dubbing  がスクロールします

＜録音開始＞
その後、録音を開始します。録音にはCDの記録時間の約
1/4の時間がかかります。

＜録音停止＞
CDの再生が終わるか、MDの最後まで録音すると、録音が
止まります。

 デジタル録音を通常の約1/4の時間で行います。
 MP3、WMAが記録されたCDの時は、高速ダビングはで
きません。

 曲番は自動でつきます。
 DLAリンクは働きません。
 CD高速ダビング中、音声は聞こえません。
 CDがメモリー再生、ランダム再生モードになっている
ときは、CD高速ダビングはできません。リピート再生
は解除されます。

 CD高速ダビングは、ディスクの汚れ等の影響をうけや
すくなります。音飛び、ノイズ等が発生する場合は、通
常のCDダビングで録音してください。

•
•

•
•
•
•

•

CD高速ダビングの制限について

CD高速ダビングを行ったCDはその記録時間に関係なく、著作権保護のため開始時より74分間はCD高速ダビングをする

ことができません。CD高速ダビングをしようとすると“T
タイム

ime P
プロテクト

rotect”と表示され、そのCDがCD高速ダビングができ

るまでの待ち時間が表示されます。（例：“W
ウエイト

ait 42 min”）他のCDを使用する場合は、続けて録音することができますが、
74分以内に21枚以上のCDを続けて録音することもできません。

！ヒント

録音モードを切り換えるには、58
ページの「録音モードを切り換える」
をご覧ください。

CD ダビング中のご注意

Ω/
プレイ/ポーズ

ƒ、å
イジェクト

などのボタンは働きません。

録音結果を確かめるには

録音終了後、本体のMDΩ/ƒボタン

またはリモコンのMDΩ
プレイ

ボタンを押し
ます。録音を始めたところから再生
が始まります。

CD1

CD2

74分

CD1の高速ダビング開始 CD1の高速ダビング終了

CD1の高速ダビング中 CD1は高速ダビング不可

CD2の高速ダビング開始 CD2の高速ダビング終了

74分
CD2の高速ダビング中 CD2は高速ダビング不可

1

1 2

DISPLAYボタン
ディスプレイ

録音する

CDをMDに録音する（CD高速ダビング）
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今聞いている曲のみを頭から録音する（トラック指定CDダビング）

z CDとMDをセットし、CD¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押して再生を始める

x CD鑑賞中に録音したい曲があったら、MD●R
レック

ECボタンを押す
DLAリンク機能が「オン」のときは、ピークサーチを行い、その後聞いていた曲の頭から録音が始まります。（DLA
リンク設定を「オン」にするには、59ページをご覧ください。）
録音にはCDのトラックと同じだけの時間がかかります。
その曲のダビングが終わるとMDは停止し、CDも停止します。

ご注意 

 CD高速ダビングはできません。
 CDがランダム再生モードになっているときは、CDダビングはできません。

好きな曲だけをダビングする

z CDとMDをセットし、入力を「CD」にしたあとメモリー再生の設定をする
33ページの設定を行います。

（再生はしないでください。再生すると、トラック指定CDダビングになります。）

x MD●R
レック

ECボタンを押す
DLAリンク機能が「オン」のときは、ピークサーチを行い、その後録音が始まります。（DLAリンク設定を「オン」
にするには、59ページをご覧ください。）

ご注意 

CD 高速ダビングはできません。

USBメモリーをMDに録音する（USBダビング）

 曲番は自動でつきます。
 USBメモリーがランダム再生モードになっているときは、USBダビングはできません。

z USBメモリーとMDをセットし、入力を「USB」にする

表示部に「USB R
リーディング

eading」と表示されている間に、次の操作をしないでください。

x MD●R
レック

ECボタンを押す

表示部に「USB-MD D
ダビング

ubbing」がスクロールし、録音が始まります。
USBメモリーの再生が終わるか、MDの最後まで録音すると録音が止まります。
録音停止後、TOC表示が点滅し、録音した情報を書き込みます。

ご注意 

 ¬/
プレイ/ポーズ

ƒ、å
イジェクト

などのボタンは働きません。
 USBダビングは等速録音になります。

！ヒント

今聞いている曲のみを録音するには

USBメモリーとMDをセットし、USB¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押して再生を始め、録音したい曲の再生中にMD●R
レック

ECボタンを押します。
聞いていた曲の頭から録音が始まります。その曲のダビングが終わるとMDは停止し、USBメモリーの再生も停止します。

好きな曲だけをダビングするには
USBメモリーとMDをセットし、入力を「USB」にした後、36ページ手順1、2 の方法でメモリー再生の設定をします。

次にMD●R
レック

ECボタンを押します。

•
•

•
•

•
•

録音する

CDをMDに録音する（いろいろなCDダビング）
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長時間のラジオ番組などを録音するときは、録音モード（☞58ページ）を切り換えて使うと便利です。

1 MDをセットする

2 I
インプット

NPUT˚/¬ボタンを（くり返し）押して、入力を「FM」または「AM」にする
「FM」と「AM」を切り換えるには

M
マルチ

ULTI J
ジョグ

OG ダイヤルを押すたびに、「FM」と「AM」
が交互に切り換わります。

3 M
マルチ

ULTI J
ジョグ

OGダイヤルを回して録音したい放送局を選ぶ

4 MD●R
レック

ECボタンを押して録音待機状態にする

5 MD¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押して録音を始める

MDの最後まで録音すると、自動的に停止します。

途中で止めるときは、MD■
ストップ

ボタンを押します。

録音停止後、T
トック

OC表示が点滅し、録音した情報を書き込みます。

録音結果を確かめるには

録音終了後、本体のMDΩ/ƒボタンまたはリモコンのMDΩ
プレイ

ボタン
を押します。
録音を始めたところから再生が始まります。

録音レベルを調節するときは

☞60ページ

レベルシンクのオン、オ
フを切り換えるときは

☞「曲番をつける−レベルシン
クを切り換える」（61ページ）

一時停止するには

MDΩ/ƒボタンを押します。もう
一度押すと一時停止したところか
ら録音が始まります。曲番は次の
曲番に移ります。

曲番を好きなところにつ
けたいときは

録音中に曲番をつけたいところで
MD●RECボタンを押します。た
だしボタンを押す間隔が短い（約
4秒以下）と、曲番がつかないこ
とがあります。

！ヒント

録音モードを切り換えるには、
58ページの「録音モードを切り
換える」をご覧ください。

AUTO FM ST

AUTO

SOURCE TRACK  MD

FM ST

C D MD SP
TOC

MDグループ録音設定が「オン」になっていると、録音開始時に
新しいグループを作成して録音するため、1曲目と表示されます。

AUTO

SOURCE TRACK  MD

FM ST

C D MD SP
TOC

録音モード

録音中の曲番

1
5

3

4

2

録音する

FM/AM放送をMDに録音する
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 ● オンキヨー製の外部機器からの録音に便利です。

1 録音するソース（接続したカセットテープデッキのテープ）とMDをセットし、入
力を「TAPE」にする

MDの録音可能な残り時間を確認するには

入力をMDにして、D
ディスプレイ

ISPLAYボタンを（くり返し）押してください。

2 MD●R
レック

ECボタンを押して録音待機状態にする

3 録音するソース（接続したカセットテープデッキ）を再生する

録音が始まります。

シンクロ録音を中断するには

再生しているソース（接続しているカセットテープデッキ）を
停止すると、MDは録音待機状態になります。

録音停止後、T
トック

OC表示が点滅し、録音した情報を書き込みます。

！ヒント

別売のオンキヨー製カセットテープデッキを本機に接続すると、以下のような操作ができます。
CDからカセットテープデッキへのシンクロ録音
MDからカセットテープデッキへのシンクロ録音

 CDやMDからカセットテープデッキへのシンクロ録音については、カセットテープデッキ側の録音レベルを調節する
必要があります。詳しくはカセットテープデッキの取扱説明書をご覧ください。

•

ここではカセットテープデッキから
本機のMDにシンクロ録音する手順を説明します。

（カセットテープデッキ側）

一時停止して選曲する

再生しているソースを一時停止ま
たは停止すると、MDも録音待機状
態となります。選曲して再度再生す
ると、MDの録音が始まります。

ただし、MD■
ストップ

ボタンを押すと
MDは停止しますが、カセットテー
プデッキは再生を続けます。

曲番を好きなところにつ
けたいときは

録音中に曲番をつけたいところで

MD●R
レック

ECボタンを押します。た
だし、ボタンを押す間隔が短い（約
4秒以下）と、曲番がつかないこ
とがあります。

録音結果を確かめるには

☞51ページの同項目

SOURCE TRACK MD

C D MD SP
TOC

録音モード

SOURCE   GROUP TRACK                       MD DISC TOTAL REMAIN

Hi - SPLP24 録音モード

録音可能時間

TRACK MD

C D MD SP

MDグループ録音設定が「オン」になっていると、録音開始時に新
しいグループを作成して録音するため、1曲目と表示されます。

1
2

DISPLAYボタン
ディスプレイ

録音する

オンキヨー製品からMDに録音する（シンクロ録音）
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シグナルシンクロ録音をする

シグナルシンクロ録音とは、外部の入力信号が入ってきた
時点で自動的にMD録音を開始する機能です。

z 左項の手順1 〜3 を行う
通常の録音待機状態になっています。

xもう一度MD●R
レック

ECボタンを押す

「S
シグナル

ignal R
レック

ec」が表示された後、シグナルシンクロ録

音待機状態となり、「S
シグナル

ignal W
ウェイト

ait」が点滅します。

c 外部機器の再生を始める
外部機器からの信号が入ってくると自動的に録音が始
まります。

（☞左項の手順 4 を行う必要はありません。）

録音レベルを調節するときは

☞60ページの同項目。

レベルシンクを切り換えるには

☞61ページの同項目。

曲番を好きなところにつけたいときは

録音中に曲番をつけたいところでMD●RECボタンを押しま
す。ただし、ボタンを押す間隔が短い（4秒以下）と、曲番が
つかないことがあります。

録音を一時停止するときは

MDΩ/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押します。録音を再開するときは、同じボ
タンをもう一度押します。

録音結果を確かめるときは

録音終了後、本体のMDΩ/ƒボタンまたはリモコンのMDΩボ
タンを押します。録音を始めたところから再生が始まります。

本機と接続した外部機器からMDに録音します。

デジタル録音について
本機にはサンプリング・レート・コンバーターが搭載され
ていますので、CD（44.1kHz）以外の、デジタル外部機
器（DATや衛星放送など）からのデジタル信号（32kHz
や48kHz）も録音することができます。
デジタル録音されたMDやCD-RをMDにデジタル録音す
ることはできません。

1 MDをセットする

2 I
インプット

NPUT˚/¬ボタンを（くり返し）
 押して録音する外部機器を選ぶ

D
ドック

OCK、T
テープ

APE、L
ライン

INE、D
デジタル

IGITALのい
ずれかを選びます。

！ヒント

名称を変えると、その名称が表示されます。
（☞85ページ）

3 MD●R
レック

ECボタンを押して録音待
機状態にする

！ヒント

外部デジタル入力の場合、「D
デジタルイン

.In U
アンロック

nlock」
が表示されたときや、DIGITAL表示が点滅
しているときは、デジタル端子接続がされ
ていないか、外部機器の電源が入っていま
せん。

4 MD¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタンを押して録音を
 始める

5 外部機器の再生を始める
MDの最後まで録音すると自動的に停止
します。
途中で止めるときは、MD■

ストップ

ボタンを押
します。

（MD側）

SOURCE TRACK MD

C D MD SP

SOURCE   GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

1

3 4

2

録音する

外部機器からMDに録音する
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1 USBメモリーを接続する
USBメモリーを本体前面のUSB端子に接続します。

2 録音するCDをディスクトレイにセットし、入力を「CD」にする

3 USB●R
レック

ECボタンを押す
表示部にCDの総曲数と総再生時間が表示された後、USB●R

レック

ECボタンを押してください。

表示部に「CD R
リーディング

eading」と表示されている間は、録音を始めることはできません。

CD-USB Dubbing  がスクロールします

＜録音開始＞
その後、録音を開始します。録音にはCDの記録時間と同じ時間がかかります。

＜録音停止＞
CDの再生が終わるか、USBの最後まで録音すると、録音が止まります。

！ヒント

CDをプログラムしているときに録音すると、プログラムされた曲だけを録音することができます。
MP3、WMAが記録されたCDを録音する場合は、高速で録音します。

•
•

ご注意 

MP3、WMAが記録されたCD
からの録音時は、音声を聞くこ
とはできません。

ご注意 

 MP3、WMAが記録されたCDからの録音時は再生音が聞こえません。
 録音中は、MP3が記録されたCDのID3タグやWMAが記録されたCDのメタタグは表示されません。

 「W
ライティング

riting USB」が表示されている間は、電源コードは抜かないでください。
 USBメモリーが書き込み禁止や残容量がないとき、あるいは1フォルダに256ファイルが録音されているときは、「USB F

フル

ull」
と表示されます。

 「L
レベル

EVEL S
シンク

YNC」を「オン」にしても、無音部でファイルは分かれません。
 セキュリティ機能付きのUSBメモリーは使用できません。（☞93ページ）
 USBメモリーにはいろいろな種類、仕様があり、すべてのUSBメモリーで動作を完全に保証することはできません。（☞93ページ）

•
•

•
•

•
•
•

2 1

3

USBメモリー

録音する

USBメモリーに録音する

 MP3が記録されたCDからUSBメモリーへの録音時は、ID3タグも同時に録音されます。またWMAが記録されたCD
からの録音時はメタタグも同時に録音されます。それ以外のUSBへの録音時は、ID3タグは記録されません。

 音楽CDからMDとUSBメモリーに同時録音することはできますが、MP3、WMAが記録されたCDは同時録音するこ
とができません。

 音楽CDとMDからUSBメモリーに同時録音する場合は、通常録音となります。（5分の曲を録音する場合は、5分かか
ります。CD高速ダビングはできません。）

 MP3、WMAが記録されたCDを録音する場合は、高速で録音（コピー）します。
 以下の機能はMD録音時にのみ働き、USBメモリー録音時には働きません。
「シンクロ録音」、「シグナルシンクロ録音」、「フェードアウトダビング」、「DLAリンク」、「レベルシンク」

CD（音楽CD、MP3、WMA）からの1ディスク録音

•

•

•

•
•
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1 USBメモリーを接続する

2 録音するCDをディスクトレイに
セットし、入力を「CD」にする

3 録音したい曲を選び、再生する
M

マルチ

ULTI J
ジョグ

OGダイヤルを回して録音した
い曲を選び、MULTI JOGダイヤルを押
して再生します。

4 USB●R
レック

ECボタンを押す
選んだ曲の録音が始まります。

5 録音を止める
USB■

ストップ

ボタンを押すと、録音が停止し
ます。

1 上記「CD（音楽CD、MP3、WMA）からの
 1トラック録音」の手順1、2 を行う

2 録音したいフォルダを選ぶ
M

モード

ODE/Y
イエス

ESボタンを押して「1G
グループ

R」を
選び、MULTI JOGダイヤルを回して
フォルダを選びます。

3 USB●RECボタンを押す
選んだフォルダの録音が始まります。

4 録音を止める
USB■

ストップ

ボタンを押すと、録音が停止し
ます。

1 USBメモリーを接続する

2 録音するMDをセットし、入力を
「MD」にする

3 USB●RECボタンを押す
MDの録音が始まります。
 最後の曲の再生が終わると録音が停止
します。

！ヒント

MDをプログラムしているときに録音す
ると、プログラムされた曲だけを録音す
ることができます。
曲名は、記録されません。

4 録音を止める
USB■

ストップ

ボタンを押すと、録音が停止し
ます。

•

•

•

1 USBメモリーを接続する

2 I
インプット

NPUT≈/Ωボタンで録音した
い入力に切り換える

3 USB●RECボタンを押す
USBインジケーターが赤く点滅し、録
音待機状態となります。
外部機器を選択している場合は、ここで
外部機器の再生を始めます。

4 USB¬/ƒボタンを押す
録音が始まります。
USBインジケーターが赤く点灯します。

ご注意 

ボタンを押してから、実際に録音が始まる
まで数秒間かかります。

5 録音を止める
USB■

ストップ

ボタンを押すと、録音が停止し
ます。

録音する

CD（音楽CD、MP3、WMA）からの1トラック録音 MDからの録音

チューナー、外部機器からの録音

CD（MP3、WMA）からの1フォルダ録音
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1 CDおよびMD、USBメモリーを
それぞれセットする
再生するCDはディスクトレイに、録音
するMDはMD挿入口に、USBメモリー
はUSB端子にそれぞれセットします。

2 入力をCDにする
I

インプット

NPUT≈/Ωボタンを押して、入力を
「CD」にします。

3 USB●R
レック

ECボタンと、MD●REC
ボタンを同時に押す
MDとUSBメモリーへの同時録音が始ま
ります。

4 録音を止める
MD■

ストップ

ボタン、USB■
ストップ

ボタンを押すと、
録音が停止します。
 最後の曲の再生が終わると、録音が停
止します。

•

ご注意 

 同時に録音できるのは音楽CDのみです。MP3、WMAが
記録されたCDからは同時録音はできません。

 高速ダビングはできません。

•

•

USB録音時に作成されるフォルダ、ファイルは次の
ようになります。

（001は1番から始まる3桁の連番です。）

ルートにRECORDフォルダができ、録音された
ファイルはこの中にソースごとのフォルダに分か
れて入ります。

RECORDフォルダの中に次のフォルダができま
す。録音開始するごとに新たなフォルダができ、
録音されたファイルはその中に入ります。
CD：CDREC001　MD：MDREC001
FM：FMREC001　AM：AMREC001
その他：EXREC001

ファイル名は、入力名_T001.mp3となります。
（例）CD_T001.mp3
なお、MP3、WMAディスクから録音した場合は、

［元のファイル名］001.mp3または［元のファイ
ル名］001.wmaとなります（元のファイル名は
25文字まで）が、ファイル名に英数字以外が含ま
れているとFile_001.mp3またはFile_001.wma
となります。

•

•

•

ファイルの再生順序はFAT順になります。
そのため、必ずしも録音順に再生されるとは限りま
せん。

■ USBメモリーの録音可能時間
ビットレート

USBメモリー容量
96kbps 128kbps 192kbps

256MB 約5時間20分 約4時間 約2時間40分

512MB 約10時間40分 約8時間 約5時間20分

1GB 約21時間 約16時間 約10時間30分

2GB 約42時間 約32時間 約21時間

4GB 約84時間 約64時間 約42時間

（MD側）（USB側）

（USB側）

（MD側）

21

3 4

3

4

録音する

音楽CDからMDとUSBメモリー
に同時録音する
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1 入力を「USB」にする
I

インプット

NPUT≈/Ωボタンを押して、入力を
「USB」にします。

2 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した

 後、M
マルチ

ULTI J
ジョグ

OGダイヤルを回し

 て「B
ビットレート

itrate?」を選ぶ

3 MULTI JOGダイヤルを押した後、
 MULTI JOGダイヤルを回して
 録音時のビットレートを選ぶ

「96kbps」、「128kbps」または「192kbps」
のいずれかのビットレートを選びます。

4 MULTI JOGダイヤルを押して
決定する

「C
コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
選んだビットレートになります。

1 録音待機中にMENU/CLEARボ

 タンを押して、「R
レック

ec L
レベル

evel?」
を選ぶ

2 MULTI JOGダイヤルを押した後、
 MULTI JOGダイヤルを回して

録音レベルを調整する
レベルメーターを見ながら、MULTI JOG
ダイヤルを回して録音レベルを調整します。

調節できる範囲は−∞dBから＋16.0dBです。
−12.0dBから＋16.0dBの範囲では1.0dB
間隔で、−12.0dBから−15.0dBは3.0dB
間隔、−15dBから−60.0dBは5.0dB間隔
で調整できます。

3 MULTI JOGダイヤルを押して、
決定する

「Complete」（完了）と表示された後、
選んだ録音レベルになります。

1 MULTI JOGダイヤルを回して
消去したいファイルを選ぶ

2 MENU/CLEARボタンを押した
後、MULTI JOGダイヤルを回

して「＊Tr E
イレーズ

rase?」を選ぶ

＊には、選ばれたファイルの番号が表示
されます。

3 MULTI JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
選んだファイルが消去されます。

1 G
グループ

ROUPボタンを押した後、
 MULTI JOGダイヤルを回して

消去したいフォルダを選ぶ

2 MENU/CLEARボタンを押して

 「＊E
イレーズ

rase?」を選ぶ
＊には、選ばれたフォルダの番号が表示
されます。

3 MULTI JOGダイヤルを押す
再確認のため「＊ Erase??」（本当に消去
していいですか？）が表示されます。良
ければもう一度 MULTI JOG ダイヤルを
押します。「Complete」（完了）と表示さ
れた後、選んだフォルダが消去されます。

ご注意  MP3、WMAが記録されたCDからの録音時は、ビット
レートの変更はできません。元のファイルと同じビッ
トレートになります。

ご注意  USBはT
テープ

APE、V
ビデオ

IDEO、FM、AM録音時に録音レベ
ルの調整をすることができます。音楽CD、MD録音
時は調整できません。音楽CD、MDと同じ録音レベ
ルになります。

 TAPE、VIDEO、FM、AMの録音レベルは、MD、
USBメモリーの両方共に同時に変更されます。
MD、USBメモリーの録音レベルは同じになります。

•

•

ご注意 

MDのように名前入力、M
ムーブ

ove、D
ディバイト

ivideなどはできません。

ご注意 フォルダ内の全てのファイルを消去すると、そのフォ
ルダは認識されなくなります。フォルダが不要な場合
は、ファイルを消去せず、「USBメモリーに録音した
フォルダを消去するには」を行ってください。

録音する

録音時のビットレートを変更するには 録音レベルを調整する

USBメモリーに録音したファイルを消去するには USBメモリーに録音したフォルダを消去するには
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録音モードを切り換える

録音を開始する前に設定します。
録音モードによって録音できる時間が異なります。
1曲ずつ設定できます。

MDグループ録音設定

録音を開始する前に設定します。
録音時、複数の曲をひとまとまりのグループにして録音す
ることができます。（トラック指定CDダビング時は1曲ず
つダビングするため、グループになりません。）

ご注意 

	「LP2」、「LP4」の各モードで録音したディスクは、LP2、
LP4モード搭載機器以外では再生できません。
	音質を重視される場合は、「SP」モードで録音することを
おすすめします。

•

•

入力がMDで停止中

1	 MENU/CLEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し
	 て「G

グループ

roup	R
レック

ec?」を表示させる

2	 MULTI	JOGダイヤルを押す

現在の設定が左側に表示されます。この

場合は「O
オフ

ff→O
オン

n ？」でグループ録音モー
ドを「オン」にしますか？の意味です。

	O
オン

n	：	グループ録音モードが働きます。
	 		 複数の曲をひとまとまりにして

録音します。

	O
オフ

ff	：グループ録音モードは働きません。

3	 MULTI	JOGダイヤルを押して
	 決定する

オンになったときは「G
グループ

r.	R
レック

ec	O
オン

n」が、

オフになったときは「G
グループ

r.	 R
レック

ec	O
オフ

ff」が
表示されます。
	 この設定を途中でやめたいときは、

M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押します。
	 この設定でCDダビングや録音をする
と、1つのグループにして録音します。
シンクロ録音やシグナルシンクロ録音で

は、録音を開始してからMD	■
ストップ

ボタン
を押すまでを1つのグループにして録
音します。

！ヒント

録音中にG
グループ

ROUPボタンを押すと、現在
のグループ録音設定が表示されます。
	リモコンのメニュー /消去ボタン、
	̇ /∆ボタン、決定ボタンでも操作
することができます。

•

•

•

•

MDグループ機能については、62ページをご覧ください。

入力がMDで停止中

1	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した

	 後、M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し
	 て「R

レック

ec	M
モード

ode?」を表示させる

2	 MULTI	JOGダイヤルを押す
現在の設定が表示されます。

3	 MULTI	JOGダイヤルを回して
	 録音モードを切り換える

MULTI	 JOGダイヤルを回すと、以下の
ように録音モードが切り換わります。

S
ステレオ

tereo（SP）：
通常のステレオ録音モードです。ディス
クに記載されている時間分のステレオ録
音ができます。

Stereo（LP2）：
通常のステレオ録音を1/2に圧縮して
録音します。録音可能時間は「Stereo
（SP）」の2倍になります。

Stereo（LP4）：
通常のステレオ録音を1/4に圧縮して
録音します。録音可能時間は「Stereo
（SP）」の4倍になります。

M
モノ

ono：	
モノラル録音モードです。
録音可能時間は「Stereo（SP）」の2倍
になります。

4	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
録音モードが切り換わります。

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
                  GROUP TRACK                                  DISC TOTAL  REMAIN 

DIGITAL 1 2 3  ANALOG   MONO

MDへの録音の設定
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フェードアウトダビング設定

録音を開始する前に設定します。

この機能を「O
オン

n」にして、CDダビング、トラック指定CD
ダビングをすると、ディスクがいっぱいになって最後まで
録音されない曲を途中でフェードアウト（音量を徐々に小
さくする）します。（MP3、WMAディスクやCD高速ダビ
ング時はできません。）

入力がMDで停止中

1	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した

	 後、M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し
	 て「F

フェード

ade	D
ダビング

ub?」を表示させる

2	 MULTI	JOGダイヤルを押す

現在の設定が左側に表示されます。この

場合は「O
オフ

ff→O
オン

n？」でフェードアウト
モードを「オン」にしますか？の意味です。

3	 MULTI	JOGダイヤルを押して
	 決定する

オンになったときは「F
フェード

ade	D
ダビング

ub	O
オン

n」が、

オフになったときは「F
フェード

ade	D
ダビング

ub	O
オフ

ff」
が表示されます。
	 この設定を途中でやめたいときは、

M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押します。
	「On」の設定でCDダビング、トラッ
ク指定CDダビングをすると、フェー
ドアウトダビングになります。

！ヒント 	
	CDダビング中にMD●R

レック

ECボタンを押
すと、現在のフェードアウトダビング設
定が表示されます。
	リモコンのメニュー /消去ボタン、

˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作
することができます。

•

•

•

•

入力がCDで停止中

1	 MENU/CLEARボタンを押して

	 「DLA	L
リンク

ink?」を表示させる

2	 MULTI	JOGダイヤルを押す

現在の設定が左側に表示されます。初期
設定は「Off」になっています。この場合

は「O
オフ

ff→O
オン

n ？」でDLAリンクを「オン」
にしますか？の意味です。

3	 MULTI	JOGダイヤルを押して
	 決定する

オンになったときは「DLA	L
リンク

ink	O
オン

n」が、

オフになったときは「DLA	L
リンク

ink	O
オフ

ff」
が表示されます。
	 この設定を途中でやめたいときは、
MENU/CLEARボタンを押します。

	「On」の設定でCDダビング、トラッ
ク指定CDダビングをすると、DLAリ
ンクが働きます。
	CD高速ダビング時は「On」の設定で
もDLAリンクは働きません。

！ヒント
リモコンのメニュー /消去ボタン、
˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作す
ることができます。

•

•

•

DLAリンク設定	　入力がCDで停止中

DLAリンクとは、CDダビング時に自動で録音レベルを調
整する機能です。小さな音が多く含まれている楽曲は、再
生するときに音量を調整しなければならないことがありま
す。再生するときに同じボリューム位置でお楽しみいただ
けるよう、CDダビングをする前に高速でピークサーチを
行い、録音レベルを調整しています。

クラシック音楽に見られるように、小さな音のあいだに瞬
間的に大きな音が含まれるような音源の場合は、ピーク
サーチしにくい場合がありますので、DLAリンク設定を
「オフ」にして録音することをおすすめします。

ご注意 

MDがフェードアウト中もスピーカーからの再生音は小さくな
りません。フェードアウトが終わり、MDの録音が止まると
CDの再生も止まります。

MDへの録音の設定
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録音レベルを調整する

録音レベルが適当でないときに録音レベルを調整します。
シンクロ録音、シグナルシンクロ録音時に調整できます。

録音するソースを再生中、MD●R
レック

ECボタンを押して録音
待機中に以下の操作をします。
録音レベルの調整はチューナー（FM/AM）、V

ビデオ

IDEO、T
テープ

APE、

L
ライン

INE、D
デジタル

IGITALでそれぞれ別々に設定することができます。
	 ここで調整したレベルは記憶され、次回録音するとき
も、同じレベルで録音されます。
•

		 MDが録音待機中

1	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した

		 後、M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し
		 て「R

レック

ec	L
レベル

evel?」（録音レベル）
を表示させる

2	 MULTI	JOGダイヤルを押す

3	 MULTI	JOGダイヤルを回して録

	 音レベル（R
レック

ec	L
レベル

evel）を調節する

調節できる範囲は−∞dBから＋16.0dBです。
−12.0dBから＋16.0dBの範囲では1.0dB
間隔で、−12.0dBから−15.0dBは3.0dB
間隔、−15dBから−60.0dBは5.0dB間
隔で調整できます。
	 アナログ録音をするときは、入力レベ
ルが一番高いときに、レベル表示の
−4dBが時々点灯するように調整します。

4	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
元の表示に戻ります。

！ヒント

リモコンのメニュー /消去ボタン、

˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作す
ることができます。

•

CDからMDへのデジタル入力録音/
アナログ入力録音を選ぶ

デジタル録音されたCD-RをMDに録音するときは、アナ
ログ入力録音を選んでください。ディスクを入れてから設
定します。

入力がCDで停止中

1	 MENU/CLEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し
	 て「R

レック

ec	S
シグナル

ignal?」を表示させる

！ヒント

CD表示のときに“D
デジタル

IGITAL”が点灯して
いる場合は、現在の設定はデジタル入力録
音となっています。点灯していない場合は
アナログ入力録音です。

2	 MULTI	JOGダイヤルを押す

現在の設定が表示されます。この場合は

「D
デジタル

ig→A
アナログ

na?」でアナログ入力録音にし
ますか？の意味です。

3	 MULTI	JOGダイヤルを押して
	 決定する
	 この設定を途中で止めたいときは、

	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押します。

！ヒント

リモコンのメニュー /消去ボタン、
˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作す
ることができます。

ご注意 

	 CDを取り出したりスタンバイ状態にすると、デジタル入力
録音に戻ります。
	この設定は、CDからMDへの録音信号を設定するものです。
CD、DIGITAL以外からMDへの録音やUSBへの録音は、
常にアナログ録音になります。

•

•

   

0
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-10

-20

-40

dBL R
-

レベル表示

 

DIGITAL           ANALOG   MONO 

点灯

MDへの録音の設定
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曲番をつける−レベルシンクを切り換える
	 レベルシンクとは、入力レベルの立ち上がりで自動的に
曲番をつける機能です。シンクロ録音、シグナルシンク
ロ録音時レベルシンクがオンになっていると録音中自
動的に曲番がつきます。（ただし無音部が短すぎるとつ
かないことがあります。）

	 CDのデジタル録音のときは、レベルシンクのオン/オ
フに関係なく自動で曲番がつきます。

	 好きなところに曲番をつけたいときは、レベルシンクを

オフにし、録音中に曲番をつけたい所でMD●R
レック

ECボタ
ンを押します。（ボタンを押す間隔が短いと曲番がつか
ないことがあります。）

	 レベルシンクがオンになっていると、入力信号の無音部
が60秒以上続いた場合、自動的に録音を停止します。

	 L
レベル	シンク

EVEL-SYNC表示が点灯しているときは、レベルシン
クがオンの状態です。（オフにするとLEVEL-SYNC表
示は消えます。）

	 ラジオやレコードを録音するときで、曲番がつきすぎる
場合は、「Off」にしてください。

•

•

•

•

•

•

入力がMDで停止中

1	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
		 後、M

マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し
		 て「L

レベル

evel	S
シンク?

ync?」を表示させる

2	 MULTI	JOGダイヤルを押す

現在の設定が左側に表示されます。

この場合は、「O
オン

n→O
オフ

ff?」でレベルシン
クを「オフ」にしますか？の意味です。

3	 MULTI	JOGダイヤルを押す

オフになったときは「L
レベルシンク	オフ

evelSyncOff」が、

オンになったときは「L
レベルシンク	オン

evelSyncOn」が
表示されます。
この設定を途中で止めたいときは、

M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押します。

！ヒント

リモコンのメニュー /消去ボタン、

˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作す
ることができます。

録音中に表示を切り換える

CDからMDに録音中、表示情報を切り換えることができ
ます。
	 I

インプット

NPUT˚/¬ ボタンを押すと、CDとMDの表示切り換
えができます。
•

※	名前がついていないときは表示されません。
	 ☞「MD、登録した放送局に名前をつける」
	 	（74ページ）

	 CD/MD表示切り換え後、D
ディスプレイ

ISPLAYボタンを押すと、
以下のように切り換わります。
•

MD情報のとき

CD情報のとき

	 CD（MP3、WMA）情報のときは、28ページをご覧
ください。
•

再生している曲の残り時間（REMAIN）

再生している曲の経過時間

リメイン

ディスクの残り時間（TOAL REMAIN）
トータル リメイン

AUTO
1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
SOURCE   GROUP TRACK  MD     DISC TOTAL  REMAIN

FM ST DIGITAL           ANALOG   MONO 
DUB

C D Hi - MD Hi - SPLP24
TOC PCM

AUTO
1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
SOURCE   GROUP TRACK MD     DISC TOTAL  REMAIN

FM ST DIGITAL           ANALOG   MONO 
DUB

C D Hi - MD Hi - SPLP24
TOC PCM

MD情報
「MD」が点灯

CD情報
「MD」が消灯

ディスクの録音可能な残り時間（DISC REMAIN）

＊

録音している曲の経過時間

ディスク リメイン

録音している曲の名前（TRACK NAME）
トラック ネーム

MDへの録音の設定
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1枚のMDに入っている曲を好みのグループに分けること
ができます。MDLPなどを使用して、たくさんの曲が入っ
ているディスクで使用すると便利です。
	 グループにできるのは連続した曲です。（例：1曲目〜
15曲目）

	 あとからグループに曲を追加することができます。
	 1つの曲を複数のグループに入れることはできません。
	 本機でグループを作成したMDをグループ機能が備わっ
ていない機器で再生するとディスクネームが正しく表
示されません。

	 グループを作成したMDをグループ機能が備わっていな
い機器で編集しないでください。

曲番について
グループの中で1曲目から順番につきます。グループに
入っていない曲は総曲数の表示になります。

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12

	 1	 2	 3	 4	 5	 1	 2	 3	 4	 5	 11	 12

	 グループ1	 グループ2

グループの中の曲を選ぶ

■	本体で選ぶ

•

•
•
•

•

1	 グループボタンを押す

2	 ˙/∆ボタンでグループを
	 選ぶ

3	 グループボタンを押す
グループ番号の点滅が止まります。

4	 ˙/∆ボタンでグループの
	 中の曲を選ぶ

■	リモコンで選ぶ

入力がMDで停止中

1	 G
グループ

ROUPボタンを押す
グループ番号が点滅します。

2	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して
	 グループを選ぶ

3	 GROUPボタンを押す
グループ番号の点滅が止まります。

4	 MULTI	JOGダイヤルを回して
	 グループの中の曲を選ぶ

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST GROUP TRACK  NAME
SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

グループ
総再生時間

グループに
含まれる曲数

MDグループ機能
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MDグループ再生		

選択したグループから最後までを再生します。

入力がMDで停止中

1	 G
グループ

ROUPボタンを押す

2	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して
	 再生したいグループを選ぶ

3	 MULTI	JOGダイヤルを押す
選んだグループの最初のトラックから再
生が始まります。

！ヒント 	

リモコンのグループボタン、˙/∆ボタ

ンと決定ボタンまたは数字ボタンでも操作
することができます。

MDグループスキップ

再生中、グループごとにスキップをすることができます。

入力がMDで停止中

1	 GROUPボタンを押す
グループ番号が点滅します。

2	 MULTI	JOGダイヤルを回して
	 グループを選ぶ

3	 M
モード

ODE/Y
イエス

ESボタンを（くり返し）

	 押して「1
ワングループ

GR」モードを選ぶ

4	 MULTI	JOGダイヤルを押す
再生が始まります。
	 再生が終わると、MD1グループ再生
モードは解除されます。

！ヒント 	
リモコンのグループボタン、˙/∆ボタ

ン、決定ボタンまたはMDΩ
プレイ

ボタンでも操
作することができます。

•

1	 再生中にGROUPボタンを押す

2	 MULTI	JOGダイヤルを回して
	 グループを選ぶ

選んだグループの最初のトラックから再
生が始まります。

！ヒント 	
リモコンのグループボタン、˙/∆ボ
タンと決定ボタンまたは数字ボタンでも操
作することができます。

MDグループを再生する
ディスクにグループを作成しておく必要があります。
（☞64ページ）

MD1グループ再生			

選択したグループのみ再生します。

MD1グループ再生中は、操作できません。

	「1G
グループ

R」、「M
メモリー

EM」、「R
ランダム

DM」インジケーターが点灯
しているときは、操作できません。

•

•
ご注意 

GROUP TRACK

C D MD SP

録音されたモード

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST GROUP TRACK  NAME
SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

グループ
総再生時間

グループに
含まれる曲数

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST GROUP TRACK  NAME
SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

グループ
総再生時間

再生する
グループ

グループに
含まれる曲数

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST GROUP TRACK  NAME
SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

点灯

グループボタン

/ ボタン

GROUPボタン
グループ

MULTI JOG
ダイヤル

マルチ 　　ジョグ

MODE/YES
ボタン

モード　　イエス

数字ボタン

決定ボタン

MDグループ機能
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グループイン		

グループに入っていない曲を、すでにあるグループに入れ
ます。

入力がMDで停止中

1	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して
	 グループに入れる最初の曲を選ぶ

2	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し
	 て「◯◯T

トラック

r	G
グループ

.	S
セット

et?」を表示さ
せる

3	 MULTI	JOGダイヤルを押す

4	 MULTI	JOGダイヤルを回して
	 グループに入れる最後の曲を選ぶ

！ヒント 	
連続した曲（Tr）のみの選択になります。

離れた曲（Tr）は、M
ムーブ

ove（☞67ページ）
やグループイン（☞右項）機能を使用して
ください。

5	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
グループが作成されます。

！ヒント 	
リモコンのメニュー /消去ボタン、
˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作す
ることができます。

入力がMDで停止中

1	 MULTI	JOGダイヤルを回して
	 グループに入れる曲を選ぶ

2	 MENU/CLEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し
	 て「◯◯T

トラック	グループ

r	G.	I
イン

n?」を表示させる

3	 MULTI	JOGダイヤルを押す

4	 MULTI	JOGダイヤルを回して
	 どこのグループに入れるかを選ぶ

5	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「Complete」（完了）と表示された後、
選んだグループの最後に入ります。

！ヒント

リモコンのメニュー消去ボタン、
˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作す
ることができます。

グループセット			

グループに入っていない複数の曲をまとめて新規のグルー
プに入れます。

1
ワングループ

GR、M
メモリー

EM、R
ランダム

DMが点灯していると編集できません。通常再生モード（表示を消灯）にしてください。

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1 ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

1 2 3 4 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

グループ1 グループ2

（通しトラック番号表示）
（グループ内
　トラック番号表示）

（通しトラック番号表示）
（グループ内
　トラック番号表示）

グループ1 グループ2

1 2 3 4 1 2 3 4 5 10

5

MDグループ機能

MDグループを作成/解除する
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グループアウト		

すでにグループに入っている曲をグループから外します。

入力がMDで停止中

1	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して
	 グループから外す曲を選ぶ

2	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し
	 て「◯◯T

トラック

r	G
グループ

.O
アウト

ut?」を表示させる

3	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
選んだ曲がグループから外れます。

入力がMDで停止中

1	 G
グループ

ROUPボタンを押す

2	 MULTI	JOGダイヤルを回して
	 解除するグループを選ぶ

3	 MENU/CLEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し
	 て「R

リリース

elease?」を表示させる

4	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「Complete」（完了）と表示された後、
選んだグループが解除されます。

！ヒント

リモコンのメニュー /消去ボタン、
˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作す
ることができます。

グループの解除			

選んだグループを解除します。

1G 2G

1G 2G

5曲 5曲

グループアウト

4曲 5曲

グループアウトした曲

！ヒント

リモコンのメニュー /消去ボタン、

˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作す
ることができます。

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST GROUP TRACK  NAME
GROUP TRACK                                  DISC TOTAL  REMAIN 

GROUP TRACK                                  DISC TOTAL  REMAIN 

TRACK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

グループ1 グループ2

（通しトラック番号表示）
（グループ内
　トラック番号表示）

（通しトラック番号表示）
（グループ内
　トラック番号表示）

グループ1 グループ2

1 2 3 4 1 2 3 4 55

MDグループ機能
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入力がMDで停止中

1	 MDをセットして、
	 入力をMDにする

MDグループを編集/消去する
グループを移動してグループを入れ換える、2つのグルー
プをまとめて1つにする、グループ内の曲を消去する、の
3つの基本機能があります。

編集/消去機能の紹介

グループを消去する−G
グループ

.E
イレーズ

rase
指定したグループに含まれる曲を全て消去します。

グループを移動する−G
グループ

.M
ムーブ

ove
グループを移動する機能です。

グループをつなぐ−G
グループ

.C
コンバイン

ombine
前のグループとつなぎ1つのグループにまとめる機能です。

編集の組み合わせ

離れた2つのグループをつなぐ

（G
グループ

.M
ムーブ

ove＋G
グループ

.C
コンバイン

ombine）

G
グループ

.C
コンバイン

ombineは選んだグループと直前のグループをつなぐ機能

です。離れた2つのグループをつなぐときは、G
グループ

.M
ムーブ

ove機能

でグループを移動したあとに、G
グループ

.C
コンバイン

ombine機能を使います。

編集/消去についてのご注意
	 編集/消去の情報は、MDを取り出すとき、スタンバイ状態に

なるときなどにMDの目次部分（T
トック

OC）に書き込まれます。

T
トック

OC表示が点灯、点滅しているときは、電源コードを抜い
たり、本体を揺らしたりしないでください。

	 M
メモリー

EM、R
ランダム

DM、または1
ワングループ

GR表示が点灯しているときは編集
できません。通常の再生モード（表示を消灯）にしてくだ
さい。

選択したグループに含まれる曲をすべて
消す−G

　グループイレーズ

.Erase		

途中で中止するときは、MD■
ストップ

ボタンを押します。

•

•

！ヒント

リモコンのグループボタン、˙/∆ボ
タン、メニュー /消去ボタン、決定ボタン
でも操作することができます。

2	 G
グループ

ROUPボタンを押した後、

	 M
マルチ

ULTI	 J
ジョグ

OGダイヤルを回して
消すグループを選ぶ

選択したグループが点滅します。

3	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し
	 て「E

イレ−ズ?

rase?」を表示させる

4	 MULTI	JOGダイヤルを押す

再確認のため「E
イレーズ

rase??」（本当に消し
ていいですか？）が表示されます。

5	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
グループ内の曲がすべて消されます。
グループ番号は新たにふり直されます。

GROUP TRACK                                  DISC TOTAL  REMAIN 

GROUP

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST GROUP TRACK  NAME
SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

グループ
総再生時間

グループに
含まれる曲数

グループの削除

グループ番号のふり直し

1 2 3 4

1 3 4

1 2 32~5

1

1

3

2

MDグループ機能
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入力がMDで停止中

1	 MDをセットして、
	 入力をMDにする

2	 G
グループ

ROUPボタンを押した後、

	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して
	 移動するグループを選ぶ

3	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し
	 て「M

ム−ブ

ove?」を表示させる

4	 MULTI	JOGダイヤルを押す

移動するグループ番号と移動先のグルー
プ番号が表示されます。

5	 必要なときは、MULTI	JOGダ
	 イヤルを回して移動先のグルー

プ番号を変える

6	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
指定したグループが移動します。
グループ番号は新たにふり直されます。

グループを移動する−G
グループ

.M
ム−ブ

ove

途中で中止するときは、MD■
ストップ

ボタンを押します。

！ヒント

リモコンのグループボタン、˙/∆ボ
タン、メニュー /消去ボタン、決定ボタン
でも操作することができます。

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST GROUP TRACK  NAME
SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

GROUP TRACK                                  DISC TOTAL  REMAIN 

1 2 3 54

1 3 54 2

1 2 53 4

グループの移動

グループ番号のふり直し

2~6

1

1

3

2

MDグループ機能
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68	

入力がMDで停止中

1	 MDをセットして、
	 入力をMDにする

2	 G
グループ

ROUPボタンを押した後、

	 M
マルチ

ULTI	 J
ジョグ

OGダイヤルを回して
つなぐグループを選ぶ

選んだグループが1つ前のグループとつ
ながります。そのため、先頭のグループ
を選ぶことはできません。

3	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し
	 て「C

コンバイン?

ombine?」を表示させる

	4	 MULTI	JOGダイヤルを押す

選んだグループの番号と、その直前のグ
ループ番号が表示されます。

5	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリ−ト

omplete」（完了）と表示された後、
グループがつながります。
グループ番号は新たにふり直されます。

！ヒント

リモコンのメニュー /消去ボタン、

	˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作す
ることができます。

グループをつなぐ− G
グループ

.C
コンバイン

ombine
	 前のグループにグループ名がついている場合、そのグル

ープ名がC
コンバイン

ombine後のグループ名になります。
	 途中で中止するときは、MD■

ストップ

ボタンを押します。

•

•

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST GROUP TRACK  NAME
SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

GROUP

0
-4
-10
-20
-40

dB L.SYNC

Hi - MD Hi - SPLP24 
TOC PCM

L R
-

グループの接続

グループ番号のふり直し

1 2 3 4

1 4 5

1 4 52 32~5

1

1

3

2

MDグループ機能
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入力がMDで停止中

1	 MDをセットして、
	 入力をMDにする

2	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した

	 後、M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し
	 て「A

オール

ll	 E
イレーズ？

rase?」（すべての曲
を消しますか?）を表示させる



3	 MULTI	JOGダイヤルを押す

再確認のため、「A
オール

ll E
イレーズ??

rase??」（本当に
消去していいですか？）が表示されます。

4	 MULTI	JOGダイヤルを押す
全曲が消去され、「C

コンプリート

omplete」（完了）と

表示されます。その後、「MDB
ブランク

lankD
ディスク

isc」
と表示されます。

！ヒント

リモコンのメニュー /消去ボタン、
˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作す
ることができます。

曲を移動して曲番を入れ換える、1つの曲を2つに分ける、
2つの曲をまとめて1つにする、曲を消去する、MDの録
音すべてを消去する、の5つの基本機能があります。

編集/消去機能の紹介

全曲消去する−A
オール

ll	E
イレーズ

rase
MDに記録されているすべての曲とタイトルを消去します。

（B
ブランク

LANKD
ディスク

ISCになります。）

曲を消去する−E
イレーズ

rase
1曲選んで消去する機能です。

曲を移動する−M
ムーブ

ove
1曲選んで移動する機能です。

曲を分ける−D
ディバイド

ivide
1曲を2つに分ける機能です。

曲をつなぐ−C
コンバイン

ombine
1曲選び、その1つ前の曲とつないで1曲にまとめる機能
です。

編集/消去機能の組み合わせ

曲の一部を消去する
（Divide＋Erase）
消去したい部分をDivide機能で（またはこの機能をくり
返して）分けてから、Erase機能で消去します。

離れた2つの曲をつなぐ
（Move＋Combine）
Combineは、選んだ曲と直前の曲をつなぐ機能です。離
れた2つの曲をつなぐときは、Move機能で曲を移動した
あとに、Combine機能を使います。

編集/消去についてのご注意
 編集/消去の情報は、MDを取り出すとき、スタンバイ状

態になるときなどにMDの目次部分（T
トック

OC）に書き込まれ
ます。TOC表示が点灯、点滅しているときは、電源コード
を抜いたり、本体を揺らしたりしないでください。

 M
メモリー

EM、R
ランダム

DM、または1G
グループ

R表示が点灯しているときは編集
できません。通常の再生モード（表示を消灯）にしてくだ
さい。

 グループ作成されたMDを編集すると、グループ情報が変
わることがあります。

•

•

•

全曲消去する− A
オール

ll	E
イレーズ

rase

途中で中止するときは、MD■
ストップ

ボタンを押します。

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
                  GROUP TRACK DISC TOTAL  REMAIN 

DIGITAL 1 2 3  ANALOG   MONO

                  GROUP TRACK DISC TOTAL  REMAIN 

2~4

1

1

2

MDを編集/消去する
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70	

入力がMDで停止中/一時停止中

1	 MDをセットして、
	 入力をMDにする

2	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して
	 消す曲を選ぶ

3	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し

	 て「T
トラック

r	E
イレーズ?

rase?」を表示させる

4	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
選んだ1曲が消去されます。
曲番は新たにふり直されます。

1曲を選んで消す−T
トラック

r	E
イレーズ

rase

途中で中止するときは、MD■
ストップ

ボタンを押します。

！ヒント

リモコンの˙/∆ボタン、メニュー
/消去ボタン、決定ボタンでも操作すること
ができます。

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME

SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN
TRACK

曲の削除

曲番のふり直し

1 2 3 4

1 3 4

1 2 3

2~4

1

1

3

MDを編集/消去する
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曲を移動する− T
トラック

r	M
ムーブ

ove

途中で中止するときは、MD■
ストップ

ボタンを押します。

入力がMDで停止中/一時停止中

1	 MDをセットして、
	 入力をMDにする

2	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して
	 移動する曲を選ぶ

3	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し

	 て「T
トラック

r	M
ムーブ?

ove?」を表示させる


4	 MULTI	JOGダイヤルを押す

移動する曲番と移動先の曲番が表示され
ます。

5	 MULTI	 JOGダイヤルを回して
移動先の曲番を選ぶ

6	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
選んだ曲が移動します。
曲番は新たにふり直されます。
 グループに入っている曲はグループ内
でしか移動できません。他のグループ
に移動したい場合は、一度グループア
ウト機能でグループから出してから、
新しいグループに移動します。

 グループに入っていない曲はグループ
の中に移動することができます。

 曲を移動すると、曲順が入れ換わりま
す。

•

•

•

！ヒント 	
リモコンの˙/∆ボタン、メニュー
/消去ボタン、決定ボタンでも操作すること
ができます。

グループに入っていない10Trを4Trに移動した場合

10Trがグループ1の4Trになり、元の4Trは5Trに変わり
ます。

SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN
TRACK

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
                  GROUP TRACK                                  DISC TOTAL  REMAIN 

DIGITAL 1 2 3  ANALOG   MONO

                  GROUP TRACK                                  DISC TOTAL  REMAIN 

DIGITAL 1 2 3  ANALOG   MONO

1 2 3 54

1 3 54 2

1 2 53 4

曲の移動

曲番のふり直し

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11

	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	 5	 10	 11

	 グループ1	 グループ2

	 1	 2	 3	 4	 5	 1	 2	 3	 4	 5	 11

	 グループ1	 グループ2

2~6

1

1

3

MDを編集/消去する
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5	 MULTI	JOGダイヤルを押す

「R
リハーサル

ehearsal」（確認再生中）と「P
ポジション

osition

O
オーケー?

K?」（この位置で良いですか?）が交
互に表示され、曲が分かれる位置の前後
4秒ずつを一時停止をはさんでくり返し
再生します。

6	 音楽を聞きながらMULTI	JOG
	 ダイヤルを回して分ける位置を微
	 調整する

その曲内で数値−180〜＋180（±約2
秒）の間で調整できます。

分かれる位置が微調整で前後に移動します。

ご注意 

M
マルチ

ULTI J
ジョグ

OGダイヤルはゆっくり回してく
ださい。

7	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
曲の分かれたところで一時停止状態とな
ります。
曲番は新たにふり直されます。

曲を分ける− T
トラック

r	D
ディバイド

ivide
 曲名がついているとき（☞74ページ）は、前の曲にの
み名前が残ります。

 途中で中止するときは、MD■
ストップ

ボタンを押します。

•

•

入力がMDで再生中/一時停止中

1	 MDをセットして、
	 入力をMDにする

2	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して
	 分ける曲を選び、MULTI	 JOG

ダイヤルを押す
分ける曲が再生されます。

3	 分けたいところでMD¬/
プレイ/ポーズ

ƒボタ
ンを押す

一時停止になります。
リモコンのπ/　“ボタンで早戻し/早送
りができます。

4	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し

	 て「T
トラック

r	D
ディバイド

ivide?」を表示させる

！ヒント

リモコンの数字ボタン、メニュー /消去ボタ
ン、˙/∆ボタン、決定ボタンでも操
作することができます。

AUTO
1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME
SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN

FM ST DIGITAL           ANALOG   MONO 
DUB

C D Hi - MD Hi - SPLP24
TOC PCM

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME

曲の分割

曲番のふり直し

1 2 3 4

1 3 4

1 4 52 3

Rehearsal再生
リハーサル

約4秒 約4秒

分かれる位置

（MD側）

－180ステップ
(約2秒)

＋180ステップ
(約2秒)

分かれる位置

2,4~7

1

1

4

3

MDを編集/消去する
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4	 MULTI	JOGダイヤルを押す

選んだ曲の番号と、その直前の曲番が表
示されます。

5	 MULTI	JOGダイヤルを押す
「C

コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
曲がつながります。
曲番は新たにふり直されます。

入力がMDで停止中/再生中/一時停止中

1	 MDをセットして、
	 入力をMDにする

2	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して
	 つなぐ曲を選ぶ

選んだ曲が1つ前の曲とつながります。
そのため、1曲目を選ぶことはできませ
ん。

3	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した
	 後、MULTI	JOGダイヤルを回し

	 て「T
トラック

r	C
コンバイン

ombin?」を表示させる

曲をつなぐ	− T
トラック

r	C
コンバイン

ombine
 前後の曲どちらにも曲名がついている場合、前の曲名が
Combine後の曲名になります。

 途中で中止するときは、MD■
ストップ

ボタンを押します。

•

•

！ヒント

リモコンの˙/∆ボタン、メニュー
/消去ボタン、決定ボタンでも操作すること
ができます。

ご注意 

 異なるグループに入っている曲どうしをつなぐことはでき
ません。たとえば、1グループの最後の曲と2グループの最
初の曲をつなぐことはできません。

 異なる録音モードで録音した曲をつなぐことはできません。
また、デジタル録音した曲とアナログ録音した曲をつなぐ
こともできません。

 下表のように、1曲の時間が短いと曲をつなげないことが
あります。

•

•

•

 録音モード 曲の長さ

 SPモード 12秒以下
 LP2/Mono モード 24秒以下
 LP4モード 48秒以下

SOURCE GROUP TRACK                       MD     DISC TOTAL  REMAIN
TRACK

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME

曲番のふり直し

曲の結合

1 2 3 4

1 4 5

1 4 52 3
2~5

1

1

3

MDを編集/消去する
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MDにはディスク名や曲名、FMやAMの登録した放送局に
は放送局名などを、アルファベットやカタカナでつけるこ
とができます。

登録した放送局に名前をつける

FMまたはAMのチャンネルを選び、右項または76ページ
で「文字を入力する」を行います。8文字までの名前がつ
けられます。

MDにディスク名をつける

z	MDをセットし、入力をMDにする
x	曲を選択しているときや再生中などのときは、MD■

ストップ

ボ
タンを押す

c	右項または76ページで「文字を入力する」を行う

MDに曲名をつける

z	MDをセットし、入力をMDにする

x	M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し、名前をつけたい曲を選ぶ
c	右項または76ページで「文字を入力する」を行う

MDにグループ名をつける（グループがあるとき）

z	MDをセットし、入力をMDにします。

x	G
グループ

ROUPボタンを押した後、MULTI	JOGダイヤルを
回して名前をつけたいグループを選ぶ

c	右項または76ページで「文字を入力する」を行う

ご注意 

	 誤消去防止孔の開いたMDや、再生専用MDには名前はつけ
られません。（☞88ページ）

	 曲に名前をつけたいときは、録音中、再生中にもつけるこ
とができます。録音中は次の曲に移ってしまうと、入力し
たところまでを記録します。再生中は、名前入力が終わる
までその曲をくり返し再生します。グループ名は録音中に
はつけられません。

	 録音中、MDに曲名をつける場合は、表示をMD情報に切り
換えてから文字を入力してください。

MD

	 M
メモリー

EM、R
ランダム

DM、1G
グループ

Rの表示が点灯している場合は、ディス
ク名はつけることができません。通常の再生モード（表示
を消灯）にしてください。

	 名前などの情報は、MDを取り出すとき、スタンバイ状態に

なるとき、録音停止時などにMDの目次部分（T
トック

OC）に書き

込まれます。T
トック

OC表示が点灯、点滅しているときは、電源
コードを抜いたり、本体を揺らしたりしないでください。

本体操作ボタンで文字を入力する

•

•

•

•

•

1	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した

	 後、M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回し
	 て「N

ネ−ム

ame	I
イン?

n?」を表示させる
	 停止中では、ディスク名が入力されま
す。

	 G
グループ

ROUPボタンを押しての停止中は、
グループ名が入力されます。

	 再生中や一時停止中は、トラック名が
入力されます。

2	 MULTI	JOGダイヤルを押す
文字入力モードに入ります。

•

•

•

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST GROUP TRACK NAME

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK NAME
SOURCE   GROUP TRACK                       MD DISC TOTAL  REMAIN

1GR MEM   RDM              NORMAL  REPEAT 1     ALBUM ARTIST  GROUP TRACK  NAME

MD、登録した放送局に名前をつける

FR-N9EX(74-77)(SN29400457).indd   74 10.5.17   11:13:50 AM



75

3	 D
ディスプレイ

ISPLAYボタンを押して
	 入力する文字の種類を選ぶ

押すたびに、以下の選択ができます。

A（大文字のアルファベット）
	 ↓
a（小文字のアルファベット）
	 ↓
1（数字）
	 ↓
ア（カタカナ）
	 ↓
♪（カンタンネーム）※

※	放送局に名前をつけるときには、表
示されません。

4	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して
	 文字を選び、ダイヤルを押して

決定する
この手順をくり返して名前を入力しま
す。途中で文字の種類を変える場合は、
手順3 を行います。

！ヒント

文字を訂正/消去する場合は、77ページを
ご覧ください。

5	 入力が終わったら、M
モード

ODE/Y
イエス

ES
	 ボタンを押す

「C
コンプリート

omplete」と表示された後、文字入
力が完了します。名前の入力を途中でや

めるときはM
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを2秒
以上押します。

MDにつけた名前をコピーする

他のディスクや曲につけた名前をコピーして同じ名前をつ
けることができます。
コピーできるのは、ディスク名、曲名、グループ名で、そ
れぞれ最後につけた名前が選んだ対象にコピーされます。
ここでは、グループ名をコピーする操作を説明します。

z	グループに名前をつける（前ページ参照）

x	同じ名前をつけたいグループを選ぶ
グループからはグループへのみ、トラックからはトラッ
クへのみ、ディスクからはディスクへのみコピーでき
ます。

c	M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押した後、M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイ

	 ヤルを回して「N
ネーム

ame	C
コピー

opy?」を表示させる

v	MULTI	JOGダイヤルを押す
｢Complete」と表示された後、その名前がコピーされ
ます。

入力できる文字
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
_	@	`	<	>	#	＄	%	&	*	=	;	:	+	−	/	(	)？	!	’	”，	.		 （空白）	
（挿入）

ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト	
ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	
ル	レ	ロ	ワ	ヲ	ン
ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	ャ	ュ	ョ	ッ	゛	゜

表示されるカンタンネーム
（放送局に名前をつけるときは表示されません。）
MULTI	JOGダイヤルを回して選んでください。

→

B
バラード

ALLAD

B
ブルース

LUES

C
クラシック

LASSIC

D
ダンス

ANCE

F
フュージョン

USION

J
ジャズ

AZZ

L
ライブ

IVE

P
ポップス

OPS

R
レゲエ

EGGAE

R
ロック

OCK

S
ソウル

OUL

T
テクノ

ECHNO

V
ボーカル

OCAL

A
アフリカン

frican

A
アメリカン

merican

A
エイジアン

sian

B
ブリティシュ

ritish

E
ユーロ

uro

G
ジャーマン

erman

J
ジャパニーズ

apanese

A
アンソロジー

nthology

B
ベスト　オブ

est	of

C
コレクション

ollection

F
フェイバリット

avorite

H
ハッピー

appy

H
ヘビー

eavy

H
ヒット	ソングズ

it	Songs

O
オムニバス

mnibus

S
セレクション

election

S
スペシャル

pecial

S
スーパー

uper

	（空白）

文字の種類の表示

MD、登録した放送局に名前をつける
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リモコンで文字を入力する

1	 （MDの場合）	 1	 （放送局の場合）
29ページを参照して名前をつけたい項目	 文字入力ボタンを押す
を表示させておきます。
リモコンでは˙/∆ボタンで曲を選
べます。

	 文字入力ボタンを押す

2	 表示切換ボタンを押して、入力する文字の種類を選ぶ
ボタンを押すたびに文字の種類が切り換わります。スクロールボタンを押すと逆順に切り換わります。

アルファベットを入力するには
数字ボタンを押すごとに記載されている文字が切り換わり表示されます。たとえば、 ボタンは押す
ごとにA→B→C→Aと切り換わりますので、希望の文字を表示させてリモコンの決定ボタンを押してく
ださい。

数字を入力するには
数字ボタンを押すと数字が表示されます。

カタカナを入力するには
数字ボタンを押すごとにボタンの上に記載されている文字の行が切り換わります。

たとえば、 ボタンは押すごとに「ア→イ→ウ→エ→オ→ァ→ィ→ゥ→ェ→ォ」と切り換わりますので、
希望の文字を表示させてリモコンの決定ボタンを押してください。

カンタンネームを入力するには（放送局に名前をつけるときは、表示されません。）
数字ボタンを押すごとにボタンの上のアルファベットが頭文字になるカンタンネームが切り換わり表示

されます。たとえば、 ボタンは押すごとにD
ダンス

ANCE→E
ユーロ

uro→F
フェイバリット

avorite→F
フュージョン

USIONなどと切り換わり
ますので、希望のカンタンネームを表示させてリモコンの決定ボタンを押してください。

記号を入力するには
ボタンは、押すごとに記載されている記号が切り換わります。（ ボタンは、 ./＊-,!?&’()	が、

ボタンはスペースが入力できます。）希望の数字または記号を表示させてリモコンの決定ボタンを押
してください。
リモコンの˙または∆ボタンを押して文字を選び、リモコンの決定ボタンを押して文字を入力する
こともできます。

ご注意 

	リモコンの数字ボタンではすべての記号を入力することはできません。
	文字を挿入するときの「 」や、その他記号の入力は、リモコンの ˙ または ∆ ボタンを押して
選んでください。
	濁点（゛）や半濁点（゜）は1文字としてカウントされます。また、「ア゛」のように通常濁点や半
濁点を伴わない文字を入力すると、確定したときに「ア」と修正されます。

3	 文字入力ボタンを押して入力を終了する

•

•

•

NAME
 DISC

NAME

MD、登録した放送局に名前をつける
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文字を訂正/消去する

文字入力モードになっていないときは、「文字を入力する」
（74ページ）の手順	1 と2 を行ってください。

z	本体のC
カーソル

URSOR˚/¬ボタンを押して、訂正または消
去する文字を点滅させる

x	 ●	訂正するときは、「文字を入力する」（75ページ）
の手順	3、4	にしたがって正しい文字を入力する

	 ●	消去するときは、M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンまたはリ
モコンのメニュー /消去ボタンを押す

ご注意 

	 続けて文字を挿入する場合は75ページ手順3、4 を、終わ
るときは手順	5 を行います。

	 MENU/CLEARボタンを2秒以上押し続けると、それまで
の文字編集を取り消して元の表示に戻ります。

！ヒント 	

リモコンの文字入力ボタン、π/　“ボタン、数字ボタンで
も操作することができます。

文字を挿入する

文字入力モードになっていないときは、「文字を入力する」
（74ページ）の手順	1	と	2	を行ってください。

z	本体のCURSOR˚/¬ボタンを押して、文字を挿入し
たい場所の後ろの文字を点滅させる

x	M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを左に回して「 」を表示させ、
ダイヤルを押す

c	「文字を入力する」の手順	3、4	にしたがって挿入する
文字を入力する

続けて文字を挿入する場合は75ページ手順	3、4	を、終
るときは手順	5	を行います。

！ヒント 	

リモコンの文字入力ボタン、˙/∆ボタン、π/　“ボ
タン、数字ボタンでも操作することができます。

•

•

放送局につけた名前を消去する

z	入力をFMまたはAMにする

x	MULTI	 JOGダイヤルを回して名前を消去したい放送
局を選ぶ

c	MENU/CLEARボタンを押した後、MULTI	JOGダイ

	 ヤルを回して「N
ネーム

ame	E
イレーズ？

rase?」を表示させる

v	MULTI	JOGダイヤルを押す

「C
コンプリート

omplete」と表示された後、名前が消去されます。

！ヒント 	
リモコンのFM/AMボタン、˙/∆ボタン、メニュー /消
去ボタン、決定ボタンでも操作することができます。

MD、登録した放送局に名前をつける
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1	 タイマー /時計ボタンを（くり返	
し）押して、「C

クロック

lock」を表示さ
せる
すでに時計が働いているときは、タイ
マー /時計ボタンを押すと、「Timer 1」
と表示されるので、タイマー /時計ボタ
ンをくり返し押して「Clock」を表示さ
せます。

2	 決定ボタンを押す

曜日入力に入ります。

3	 ˙/∆ボタンを押して
	 今日の曜日を選ぶ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 日 月 火 水 木 金 土

4	 決定ボタンを押して
	 曜日を決定する

時間入力に入ります。

5	 数字ボタンを押して
	 時刻を合わせる

数字ボタンで4桁（時、分）を続けて入
力してください。

  表示切換ボタンで、24時間表示と12
時間表示を切り換えることができま
す。

 12時間（am/pm）表示のときは、＞10
ボタンでamとpmが切り換わります。

  24時間表示のときは、＞10ボタンを
押すと12時間前または12時間後の設
定になります。

  ˙/∆ボタンで時刻を合わせるこ
ともできます。

6	 時報に合わせて決定ボタンを押す

時計が動作を開始し、秒を示すドットが
点滅します。

•

•

•

•

12時間表示/24時間表示を切り換えるには

時計表示ボタンを押して時刻を表示させている間に、表示
切換ボタンを押します。

S
スタンバイ

TANDBY時の時刻表示あり/なし
を切り換えるには

電源が入っているときに、本体のO
オン

N/S
スタンバイ

TANDBYボタン
を2秒以上押します。

ご注意 

時刻表示を「あり」にすると「なし」のときより待機電力が
増えます。

お好みにより、12時間（am/pm）表示と24時間表示が選べます。（本書では24時間表示で説明しています。）

！ヒント

本体のT
タイマー

IMERボタン、M
マルチ

ULTI J
ジョグ

OGダイヤルでも設定するこ
とができます。

時計合わせを中断するときは
メニュー /消去ボタンを押します。

曜日、時刻を表示させる

リモコンの時計表示ボタンを押します。
再度時計表示ボタンを押すか、表示を切り換えると時刻表
示は消えます。
スタンバイ時は、約8秒間表示した後、消灯します。

2,4,6

1

5

3

表示切換ボタン

時計表示ボタン

曜日と現在時刻を設定する
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S
スリープ

leepタイマー、O
ワンス

nceタイマー、E
エブリィ

veryタイマーがあります。

タイマー予約について

タイマー番号の選択
タイマーは4つまで設定することができます。

タイマーの種類
 タイマー P

プレイ

lay（再生）は設定した時間になると選択し
た機器が再生を始めます。

 タイマー R
レック

ec（録音）は設定した時間になると選択し
た機器の録音を始めます。

 タイマー Recは本機のMD、USBプレーヤーまたは本
機に接続した 端子付きのオンキヨー製カセットテー
プデッキに録音します。入力表示を正しく設定してくだ
さい。

再生機器の設定
FM、 AM、CD、MD、USBまたは本機に接続しているオ
ンキヨー製カセットテープデッキなど、 端子のあるオ
ンキヨー製機器が選択できます。（表示名称を正しく設定
する必要があります。☞85ページ）
タイマー Rec（録音）はFM、AM、またはV

ビデオ

IDEO、TAPE、

L
ライン

INE、D
ドック

OCK/d
デジタル

igに接続したタイマー機能のある外部機
器から選択して録音できます。

曜日の設定
タイマーは1回だけ働く「O

ワンス

nceタイマー」と毎週設定

した曜日、時間に働く「E
エブリィ

veryタイマー」があります。

また、Everyタイマーには「E
エブリディ

veryday（毎日）」、「毎週月
曜から金曜」や「毎週の土曜と日曜」など、連続した曜日
を自由に設定することができます。

例）

T
タイマー

imer	1 毎朝の目覚ましがわりに  
  タイマー Play（再生）—Every—Everyday（毎

日）—7:00〜7:30
T
タイマー

imer	2 毎週月曜から土曜のラジオ放送を録音 

  タイマー Rec（録音） — Every — D
デイズ

ays S
セット

et—

  M
マンデー

ON（月曜日）〜S
サタデー

AT（土曜日）—15:10
〜15:30

T
タイマー

imer	3 今週の日曜だけラジオ放送を録音

  タイマー Rec（録音）—Once—S
サンデー

UN（日曜
日）—10:00〜12:00

ご注意 

 タイマーによって電源が入っているとき、TIMERボタンを
押すとそのタイマーが解除され、終了時刻になっても電源
はスタンバイ状態にはなりません。

 タイマー再生中や録音中に、現在時刻や終了時刻などの設
定を変更することはできません。

 現在時刻が設定されていないと、タイマー予約はできませ
ん。必ず時刻を合わせてください。

 本機に接続した機器のタイマー予約をするときは接続を確
実に行ってください。接続が不完全ですとタイマー再生や
タイマー録音はできません。

•

•

•

•

•

•

•

タイマー表示について

タイマーが1つでも設定されていると、T
タイマー

IMER表示が点灯
し、そのタイマー番号が点灯します。

が点灯している番号には、タイマー Recが設定されてい
ます。

同じ曜日にタイマー予約の時間が重なった場合
 開始時刻が早いタイマーが優先されます。
 開始時刻が同じ場合はタイマー番号が小さい方が優先
されます。

T
タイマー

imer	1 9：00 − 10：00

T
タイマー

imer	2 8：00 − 10：00

 優先(タイマー開始時刻が早い方)

T
タイマー

imer	3 12：00 − 13：00

 優先（タイマー番号が小さい方）

T
タイマー

imer	4 12：00 − 12：30

S
スリープ

leepタイマーについて

設定した時間がくると自動的にスタンバイ状態になりま
す。

•
•

TIMER
1

タイマー機能を使う
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	 スリープボタンを押す
SLEEP表示が点灯し、表示部には

「Sleep 90」と表示され、90分後に電
源が切れる設定になります。
ボタンを押すごとに10分単位で時間が
短くなります。

1分単位で時間を設定したいときは、ス
リープタイマー時間が表示されている間
に˙/∆ボタンを押します。
1〜99分の範囲で設定することができ
ます。設定した時間が約8秒間表示され
た後、元の表示に戻ります。

残り時間を確認するには
スリープボタンを押すと、電源が切れるまでの残り時間が
表示されます。ただし、残り時間が10分以下の表示のと
きに再びスリープボタンを押すとSLEEPタイマーは解除
されます。

Sleepタイマーを解除するには

「S
スリープ

leep O
オフ

ff」の表示が出るまでスリープボタンをくり返
し押します。

！ヒント

「CDダビング」中にスリープタイマーの設定時間になった場
合、「CDダビング」が完了してからスタンバイ状態になります。
この機能を利用すると、寝る前や外出前にCDダビングを始め
ても、CDダビング完了後に電源を切ることができます。

S
スリープ

leepタイマーを使う

1	 T
タイマー

IMERボタンを1秒以上押す
「Sleep 90」が表示され、90分後に電
源が切れる設定になります。

2	 TIMERボタンを押す

押すごとに、10分ずつ時間が短くなり
ます。
90→80→....→10→off

3	 1分単位で時間を設定したいとき

	 は、M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回す

右に回すと1分ずつ増え、99分まで設定
できます。左に回すと1分ずつ減り、1
分まで設定できます。

■	本体で操作する■	リモコンで操作する

SLEEP

点灯
SLEEP

SLEEP

スリープボタン

/ ボタン 3
1,2

タイマー機能を使う
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タイマーを予約する

FM、AMのタイマー予約をするには、あらかじめ放送局
を登録しておいてください。（☞41、42ページ）

ご注意 

 現在時刻が設定されていないと、タイマー予約はできません。
 設定中60秒間何も操作しないと元の表示に戻ります。
 USBのタイマー再生を行う場合やUSBにタイマー録音する
場合は、USBメモリーを差したまま、電源をスタンバイ状態
にしてください。

•
•
•

1	 ＜タイマー番号の選択＞	 T
タイマー

IMERボタンを（くり返し）押して設定する
	 	 タイマーの番号を選ぶ

T
タイマー

imer 1からTimer 4のいずれかを選び、M
マルチ

ULTI J
ジョグ

OGダ
イヤルを押します。

「C
クロック

lock」しか表示されない場合は、曜日と時刻が設定さ
れていませんので、曜日と時刻を設定してください。（☞

78ページ）

2	 ＜タイマー種類の選択＞	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回してタイマーP
プレイ

lay

	 	 （再生）またはタイマーR
レック

ec（録音）を選ぶ
タイマーの種類が表示されたらMULTI JOGダイヤルを押
します。
タイマー Recは本機のMDやUSBメモリー、または本機
に接続しているテープデッキに録音されます。

お買い上げ時の設定では、録音中はM
ミューティング

UTING機能が働き
ます。

タイマー録音時の音量設定については、83ページをご覧
ください。

3	 ＜再生機器の選択＞	 MULTI	JOGダイヤルを回して再生する機器を
	 	 選ぶ

再生する機器が表示されたらMULTI JOGダイヤルを押し
ます。
タイマー Rec（録音）のときは、FM、AM、V

ビデオ

IDEO、T
テープ

APE、

L
ライン

INE、D
ドック

OCK/d
デジタル

igの中から選べます。

FMまたはAMを選んだ場合

	 	 MULTI	 JOGダイヤルを回して再生するプリ
セットチャンネルを選ぶ
希望のプリセットチャンネルが表示されたらMULTI JOG
ダイヤルを押します。

•

ご注意 

タイマー Recのとき、再生機器にTAPE、DOCK/digを選んでもテープデッキやiPodは再生状態になりません。
このときは、入力がそのソースになり録音側が録音状態になるだけです。外部にCSチューナーなどをつなぎ、
再生機器側のタイマーと併用することにより、本機でCSチューナーなどをタイマー録音することができます。

または

1~8
9

1

タイマー機能を使う
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4	 ＜録音機器の選択＞（タイマーR
レック

ec設定時のみ）	

	 	 M
マルチ

ULTI	 J
ジョグ

OGダイヤルを回して録音する機器
を選ぶ
MD、USBまたはT

テープ

APEから選ぶことができます。
 TAPEの入力名称を他のものに変更しているときは、
TAPEを選ぶことはできません。

録音する機器が表示されたらMULTI JOGダイヤルを押し
ます。

5	 ＜曜日の設定＞	 MULTI	JOGダイヤルを回して「O
ワンス

nce」または

	 	 「E
エブリイ

very」を選ぶ
「Once」を選ぶと一度だけ、「Every」を選ぶと毎週タイマー
が働きます。

選んだらMUL TI JOGダイヤルを押します。

「Once」の場合：設定した曜日に一度だけ働きます。

	 	 MULTI	JOGダイヤルを回して曜日を選ぶ
希望の曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。

MON ⇔ TUE ⇔ WED ⇔ THU ⇔ FRI
（月）  （火）  （水）  （木）  （金）

SUN     SAT
（日）           （土）

「Every」の場合：設定した曜日に毎週働きます。

	 	 MULTI	JOGダイヤルを回して曜日を選ぶ
希望の曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。

MON ⇔ TUE ⇔ WED ⇔ THU ⇔ FRI
（月）  （火）  （水）  （木）  （金）

SUN ⇔ Days Set ⇔ Everyday ⇔ SAT
（日）    （毎日）  （土）

「D
ディズ

ays	S
セット

et」を選んだ場合：連続した曜日の範囲をお好みで設定します。

1	MULTI	 JOGダイヤルを回して最初の曜日
を選ぶ
希望の曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押
します。

2	MULTI	 JOGダイヤルを回して最後の曜日
を選ぶ
希望の曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押
します。

この場合、毎週火曜から土曜の設定した時間にタイマーが働きます。 
設定できるのは連続した曜日です。月曜日と水曜日など、連続していない曜日を設定することはできま
せん。

•

⇔⇔

曜 日 の 範 囲
を お 好 み で
設定します。

⇔⇔

タイマー機能を使う
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6	 ＜開始時刻の設定＞	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回してタイマー開始
	 	 時刻を設定する

希望の時刻を表示させたらM
マルチ

ULTI J
ジョグ

OGダイヤルを押しま
す。
リモコンの数字ボタンでも設定できます。
7：29を設定するには、7、2、9と押します。

am/pm表示のときは、＞10ボタンでamとpmが切り換
わります。

！ヒント

開始時刻（O
オン

n）を変更すると、終了時刻（O
オフ

ff）は自動的に
その1時間後になります。

 本機のMDやUSBメモリーに録音するとき、タイマーオン
後数秒間録音が開始されない場合がありますので、タイマー
録音の開始時刻を1分ほど早めに設定されることをおすすめ
します。

7	 ＜終了時刻の設定＞	 MULTI	JOGダイヤルを回してタイマー終了
	 	 時刻を設定する

希望の時刻を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。

8	 ＜音量の設定＞	 MULTI	JOGダイヤルを回してタイマーによる
再生時の音量を設定する

設定する音量を表示させたら、MULTI JOGダイヤルを押
します。

音量は、M
ミュート

ut（タイマー Recのみ）、L
ラスト

st、1、2、3、…、41、

M
マックス

axと設定できます。
お買い上げ時の設定は、タイマー Playは15、タイマー Rec
はMutです。Lst、Mutの動作は次の通りです。

L
ラスト

st	：最後に聞いた音量（スタンバイ状態にしたときの
音量）になります。

M
ミュート

ut	：M
ミューティング

UTING機能が働いて音が消えます。MUTING
を解除すれば最後に聞いた音量になります。

9	 ＜スタンバイにする＞	 電源をスタンバイ状態にする
O

オン

N/S
スタンバイ

TANDBYボタンを押して電源をスタンバイ状態に
します。　

•

•

•

ご注意 

電源がオン状態のときは、タイマーの予約時刻になってもタイマー動作しません。タイマー動作させると
きには、必ず電源をスタンバイ状態にしておいてください。
 タイマー動作中にスリープタイマーの設定をしたり、T

タイマー

IMERボタンを押すと、動作中のタイマーは解除さ
れます。

！ヒント

リモコンのタイマー /時計ボタン、˙/∆ボタン、決定ボタンでも操作することができます。

•

•

タイマー予約をやり直したいときは…T
タイマー

IMERボタンを押し、最初から設定してください。

TIMER
1

設定されているタイマー番号

タイマー設定表示

タイマー機能を使う
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タイマーのO
オン

n（実行）/O
オフ

ff（取消）を切
り換える

 予約したタイマーの実行を取り消したり、再び実行させ
たりできます。

 現在時刻が設定されていないと、タイマーを実行させる
ことはできません。

•

•

1	 T
タイマー

IMERボタンを（くり返し）押
	 して設定するタイマー番号を表

示させる

タイマー番号が点灯していたら、オン（実
行）状態です。

2	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを回して

	 O
オン

n（実行）/O
オフ

ff（取消）を切り換え
る

切り換えると約2秒後に元の表示に戻り
ます。

！ヒント

リモコンのタイマー /時計ボタン、˙
/∆ボタンでも操作することができます。

1	 TIMERボタンを（くり返し）押し
	 て確認したいタイマーの番号を
	 表示させ、MULTI	JOGダイヤル

を押す

2	 MULTI	JOGダイヤルを（くり返
	 し）押して内容を確認する

押すたびに現在設定されている内容を順
に確認できます。

！ヒント

確認中、M
マルチ

ULTI J
ジョグ

OGダイヤルを回して設
定内容を変更することもできます。

T
タイマー

IMER設定がO
オフ

ffになっている場合、設定
内容を変更して最後まで確認すると自動的

にタイマー設定がO
オン

nになります。
すべての項目を確認してしばらくすると、
元の表示に戻ります。

確認を途中でやめるときは、M
メニュー

ENU/C
クリア

LEAR
ボタンを押します。

！ヒント

リモコンのタイマー /時計ボタン、決定ボ
タン、˙/∆ボタン、メニュー /消去
ボタンでも操作することができます。

タイマー設定の内容を確認するには

または

TIMER
1

2
1

1,2
1

タイマー機能を使う
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1	 I
インプット

NPUT˚/¬ボタンを（くり返し）
	 押して名称を変える外部入力を

選ぶ
V

ビデオ

IDEO、T
テープ

APE、D
ドック

OCK/d
デジタル

igから選べます。

2	 M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボタンを押して

	 「N
ネーム

ame	S
セレクト?

elect?」を表示させる

3	 M
マルチ

ULTI	J
ジョグ

OGダイヤルを押す

端子付きオンキヨー製品を接続した場合、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行うために入力表示を切
り換える必要があります。また、接続した外部機器に合わせて、入力の表示名称を変えることができます。

選ばれている入力表示名称が点滅します。

変更をやめるときは、M
メニュー

ENU/C
クリア

LEARボ
タンを押します。

※1 D
ドック

OCK/d
デジタル

igとDOCKを同時に設定
することはできません。同時に設定
しようとすると、他方がDOCK/dig

 ならD
デジタル

IGITALに、DOCKならV
ビデオ

IDEO
に自動的に切り換わります。

 ND-S1のとき（☞22ペー ジ ） は
DOCK/digに、RIドックのとき（☞
23ページ）はDOCKに設定します。

※2 UE-205以外のUSBオーディオプ
ロセッサーなどを接続したときに選
択します。

ご注意 

ND-S1を接続してND-S1の入力を切り換
えたときは、DOCK/digの名称が自動的に
iPod/digまたはPC/digに切り換わります。

5	 MULTI	JOGダイヤルを押して
	 決定する

「C
コンプリート

omplete」（完了）と表示された後、
設定が終了します。

省略名称表示
本機では入力の表示名称が省略される場合があります。そ
のような場合は、下の表で確認してください。

名称	 省略名称

CD-R CR

DIGITAL、＊＊/dig DG

DOCK DC

LINE LI

PC PC

TAPE TA

VIDEO VI

4	 MULTI	JOGダイヤルを回して
	 名称を選ぶ

DOCKVIDEO
※1

TAPE CD-R PC

DIGITALDOCK/dig

PC/digGAME/dig

※1

※2

1

2
3~5

接続した機器の表示名称を変える
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D-N9EXスピーカーキャビネットについて
D-N9EXのキャビネットは自然の木材を表面化粧板とし
て使用したリアルウッド突板仕上げです。リアルウッド突
板仕上げの製品は、工業製品とは異なり、一つとして同じ
木目模様のものはありません。これは、原材料の木の年輪
が表面にあらわれているためで、不規則な模様の変化や、
濃淡の変化といった個性を持っています。
オンキヨーの製品は、自然が与えてくれる要素をできる限
り生かしたいと考えています。このような個性も音楽を再
現する道具の一部として味わってください。

D-N9EXを設置する際のご注意
D-N9EXを設置する場合には付属のコルクスペーサーを必

ず使用し、塗装部分が、可
か

塑
そ

剤
ざい

＊を含む製品に直接接触し
ないようにご注意ください。D-N9EXの表面を被ってい
る塗装皮膜は、可塑剤を含む製品に長時間接触していると、
色移りしたり色落ちすることがあります。
これを「可塑剤の移行」と言い、可塑剤を含む製品に長
時間接触することで、その製品に含まれている可塑剤が
D-N9EXの塗装膜を軟化させることによって生じる現象
です。
滑り止めシートやソファーなどは、製品によって可塑剤が
含まれている場合があります。D-N9EXに接触すること
で色が移ったり、D-N9EXの色が落ちたりするトラブル
が起こった場合は保証の対象とはなりません。
＊可塑剤とは、ある材料に柔軟性を与えたり、加工しやすくす
るために添加する物質のことで、主に、塩化ビニール（塩ビ）
を中心としたプラスチック製品に用いられます。可塑剤は次
のような製品に使用されている場合があります。
	 合成皮革（ソファー、椅子、テーブルクロス、衣類など）
	 滑り止めシート
	 建材（壁紙、床材、天井材など）
	 電線被覆（家電製品のコード、ケーブル類）
	 フィルム・シート（雑誌や書籍の表装、機器などに使用し
ているカバーなど）

	 塗料・接着剤・顔料（ダンボール箱や家具などの合板用）

お手入れについて
製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚
れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布
を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上
げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど
揮発性のものは、ご使用にならないでください。
化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注
意書きなどをお読みください。
スピーカーのサランネットにほこりがついたときは、掃除
機で吸い取るか	ブラシをかけるとよくほこりを取ること
ができます。

•
•
•
•
•

•

テレビやパソコンとの近接使用について
一般にテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、
地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、
普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらや
ひずみが発生します。
付属のスピーカーは（社）電子情報技術産業協会の技術基
準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどと
の近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては
色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの
電源を切り、15分〜30分後に再びスイッチを入れてくだ
さい。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善
されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレ
ビから離してください。また、近くに磁石など磁気を発生
するものがあると本機との相互作用により、テレビに色む
らが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

付属のスピーカーのツイーターには強力な磁石を採
用していますので、ドライバーや鉄等の磁性体を近
づけないでください。吸い付けられてけがをしたり、
振動板が破損する原因となります。

取り扱い上のご注意
付属のスピーカーは通常の音楽再生では問題ありません
が、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流に
よる焼損断線事故のおそれがありますのでご注意くださ
い。
1	FMチューナーが正しく受信していないときのノイズ
2	発振器や電子楽器等の高い周波数成分の音
3	オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
4	マイク使用時のハウリング
5	テープレコーダーを早送りしたときの音
6	アンプが発振しているとき
7	ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音

結露について
本機を冷えた所から暖かい部屋に持ち込んだり、寒い部屋
をスト−ブなどで急に暖めた場合、本機の内部に水滴がつ
くことがあります。これを結露といいます。そのままでは
正常に働かないばかりではなく、ディスクや部品も痛めて
しまいます。本機をご使用にならないときは、ディスクを
取り出しておくことをおすすめします。
結露しているおそれがある場合は、本機の電源を入れて約
1時間放置してからご使用ください。

製品の取り扱いについて
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再生上のご注意
CD（コンパクトディスク）はディスクラベル面に下記の
マークの入ったものをご使用ください。
パソコン用のCD-ROMなど音楽用でないディスクは使用
しないでください。異音の発生などでスピーカーやアンプ
の故障の原因となります。
	 ※	 ※

	 	 	

※	本機はCD-R、CD-RWに対応しています。
	 	ディスクの特性、傷、汚れ、録音状態によっては再生で
きないことがあります。また、オーディオ用CDレコー
ダーで録音した場合、ファイナライズしていないディス
クは再生できません。

ハート型や八角形など特殊形状のディスクは使用しないで
ください。機器の故障の原因となることがあります。

複製制限機能（コピーコントロール機能）のついた
音楽CDの再生について
複製制限機能（コピーコントロール機能）のついた音楽
CDの中には正式なCD規格に合致していないものがあり
ます。それらは特殊なディスクのため、本機で再生できな
い場合があります。

MP3、WMAディスクの再生について
本機はCD-R/CD-RWに記録したMP3、WMAファイルを
再生することができます。
	 ISO9660レベル2のファイルシステムに従って記録し
たディスクを使用してください。（ただし、対応してい
る階層はISO9660レベル1と同じ8階層までです。）
また、HFS（hierarchical	 file	 system）ファイルシ
ステムで記録されたディスクは再生できません。

	 フォルダ（Rootを含む）とファイルの合計が499まで
認識・再生することができます。

	 ディスクはクローズしてください。

ご注意 

	 レコーダー、またはパソコンで記録したディスクを再生で
きないことがあります。（原因：ディスクの特性、傷、汚れ、
プレーヤーのレンズの汚れ、または結露など）
	パソコンで記録したディスクはアプリケーションの設定、
および環境によって再生できないことがあります。正しい
フォーマットで記録してください（詳細はアプリケーショ
ンの発売元にお問い合わせください）

	 データ容量が小さすぎるディスクは再生できないことがあ
ります。

MP3ディスクの再生について
	「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がついたMP3
ファイルのみ再生することができます。

	 MPEG１オーディオレイヤー3（32-320kbps）のサ
ンプリング周波数32/44.1/48kHzで記録されたファ
イルに対応しています。

	 32kbpsから320kbpsの可変ビットレート（VBR:	
Variable	Bit	Rate）に対応しています。VBR再生中
は表示部の時間情報などが正しく表示されないことが
あります。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ラベル面
（印刷面）

WMAディスクの再生について
	 WMAは「Windows	Media®	 Audio」の略で、米国
Microsoft	Corporationによって開発された音声圧縮
技術です。
	「.wma」、「.WMA」という拡張子がついたWMAファイ
ルのみ再生することができます。

	 WMAファイルは、米国Microsoft	Corporationの認証
を受けたアプリケーションを使用してエンコードして
ください。認証されていないアプリケーションを使用す
ると、正常に動作しないことがあります。

	 64kbpsから160kbps（32/44.1/48kHz）の可変
ビットレート（VBR:	Variable	Bit	Rate）に対応して
います。VBR再生中は表示部の時間情報などが正しく
表示されないことがあります。

	 著作権保護されたWMAファイルは再生できません。
	 WMA	Pro、LosslessおよびVoiceには対応していま
せん。
	Windows	Mediaは、米国Microsoft	Corporationの米国
およびその他の国における登録商標または商標です。

取り扱いについて
再生面（印刷されていない面）に触れないように、両端を
はさむように持つか、中央の穴と端をはさんで持ってくだ
さい。

再生面はもちろんラベル面に紙やシールを貼ったり、文字
を書いたりしないでください。また傷などをつけないよう
にしてください。

レンタルCDの注意について
CDにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどののり
がはみ出したり、剥がしたあとがあるもの、また飾り用の
シールを貼ったものは使用しないでください。CDが取り
出せなくなったり、故障する原因となることがあります。

インクジェットプリンター対応CD-R/CD-RWの注
意について
プリンターでラベル面への印刷が可能なCD-R/CD-RWを
本機に長時間入れたままにしておきますと、ディスクが内
部で貼り付き、取り出せなくなったり、故障の原因となる
恐れがあります。
必要なとき以外はディスクを入れたままにしないで、ケー
スに保管してください。なお、印刷直後のディスクは貼り
付きやすいので、使用しないでください。

CDのお手入れについて
汚れにより信号が読み取りにくくなり、音質が低下する場
合があります。汚れている場合は、再生面についた指紋や
ホコリを柔らかい布でディスクの内周から外周方向へ軽く
拭いてください。
汚れがひどい場合は、柔らかい布を水
で浸してよく絞ってから汚れを拭き取
り、そのあと柔らかい布で水気を拭き
取ってください。アナログレコード用
スプレー、帯電防止剤などは使用でき
ません。また、ベンジンやシンナーな
どの揮発性の薬品は表面が侵されるこ
とがありますので絶対に使用しないで
ください。

•

•

•

•

•
•

＊

再生面

CD（音楽CD、MP3、WMA）について
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記録可能記録不可

誤消去防止つまみ

MDの誤消去防止について
録音用のMDには録音した内容を誤って消さないための誤
消去防止つまみがあります。録音を禁止するときは、MD
の誤消去防止つまみをずらして、図のように孔が開いた状
態にします（記録不可状態）。

MDに録音するときや名前をつけるなどの編集を行うとき
は、録音用のMDを使用し、記録可能状態にしておいてく
ださい。

MDの取り扱いについて
MDはカートリッジに収納され、ゴミや指紋を気にせず手
軽に取り扱えます。しかし、カートリッジの汚れやそりな
どが誤動作の原因になることもあります。いつまでも美し
い音で楽しめるように、次のことにご注意ください。

内部のディスクに直接触れないでください
ディスクのシャッターを手で開けないでください。無理に
開けるとこわれます。

置き場所について
直射日光が当たる所など高温の場所や湿度の高い場所、ほ
こりの多いところ、風通しの悪いところ、大型のエアコン
やチカチカする古い蛍光灯など大きな電源ノイズを発生
する機器のそばには置かないでください。

長時間使用しないときは
MDが本機の中に入っているときは、ディスクのシャッ
ターが開いた状態になっています。長時間使用しないとき
は、内部のディスクにほこりがつくのを防ぐため、MDを
本機から取り出しておいてください。

定期的にお手入れを
カートリッジ表面についたほこりやごみを乾いた布でふ
き取ってください。

お知らせ

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの
ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、
私的録音補償金が含まれております。
お問い合わせ先：
（社）私的録音補償金管理協会
Tel.		 03-3261-3444（代表）

シリアルコピーマネージメントシステム
デジタル入力で録音したMDをさらにデジタル入力
録音することはできません。本機はシリアルコピー
マネージメントシステムの規格に準拠したデジタル
オーディオ機器です。この規格は、各種デジタルAV
機器の間で、デジタル信号どうしのコピーを「1回だ
け」と規制したもので、3つの原則があります。

原則1
CDまたはDAT、MDからMDへ「デジタル入力録音」
できます。ただし、一度「デジタル入力録音」した
ものを他のMDへ「デジタル信号のままデジタル入力
録音」できません。

原則2
アナログレコードやFM放送などをアナログ入力録音
したMDから、他のMDへ「デジタル入力録音」でき
ます。ただし、一度「デジタル入力録音」したMDから、
他のMDへ「デジタル信号をデジタル信号のまま録音」
できません。MDレコーダーどうしをアナログ入出力
端子につないだときは、何回でも録音できます。

原則3
DATデッキまたは32kHz、48kHzのサンプリング
周波数に対応するMDレコーダーの場合、衛星放送の
デジタル音声信号も「デジタル入力録音」できます。
この場合は、2回目も「デジタル入力録音」できます。
ただし、BSチューナー（衛星放送受信機）によって
は、2回目のデジタル入力録音ができない場合があり
ます。

MDについて
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MDのシステム上の制約について

	●	曲番が正確につかないことがある。
	 	 CDを録音するとき、CDの録音内容によって、短い曲
ができる場合があります。また、レベルシンク「オン」
で自動的に曲の区切りをつけた場合、録音するものの内
容によっては、曲番が正確につかない場合があります。

	 	 FM/AMを録音するときは、無音状態がほとんどないた
め曲番はつきません。

	●	「MD	Reading」の表示がなかなか消えない。
	 	一度も使用していない録音用ディスクを入れると、通常
より「MD	Reading」が長く表示されます。

	●	MDには約1,700文字のネームが入力できます。
	 	ただし、グループ機能を使用したり、カタカナを入力す
ると入力可能文字数はこれより少なくなります。

	●	グループ機能の情報は、通常ネームを書きこむエリアに
書きこみます。

	 	そのため、文字を多く入れると情報を書きこむエリアが
少なくなり、グループ編集ができない場合があります。
その際は、ネームの文字数を減らすとグループ編集がで
きることがあります。

MDLPについて
LP2、LP4の各モードで録音したディスクは、LP2、
LP4モード搭載の機器以外では再生できません。

MDは、従来のカセットやDATとは異なる方式で録音が行
われます。そのため、いくつかのシステム上の制約があり、
次のような症状が出る場合があります。これらは故障では
ありませんので、あらかじめご了承ください。

	●	最大録音可能時間に達していなくても、「Disc	Full」が
表示される。
MDは、時間に関係なく、曲数がいっぱいになると「Disc	
Full」の表示が出ます。256曲以上は録音できません。
さらに曲を追加するには、不要な曲を消すか、2枚の
MDに分けて録音してください。

	
●
	曲数にも録音時間にも余裕があるのに、「Disc	Full」が
表示される。
曲中にエンファシス情報などの「入」「切」が多く行わ
れると、曲の区切りと同じ扱いになり、時間や曲数に関
係なく「Disc	Full」の表示が出ます。

	●	MDへの録音状況によっては、短い曲を何曲消しても
MDの残り時間が増えない。

	●	録音方法により曲をつなぐことができない場合がある。
	 	編集を行ってできた曲は、つなぐことができない場合が
あります。

	●	MDの状態や録音のしかたによっては、録音可能な残り
時間が録音した時間以上に減ることがある。

	●	編集でできた曲で早戻し、早送りを行うと、音が途切れ
ることがある。

MDについて
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まず下の表で点検してみてください。接続した他の機器に
原因がある場合もあります。他の機器の取扱説明書も参照
しながらあわせてご確認ください。

すべての内容をお買い上げ時の設定に戻す
には
1.	本機をスタンバイ状態にしてから、電源コードを抜く

2.	本体のO
オン

N/S
スタンバイ

TANDBYボタンを押しながら、電
源コードを差し込む

表示部に「R
リセット

ESET」と表示されたあと、スタン
バイ状態になります。

電源に関して

電源が入らない
	 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認して
ください。

	 一度電源プラグをコンセントから抜き、10秒以上待っ
てから再度コンセントに差し込んでください。

電源が途中できれる
	 表示部にSLEEP表示がある場合は、スリープタイマー
が働きます。解除してください。（80ページ）

	 タイマー再生、録音（81ページ）は終了時刻になる
とスタンバイになります。

	 STANDBYインジケーターが点滅しているときは、
保護回路が働いています。スピーカーコードのしん線
部の=、—が接触していないか確認してください。

音に関して
音声が出ない
	 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
	 スピーカーが正しく接続されていますか？
	スピーカーコードのしん線は本体の接続端子に確実に
接続されていますか？（18ページ）

	 ボリュームのレベルが小さすぎませんか?
	 INPUTは正しく選択されていますか？
	 M

ミューティング

UTINGインジケーターが点滅している場合、ミュー
ティング機能が働いていますので、リモコンの消音ボタ
ンを押して解除してください。（45ページ）

	 ヘッドホンを接続しているとスピーカーからの音は出
ません。ヘッドホンをはずしてください。（25ページ）

	 お買い上げ時の設定では、タイマー録音中はミュー
ティング機能が働いています。タイマー録音時の音量
設定については、83ページをご覧ください。

音が良くない/雑音が入る
	 スピーカーコードの=/—が正しく接続されているか
ご確認ください。左側に置くスピーカーが本体のL端
子、右側のスピーカーはR端子に接続してください。
（18ページ）
	 ピンコードのプラグは奥まで差し込んでください。
	 テレビなど強い磁気を帯びたものの影響をうけること
があります。テレビと本機を離してください。

	 携帯電話の通話中など本機の近くに強い電波を発生さ
せる機器があると、ノイズが発生する場合があります。

	 本機は回転機器ですので、静かな環境では再生中や選
曲中にCDやMDのディスクを読み取る音が聞こえる
場合があります。

LINE	 IN端子に接続した機器の音声が出ない、MDに録音
できない
	
フォーンズ

 端子に間違って接続していませんか？

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

振動で音が途切れる
	 本機は据え置きタイプで設計されていますので、でき
るだけ振動の少ない場所に設置してご使用ください。

ヘッドホンから音が出ない/ノイズが出る
	 接触不良の場合があります。ヘッドホンの端子を清掃し
てください。（清掃方法については、ヘッドホンに付属
の取扱説明書をご確認ください。）また、ヘッドホンケー
ブルの断線の可能性もありますので、ご確認ください。

	 となりのLINE	IN端子に誤って接続していませんか？

音質に関して
	 電源プラグの極性を変えると音が良くなることがあ
ります。
	電源投入後10〜30分程度経過した方が音質は安定
します。
	オーディオ用ピンコードはスピーカーコードと一緒
に束ねると音質が低下しますのでご注意ください。

•

•

•

CD/MDに関して

再生が始まるまでに時間がかかる
	 曲数の多いディスクの場合、読み込みに時間がかかる
ことがあります。

音が飛ぶ
	 本機に振動が加わっている、またはディスクに大きな
傷があったり汚れていると音飛びすることがあります。

曲をメモリーすることができない
	 ディスクが本機に入っていること、メモリーしようと
しているのはディスクに入っている曲であることを確
認してください。

ディスクが入らない
	 一度電源プラグを抜いて、もう一度入れてください。
	 CDの場合はディスクの置く位置、MDの場合はディ
スクの方向を確認してください。

	 異なるディスクを使用してみてください。
ディスクが入っているのに再生しない
	 ディスクの裏表が正しくセットされているか確認して
ください。

	 ディスクがひどく汚れていたり損傷していないか確認
してください。

	 何も録音されていないディスクが入っていませんか？
録音されているディスクと取り換えてください。

	 結露していると思われる場合は、電源を入れて約１時
間放置した後に操作してください。（86ページ）

ディスクの曲順通りに再生できない
	 リピート再生、メモリー再生、ランダム再生等の再生
モードを解除してください。（35ページ）

複製制限機能（コピーコントロール機能）のついた
音楽用CDの再生

再生時に雑音が入ったり、音飛びする/ディスクを認識せず
「No	Disc」の表示が出る/1曲目を再生しない/頭出しに通常
よりも時間がかかる/曲の途中から再生する/再生できない箇
所がある/再生の途中で停止する/誤表示する
	 再生しているディスクは複製制限機能（コピーコント
ロール機能）のついた音楽用CDです。コピーコント
ロール機能のついた音楽用CDの中には、CD規格に合
致していないものがあります。それらは、特殊ディス
クのため、本機で再生できない場合があります。

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

困ったときは
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FM/AM放送に関して

放送に雑音が入る/FMステレオ放送の時、「サー」という
ノイズが多い/オートプリセットで放送局が呼び出せない
（FMのみ）/FM放送で「FM	ST」表示が完全に点灯しない

	 アンテナの接続をもう一度確認してください。
（20ページ）
	アンテナの位置や方向を変えてみてください。
（40ページ）
	 テレビやコンピューターから離してください。
	 近くに自動車が走っていたり飛行機が飛んでいると雑
音が入ることがあります。

	 電波がコンクリートの壁等で遮断されていると放送が
受信しにくくなります。

	 FMモードをモノラルに変更してみてください。
（43ページ）
	 AM受信時リモコンを操作すると雑音が入る場合があ
ります。

	 それでも受信状態がよくないときは、市販の室内アンテ
ナまたは屋外アンテナの設置をおすすめします。屋外ア
ンテナの設置については、販売店にご相談ください。

ラジオの周波数を調整できない
	 リモコンのみの操作になります。リモコンのπ/　“
ボタンを押して調整してください。（40ページ）

停電になったり、電源プラグを抜いたときは
	 メモリーは6日間保持されます。万一、登録したラジ
オの放送局が消えてしまった場合は、再度登録を行っ
てください。

	 現在時刻は解除されるので、現在時刻、タイマーを設
定し直してください。

リモコンに関して

リモコンが働かない
	 電池の極性（=、—）が、表示通り正しく入っている
か確認してください。（9ページ）

	 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。
（種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池
の混用はさけてください）

	 リモコンと本体の間が離れすぎていませんか？
	リモコンと本体の間に障害物がありませんか？
	 本体のリモコン受光部に強い光（インバータ蛍光灯や
直射日光）が当たっていませんか？

	 オーディオラックのドアのガラスに色が付いている
と、正常に動作しないことがあります。

	 部屋の蛍光灯が消耗してちらついていると、本機が誤
動作することがあります。蛍光灯を確認してください。

外部機器との接続に関して

録音ができない
	 デジタル録音するには再生機器のデジタル出力を本機
のDIGITAL	 IN端子に接続する必要があります。接続
が正しいか確認してください。（22ページ）

オンキヨー製外部機器とのシステム動作が働かない
	 ケーブルとオーディオ用ピンコードの両方が正し
く接続されているか確認してください。（23ページ）
なお、ND-S1は ケーブルのみの接続でシステム動
作します。（22ページ）

	 外部入力機器の表示名称を正しく設定してください。
（85ページ）

「D.In	Unlock」が表示された/DIGITAL表示が点滅している
	 オーディオ用光デジタルケーブルの接続がされていな
いか、外部機器の電源が入っていません。

	 ND-S1にiPodがセットされていない。
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接続した機器の音が出ない
	 オーディオ用光デジタルケーブルが折れ曲がったり損
傷していませんか？

	 本機はPCM信号にしか対応していません。接続した
機器のデジタル音声出力をPCMに設定してください。

レコードプレーヤーの音が小さい
	 レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵か確認
してください。

	 内蔵していないレコードプレーヤーの場合は、別途
フォノイコライザーが必要です。

	 レコードプレーヤーにMCカートリッジをお使いの場合
は、昇圧トランスまたはヘッドアンプが別途必要です。

時刻、タイマー再生・録音に関して

タイマー再生・録音しない	 	
	 現在時刻は正しく設定されていますか？
時刻が設定されていないと、タイマー再生、録音はで
きません。曜日と現在時刻を設定してください。
（78ページ）
	 開始時刻に電源が入っているとタイマーは動作しませ
ん。タイマー開始時刻前は必ず電源をスタンバイ状態
にしてください。（83ページ）

	 タイマー予約の時間が重なっていると働かないタイ
マーがあります。時間をずらして設定してください。
（79ページ）
	 タイマーの再生音量は適切に設定しておいてください。
（83ページ	手順8 ）
	 オンキヨー製外部機器の場合は ケーブルとオー
ディオ用ピンコード（ND-S1は除く）の両方が正し
く接続されているか確認してください。また、表示名
称が正しく設定されているか確認してください。（22、
23、85ページ）

	 タイマー録音するには録音可能なMDまたはUSBメモ
リーをセットしておく必要があります。また、本機の
MDまたはUSBメモリーにタイマー録音するとき、開
始後数秒間は録音されない場合がありますので、録音
開始時刻を1分ほど早めに設定してください。

スタンバイ状態で時計表示が出ない	 	
	 スタンバイ時の時刻表示を「あり」に設定してくださ
い。（78ページ）

MDの録音/編集に関して

MDの録音、編集（名前をつける、消去する、等）の
情報はMDを取り出すときやスタンバイ状態になる
ときに、MDの目次部分（TOC）に書きこまれます。
TOC表示が点灯、点滅している時は電源プラグを抜い
たり本体を揺らしたりしないでください。

録音ができない	

「Cannot	Copy」と表示される
	シリアルコピーマネジメントシステムの制限によりデ
ジタル録音はできません。（60、88ページ）

	 DVDやiPodの音源をデジタル信号のまま録音するこ
とはできません。

「Cannot	Rec」と表示される
	 再生用のMDです。録音用と交換してください。

「Protected」と表示される
	 MDが記録不可状態になっています。誤消去防止つま
みを閉じて記録可能状態にしてください。

「Disc	Full」と表示される
	 MDに空きがありません。新しいMDと交換してくだ
さい。
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「Retry	Error」と表示される
	 いったんMDを取り出して、再度録音しなおしてくだ
さい。頻繁に表示される場合は、オンキヨー修理窓口
にご連絡ください。

	 ディスクの残り時間が48秒以下の場合、録音ができ
ない場合があります。

デジタル機器から外部録音しようとしたら
「D.In	Unlock」と表示される

	 オーディオ用光デジタルケーブルを正しく接続してください。
録音レベルが小さい/音が歪む
	 録音レベルを調整してください。（60ページ）

「CDダビング」ができない（デジタル録音されたCD-Rは、
CDダビングなどのデジタル録音はできません。）
	「P

ピーク

eak	S
サーチ

earch」と点滅している場合は、音量を自動
補正するDLAリンク機能が働いています。点滅後、ダ
ビングを開始しますのでお待ちください。
（DLAリンク設定☞59ページ）

「CD	Dub	Fail」と表示される
	 CDがランダム再生モードになっているとCDダビング
できません。通常再生に戻してください。

「CD高速ダビング」ができない
	 CDがメモリー、ランダム再生モードになっていると
CD高速ダビングは働きません。通常の再生モードに
戻してください。
また、高速ダビング開始後、同じCDを74分以内に高
速ダビングすることはできません。（49ページ）

｢ＣＤ高速ダビング」で音飛びがする
	 CD高速ダビングはディスクの汚れ等の影響を受けや
すくなります。
音飛び、ノイズ等が発生する場合は、通常のCDダビ
ングで録音してください。

「シンクロ録音」ができない		
	 表示部に「MD	Reading」が表示されている間はシン
クロ録音を開始することができません。しばらく待っ
てから操作してください。

録音すると必ずグループができる
	 グループ録音の設定が「オン」になっています。「グルー
プ録音」の設定を「オフ」にしてください。
（58ページ）
録音した曲の始めの数秒が切れる
	 入力を「MD」にしたとき、「R

リーディング

eading」と表示され
ている場合は、MDの読み込みを行っています。MD
の読み込みが完了してから、録音を開始してください。

録音時、瞬間的にノイズが発生する
	 LP4モード録音では、圧縮方式の特性上、録音元の音
源によってごくまれに瞬間的なノイズが発生します。
SPモードまたはLP2モードでの録音をお試しください。

ディスクに記載の録音時間が、すでに録音した時間と残
録音時間の合計と一致しない
	 ディスクの録音箇所には一定の範囲（時間）単位での
録音がされるために、くり返しの編集や削除などによ
り、録音時間が減少する場合があります。

録音したディスクを再生すると音が小さい/大きい
	 録音レベルを調整してください。（60ページ）
名前がつけられない
	 録音用のMDを使用してください。MDの誤消去防止つ
まみが開いて録音不可状態になっている場合は、誤消去
防止つまみを閉じてください。（88ページ）

	 メモリー、ランダム、1GR再生モードになっている
と名前はつけられません。通常の再生モードに戻して
ください。（35ページ）
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すでに何曲か録音してあるMDなのに録音を開始すると
1Trからになる
	 グループ録音設定が「オン」になっていると、録音開
始時に新しいグループを作成して録音するため、１Tr
と表示されます。

グループ録音設定を「オン」にしているのにグループに
ならない
	 トラック指定CDダビングのときはグループになりませ

ん。また、シンクロ録音のときは、MD■
ストップ

ボタンを押
すと、そこでグループが終わります。

多くの曲番に分かれて録音されてしまう
	 ラジオ、レコード等から録音する場合、無音部分を検
出して曲番が多くつく場合があります。録音レベルを
上げても改善しない場合は、レベルシンク機能を「オ
フ」にしてください。

曲番がつかない
	 無音部分が短いと曲番がつかない場合があります。
本機で録音したMDが本機以外のプレーヤーで再生できない
	 LP2やLP4（MDLPモード）を使って録音したMDは
MDLP対応機器でないと再生できません。お持ちの機
器がMDLP対応か確認してください。

MDの編集ができない
	 MDは録音用を使用し、記録不可状態なら誤消去防止
つまみを閉じてください。（88ページ）

	 メモリー、ランダム、1GR再生モードになっていると
編集できません。通常の再生モードに戻してください。
（35ページ）
	 デジタル録音した曲とアナログ録音した曲はCombine
する（つなぐ）ことはできません。（73ページ）
	異なる録音モードで録音した曲はCombineする（つ
なぐ）ことはできません。（	LP2とLP4など）
（73ページ）
録音後、停電になった

TOC表示が点灯、点滅中に停電になった場合は、TOC
に書き込まれる前の記録内容は消去されます。また、誤っ
て電源コードを抜いた場合も同様に消去されます。

USBメモリーの再生に関して
	 iPod、Walkman、携帯電話を本機のUSB端子に接続し
ても再生できません。

	 ファイル名/フォルダ名に表示できない文字が含まれ
ている場合は、File_XXXXX/Folder_XXXと表示さ
れます。タイトル名/アーティスト名/アルバム名に表
示できない文字があるときは、「・」に置き換えて表
示されます。

	 USBハブを使うと再生できません。
	著作権保護されたWMAは再生できません。
	 FAT16の64kクラスタサイズには対応していません。
録音前にFAT32でフォーマットしてご使用ください。

USBメモリーの録音に関して
	 USBメモリーによっては正常にタイマー録音、トラッ
ク指定ダビングなどができない場合があります。事前
にUSBメモリーに正常にタイマー録音などができる
ことを確認の上、ご使用ください。
	録音時のビットレートは、96kbps、128kbps、
192kbpsから選べます。（57ページ）

	 MP3、WMAが記録されたCDを録音する場合、高速
で録音（コピー）します。

	 CD（音楽CD）/MDからUSBメモリーに録音する場合
は、等速で録音します。（5分の曲を録音する場合は、
5分かかります。）
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	以下の機能はMD録音のみに働きます。USBメモリー
録音時には働きません。
「シグナルシンクロ録音」、「フェードアウトダビング」、
「DLAリンク」、「レベルシンク」
	USBメモリーにはいろいろな種類、仕様があり、す
べてのUSBメモリーで動作を完全に保証することは
できません。
特に、小ブロック単位の書込速度の遅いUSBメモリー
は使用しないでください。
	セキュリティ機能付きのUSBメモリーは使用できま
せん。
セキュリティ機能をはずし、通常のUSBメモリーと
して動作できる場合は使用できます。

	USB●R
レック

ECボタンを押して、「D
ディスコネクティッド

isconnected」が点滅

する場合は、USB■
ストップ

ボタンを押してUSBメモリーが取
り外せる状態（切断状態）になっています。この場合は、
一度USBメモリーを抜いてあらためて差し直してく
ださい。

その他
ディスクが熱くなる
	 気温や動作状態にもよりますが、本機から取り出した
ディスクが熱くなっていることがありますが、故障で
はありません。

停電になった
	 時計が止まって「−−：−−」になり、すべてのタイマー
設定が「オフ」になります。あらためて時計を設定し
直し、必要なタイマーを「オン」に設定してください。

電源コードをコンセントに差し込んだとき「RESET」と表示される
	 長期間電源コードが抜かれていたため、メモリーの内
容がリセットされ、すべてお買い上げ時の設定に戻り
ました。あらためて必要な設定を行ってください。

製品の故障により正常に録音できなかったことによって
生じた損害（CDレンタル料等）については保証対象に
なりません。大切な録音をするときには、あらかじめ正
しく録音できることを確認の上、録音を行ってください。

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実
現していますが、ごくまれに外部からの雑音やノイズ、
また静電気の影響によって誤動作する場合があります。
そのようなときは、電源プラグを抜いて約10秒以上
待ってからあらためて電源プラグを差してください。
それでも正常な動作に復帰しないときは、90ページの
「すべての内容をお買い上げ時の設定に戻すには」を
行ってください。
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メッセージ一覧
ご使用の状況により、メッセージが表示されます。
意味は下の表のとおりです。

	 メッセージ	 意味

Cannot	Copy	 MDの制限により、デジタル録音でき
ない状態になっている。（「シリアルコ
ピーマネージメントシステムについて」、
88ページ参照）

Cannot	Edit	 MDが編集できない状態にある。
	 編集できないMDで編集しようとした。

Cannot	Read＊	 異常な（損傷している、TOCが入ってい		
	 ない）ため、MDが読み込めない。
		 ディスクを交換してください。

Cannot	Rec	 再生専用MDに録音しようとした。
	 デジタルで録音したCD-Rをデジタル

録音しようとした。

Cannot	Write	 TOC更新時、ディスクの傷等のため、
正しく書き込むことができなかった。

CD/MD	No	Disc	ディスクが入っていない。（CD、MD）

CD	Dub	Fail	 CDダビングを起動できなかった。

Complete	 設定/編集が完了した。

Disc	Full	 MDの録音可能部分がないため、録音
できない。（「MDのシステム上の制約
について」、89ページ参照)

Er-CD＊＊＊	 CDの動作に異常がある。（電源を切っ
て、再度入れてみてください。それで
もエラー表示が出るときは、お近くの
オンキヨー修理窓口にお問い合わせく
ださい。）

Er-MD＊＊＊	 MDの動作に異常がある。（電源を切っ
て、再度入れてみてください。それで
もエラー表示が出るときは、お近くの
オンキヨー修理窓口にお問い合わせく
ださい。）

Full	 ネーム入力中に文字数が最大値に達した。

Group	Disc	 グループ録音したMDをグループモー
ドに設定せずに編集しようとした。

Group	Full	 グループ数が99を超えている。

Impossible	 編集不可能な操作をした。

MD	Blank	Disc	 曲もディスク名も記録されていない録
音用MDが入っている。

MD	Writing	 MDへの書き込み中。

Memory	Full	 25曲を超えてメモリーしようとした。
または、チューナーで30局を超えてメ
モリーしようとした。

Name	Full	 入っている曲名、グループ名、ディス
ク名が最大値に達した。

No	Change	 ネーム入力で変更がなかった。

No	Track	 再生、編集する曲がない。（曲のあるグ
ループまたはグループに入っていない
曲を選んでください。）

	 メッセージ	 意味

Protected	 MDが記録不可状態になっている。

Recording	 録音中にできない操作をした。

Signal	Wait	 MDがシグナルウェイト中。

Time	Protect	 CD高速ダビング終了後、同じCDを
74分以内にCD高速ダビングしようと
した。

TOC	Form＊＊＊	記録されているTOC情報に異常があり
読めない。（全曲削除して録音をやり直
してください。）

USB	Full	 録音中、1フォルダ内のファイル数が
256をオーバーした。

	 録音中、USBメモリーのメモリー容量
がいっぱいになった。

USB	No	Files	 MP3、WMAのファイルが存在しない。

USB	No	Media	 USBメモリーが装着されていない。
	 接続されたUSBデバイスが認識できな

い。（一度USBデバイスを抜いて、差
し直してみてください。）

Unplug	OK	 USBメモリーを抜くことが可能な状態。

Disconnected	 USB■
ストップ

ボタンを押して、USBメモリー
が取り外せる状態です。一度USBメモ
リーを外して差し直し、それから操作
してください。

Not	Support	 再生したファイルがWMA	DRMであっ
た場合。

	 対応できないファイルを再生しようと
した場合。

※＊や＊＊＊には、数字や記号が入ります。

困ったときは
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仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

本体部

■	総合
電源・電圧	 AC	100V、50/60Hz
消費電力	 60W
待機時電力	 0.2W
最大外形寸法	 215（幅）×142（高さ）×359（奥行）mm
（FR-N9EX）	
最大外形寸法	 215（幅）×142（高さ）×349（奥行）mm
（FR-N7EX）	
質量	 5.2kg（FR-N9EX）、5.1kg（FR-N7EX）
音声入力	 デジタル　1（光）
	 	 アナログ　LINE、TAPE、VIDEO
音声出力	 デジタル　1（光）（FR-N9EXのみ）
	 	 アナログ　TAPE
	 	 サブウーファープリアウト　1
	 	 スピーカー　2
	 	 ヘッドホン　1

■	アンプ部
定格出力	 14W＋14W（8Ω、40Hz〜20kHz、
	 	 全高調波歪率0.4%以下、2ch駆動時）
	 	 19W＋19W（4Ω、1kHz、
	 	 全高調波歪率0.4%以下、2ch駆動時）
実用最大出力	 26W＋26W（4Ω	JEITA）
全高調波歪率	 0.4	%（1kHz	定格出力時）
	 	 0.4	%（40Hz〜20kHz	定格出力時）	

ダンピングファクター　25（8Ω）
入力感度/インピーダンス	 150mV/50kΩ（TAPE、VIDEO）
	 	 	 150mV/24kΩ（LINE）
出力電圧/インピーダンス	 150mV/2.2kΩ（TAPE）
周波数特性	 10Hz〜100kHz/±3dB（TAPE）
トーンコントロール最大変化量	
	 	 ±8dB、80Hz（BASS）
	 	 ±10dB、10kHz（TREBLE）
	 	 ＋3dB、80Hz（S.BASS	1）
	 	 ＋7dB、80Hz（S.BASS	2）
SN比	 100dB（LINE,IHF-A）
スピーカー適応インピーダンス　4Ω〜16Ω

■	チューナー部
受信範囲〈FM〉	76.0MHz〜90.0MHz
	 	 〈AM〉	522kHz〜1629kHz
プリセット数	 FM/AM合計30局

■	CD部
周波数特性	 	 10Hz〜20kHz
ダイナミックレンジ	 95dB
全高調波歪率	 	 0.007%
ワウ･フラッター	 測定限界以下
	 	 	 （±0.001%	W.PEAK）
音声出力電圧/インピーダンス
	 	 −22.5dBm（光デジタル出力）
	 	 1.3V（r	ms）/2.2kΩ（アナログ出力）

■	MD部
録音可能サンプリング周波数　32,	44.1,	48kHz
再生サンプリング周波数　44.1kHz
録音・再生時間　最長5時間20分	（LP4）
周波数特性（デジタル音声）10Hz〜	20kHz
ダイナミックレンジ	 92dB
出力電圧/インピーダンス　
	 	 1.3V（r	ms）/2.2kΩ（アナログ出力）

■	USB部
インターフェイス　USB2.0	Full	Speed
ファイルシステム　FAT16、FAT32
再生フォーマット　MP3、WMA
録音フォーマット　MP3

スピーカー部	 	 	

■	D-N9EX
形式	 2ウェイバスレフ型
定格インピーダンス	 4Ω
最大入力	 70W
定格感度レベル	 83dB/W/m
定格周波数範囲	 45Hz〜100kHz
クロスオーバー周波数	 6kHz
キャビネット内容積	 8.1リットル
最大外形寸法	 167（幅）×299（高さ）×260（奥行）mm
	 	 （サランネット、ターミナル突起部含む）
質量	 	 4.1kg
使用スピーカー
	 	 ウーファー	 13cm	A-OMF	MONOCOQUE型
	 	 ツィーター	 3cm	リング型
ターミナル　バナナプラグ対応ネジ式スピーカーターミナル
防磁設計	 	 有（JEITA）
付属品	 	 コルクスペーサー8個、
	 	 	 スピーカーコード1.8ｍ×2
その他	 	 サランネット脱着可、左右同一型、
	 	 	 2台1梱包

■	D-N7EX	
形式	 2ウェイバスレフ型
定格インピーダンス	 4Ω
最大入力	 70W
定格感度レベル	 83dB/W/m
定格周波数範囲	 50Hz〜100kHz
クロスオーバー周波数	 6kHz
キャビネット内容積	 8.4リットル
最大外形寸法	 164（幅）×282（高さ）×268（奥行）mm
	 	 （サランネット、ターミナル突起部含む）
質量	 	 3.8kg
使用スピーカー
	 	 ウーファー	 13cm	A-OMF	MONOCOQUE型
	 	 ツィーター	 3cm	リング型
ターミナル	 	 プッシュ式スピーカーターミナル
防磁設計	 	 有（JEITA）
付属品　	 	 コルクスペーサー8個、
	 	 	 スピーカーコード1.8ｍ×2
その他	 	 サランネット脱着可、左右同一型、
	 	 	 2台1梱包

主な仕様
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本社　大阪府寝屋川市日新町2-1　〒572-8540
HOMEPAGE

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：コールセンター
050-3161-9555　受付時間　10：00～18：00

http://www.jp.onkyo.com/

（土･日･祝日･弊社の定める休業日を除きます）
サービスとサポートのご案内：http://www.jp.onkyo.com/support/

ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日：　　　　年　　月　　日

ご購入店名：

Tel.      　 (      )

メモ：

■オンキヨー修理窓口について
詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」
をご覧ください。

■保証期間中の修理は
万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参
ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキ
ヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧くだ
さい。

■保証期間経過後の修理は
お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相
談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様
のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について
本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間保有して
います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために
必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によって
は修理可能な場合がありますのでお買い上げ店、またはお
近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

■保証書
この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上
げの際にお受け取りください。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に
保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは
意外な操作ミスが故障と思われています。
この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べく
ださい。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の製
品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあると
きは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売
店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご
案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせく
ださい。

	お 名 前

	お 電 話 番 号

	ご 住 所

	製 品 名 	 X-N9EX /	 X-N7EX /

	 	 FR-N9EX / FR-N7EX

	で き る だ け 詳 し い 故 障 状 況

SN	29400457
(C) Copyright 2010 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.
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修理について
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