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ご使用前の準備



ラジオの使い方

①「音量調節ツマミ /電源入 /切ボタン」を押します。

②「ＦＭ/ＡＭラジオボタン」を押します。

　「ＴＵＮＥ」液晶表示後にＦＭまたはＡＭと表示

　※ＦＭ/ＡＭの切替は「ＦＭ/ＡＭラジオボタン」で行います

　　液晶表示で確認できます。

③「ラジオ選曲ツマミ」でお好みの周波数局を選択します。

④「音量ツマミ /電源入 /切ボタン」でお好みの音量に合わせ

　ます。

■受信状況を良くするには

ＡＭ：内蔵アンテナで受信しますので受信状態が悪い場合は

　　 本体の設置場所や角度を変えて受信調整下さい。

ＦＭ：本体背面のコードアンテナで受信します。「ＦＭアンテナ」

　　 の角度や方向を変えて受信調整下さい。

ＦＭ：ステレオ受信時は「ＦＭステレオ受信ランプ」が点灯し

　　 ます。

ラジオからＵＳＢ/ＳＤへの録音方法

①「録音したいラジオを選局します

②「ＵＳＢまたはＳＤ」を挿入します。

③「録音ボタン（USB/SD）」を押すと数秒後に液晶表示に差込ん

　だアイコン USB/SD が点滅し録音状態になります。

　※受信状態によりうまく録音せきなくなる場合があります。

　　録音時は必ず、ＦＭアンテナを伸ばし受信状態を確認して

　　から行ってください。

　※録音中に受信状態が悪くなる場合がありますＦＭアンテナ

　　の向きや本体の設置場所や角度を変えて受信調整下さい。

④録音を止める場合は「ＣＤ-❶停止ボタン」を押します。

　液晶表示のＵＳＢ/ＳＤのアイコン表示が消えて録音停止し

　ます。



レコードプレーヤーの使い方

①「電源ボタン」を押します。※ディスプレイがブルーに点灯

②「レコードボタン」を押します。「ＰＨＯＮ」液晶表示。

③「ターンテーブルにレコード盤をのせます。４５回転

　（ＥＰ盤）の場合はターンテーブルにセットされている　　

　アダプターを先にセットしてからレコード盤をのせます。

④レコード盤に合った回転数にスイッチを合わせます。

⑤自動停止スイッチを「ＯＮ/ＯＦＦ」選択します。

⑥(1)「アーム」持ち「カートリッチ /針」をゆっくりのせ

　　　ます。※音声がでます。

　(2)「アーム」をレコード盤の位置で合わせて「リフトレバー」

　　　前側に倒すと、針がレコード盤の上に降ります。

　　　※音声がでます。

⑦音量ツマミでお好みの音量に合わせます。

⑧再生を止めるには「リフトレバー」を奥側に倒します。

⑨「アーム」を「アームレスト」に戻します。

※自動停止モードでも４５回転 （ＥＰ盤） は自動停止しません

　 再生終了時に⑨の方法で行ってください。

※針先 （赤色部） は交換時以外は
　 外さないでください



レコードからＣＤへの録音方法

①「電源ボタン」を押します。※ディスプレイがブルーに点灯

②「ＣＤ-❷ボタン」を押します。

  「ＣＤ-２ no disc」液晶表示。

③「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を押します。（トレーが出てきます）

  「ＯＰＥＮ」液晶表示。

④空のＣＤをセットし「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を押し

　トレーを閉じます。  「０００００００」液晶表示。

⑤「レコードボタン」を押します。 「ＰＨＯＮ」液晶表示。

⑥ターンテーブルにレコード盤をのせます。４５回転の場合

　（ＥＰ盤）アダプターセットします。

⑦回転数選択、自動停止スイッチ「ON/OFF」選択します。

⑧「録音ボタン」を押します。 ※録音が一時停止状態です　

⑨「自動曲番入りボタン」 を押します。 ※ＡＵＴＯ液晶表示

 　-20db -30db -40db を選択します。

⑩「ＣＤ-❷の再生ボタン」 を押します。※録音スタート

⑪レコード盤に「カートリッチ /針」を「ゆっくり」とのせ

　ます。※音声がでます

⑫「音量ツマミ」でお好みの音量に合わせます。

　※ここでの音量調整は録音には影響しません。

⑬続けてＢ面または別のレコード盤を録音する場合「AUTO」の

　場合、一時的に録音が止まります。Ｂ面または別のレコード

　盤をセットし、針をのせると録音もスタートします。

⑭録音を止めるには「停止ボタン」を押します。

⑮「アーム」を「リフトレバー」で奥側に倒し「アームリスト」

　に戻します。

上記で仮録音終了です。 本機ＣＤ-❷では再生可能ですが

他のプレーヤーまたはＣＤ-❶では再生できません

再生可能にするには完成処理が必要です。

取扱説明書 P. ２３完成処理方法をご覧ください。

　

　

注意　音楽ファイルの消去は CD-RW のみ行えます。CD-R は一度録音すると消去できません。

　　　録音テストを CD-RW で行なっていただくことをお勧めします。



レコードからＵＳＢ/ＳＤへの録音方法

①「電源ボタン」を押します。　※液晶がブルーに点灯

②「レコードボタン」を押します。「ＰＨＯＮ」液晶表示。

③ターンテーブルにレコード盤をのせます。４５回転の場合

　（ＥＰ盤）アダプターセットします。

④回転数選択、自動停止スイッチ「ON/OFF」選択します。

⑤ＵＳＢ／ＳＤどちらかを挿入口にしっかりとセットします。

　例「ＳＤ」液晶表示　※両方はできません

⑥「録音ボタン」を押します。 ＲＥＣ液晶表示。数秒後に

　ＳＤのアイコン液晶表示が点灯→点滅。録音スタートします。

⑦「自動曲番入りボタン」 を何度か押します。 -20db -30db -40db 

　 選択表示させます。※NO TOC AUTO 液晶表示。

⑧レコード盤にカートリッチ /針を「ゆっくり」とのせます。

　※音声がでます

⑨音量ツマミでお好みの音量に合わせます。

　※ここでの音量調整は録音には影響しません。

⑩続けてＢ面または別のレコード盤を録音する場合は

　「ＣＤ-❶停止ボタン」を押し、録音を停止します。

　Ｂ面または別のレコード盤をセットし、もう一度上記⑥から

　録音操作を行います。

⑪録音を止めるには「ＣＤ-❶停止ボタン」を押します。

　ＥＮＤ液晶表示。

⑫「アーム」を「リフトレバー」で奥側に倒し「アームリスト」

　に戻します。



カセットプレーヤーの使い方

①「電源ボタン」を押します。

②「テープボタン」を押します。「ＴＡＰＥ」液晶表示。

③本体右側の側面に音楽入りのカセットテープを挿入します。

　※挿入すると自動的に再生し音がでます。

④音量ツマミでお好みの音量に合わせます。

⑤「取出ボタン」をゆっくり押すと早送りになります

⑥「取出ボタン」をギュッと押し込むとカセットテープの取出

　し /再生停止です。

※本機カセットテープ機能には巻戻しがありません。

　例　Ａ面の巻戻しをしたい場合はＢ面の早送りをし、Ａ面に

　　　戻すとＡ面の巻戻しになります。



カセットテープからＣＤへの録音方法

①「電源ボタン」を押します。※ディスプレイがブルーに点灯

②「ＣＤ-❷ボタン」を押します。「ＣＤ-２」液晶表示。

③「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を押します。（トレーが出てきます）

  「ＯＰＥＮ」液晶表示。

④ＣＤ-Ｒ/ＲＷをセットし「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を

　押しトレーを閉じます。  「CD-R/CD-RW」液晶表示。

　ＣＤ認識すると「0000000」液晶表示。

⑤「テープボタン」を押します。「ＴＡＰＥ」液晶表示。

⑥「録音ボタン（CD-❷）」を押します。 ※録音準備状態です。

⑦「自動曲番入りボタン」 を押します。 

　※-20db -30db -40db を選択します。※液晶表示させます。

⑧「ＣＤ-❷の再生ボタン」 を押します。※録音スタート

⑨カセットテープを挿入口に差込みます。※自動再生します

⑩音量ツマミでお好みの音量に合わせます。

　※ここでの音量調整は録音には影響しません。

⑪録音を止めるには「ＣＤ-❷の停止ボタン」 を押します。

⑫次に「カセットテープ取出ボタン」 をギュッと押し取出します。

■Ａ面終了後、Ｂ面を録音する場合は、テープを取出し、Ｂ面にし　

　たテープをもう一度挿入すると録音が再開します。

上記で仮録音終了です。 本機ＣＤ-❷では再生可能ですが

他のプレーヤーまたはＣＤ-❶では再生できません

再生可能にするには完成処理が必要です。

取扱説明書 P. ２３完成処理方法をご覧ください。



カセットテープからＵＳＢ/ＳＤへの録音方法

①「電源ボタン」を押します。　※液晶がブルーに点灯

②「テープボタン」を押します。「ＴＡＰＥ」液晶表示。

③ＵＳＢ／ＳＤどちらかを挿入口にしっかりとセットします。

　例「ＳＤ」液晶表示　※両方はできません

④「録音ボタン」を押します。 ＲＥＣ液晶表示。数秒後に

　ＳＤのアイコン液晶表示が点灯→点滅。録音スタートします。

⑤「自動曲番入りボタン」 を何度か押します。 -20db -30db -40db 

　 選択表示させます。 　　　※NO TOC AUTO 液晶表示。

⑥カセットテープを挿入口に差込みます。※自動再生します

⑦音量ツマミでお好みの音量に合わせます。

　※ここでの音量調整は録音には影響しません。

⑧続けてＢ面または別のテープを録音する場合

　「ＣＤ-❶停止ボタン」を押し、録音を止めます。

　テープを取出しＢ面または別のテープを用意します。

　もう一度、上記④から操作を繰り返します。

⑨録音を止めるには「ＣＤ-❶停止ボタン」を押します。

　ＥＮＤ液晶表示。



ＣＤプレーヤーの使い方

①「電源ボタン」を押します。※液晶表示がブルーに点灯

②「ＣＤ-❶ボタン」を押します。「ＣＤ-1」「ＮＯ」液晶表示。

③「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を押します。（トレーが出てきます）

  「ＯＰＥＮ」液晶表示。

④音楽ＣＤをセットし、「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」でトレー

　を閉じます。※手では押込まないで下さい。

　例「０１８」曲数が表示され自動再生されます。

⑤音量ツマミでお好みの音量に合わせます。

⑥再生を止めるには「ＣＤ-❶停止ボタン」を押します。

■使用できるＣＤは‥‥

・ＣＤ-Ｒ/ＣＤ-ＲＷと購入時のラベルや印刷面に記載されているＣＤです。

・ＶＣＤ、ＤＶＤ、Ｂｌｅ-ｒｅｙ、音声多重ＣＤはご使用できません。

・本機はＣＤの標準規格に従って設計されています。

・規格外のＣＤの場合は動作できません。

■ＣＤを取扱うときの注意

・ディスクをＣＤトレイにセットするときは「印刷面」を上にしてセットします。

　※「キラキラ」光っている面（読取面）を下にします。

・読取面に、指紋、汚れがあるときは、ウエットティッシュなどで汚れをとり

　やわらかい布などで乾拭きしてください。

・使用後のディスクは、ゴミや汚れ、キズ等を防ぐために必ず、保護ケースに入れて保管　してください。

・読取面には直接指で触れないように持ってください。

・ベンジンやシンナー、アルコール、レコード用クリナー、静電気防止剤などの

　化学溶剤はディスクを傷めますので絶対に使用しないでください。

・ラベル等を「読取面」に絶対に貼らないでください。

■本機で音楽ＣＤをセットし認識すると曲数が

　液晶表示されます、認識されない場合は、ＣＤ

　にキズや汚れの恐れがあります一度取出しを

　し汚れ等をふき取り再度セットして下さい。



ＣＤプレーヤーの使い方 -２

■プログラム再生

本機はＣＤの曲をお好みの順番に記憶させて再生することができます。

プログラムモードでは１回の設定で最大２０曲まで、記憶させること

ができます。

①「ＣＤ-❶」にＣＤをセットし停止状態にします。

②「プログラムボタン」を押します。「Ｐ ０１」液晶表示。（設定１曲目）

　が点滅して表示されます。

③「ＣＤ-❶送りボタン」「ＣＤ-❶戻りボタン」を押して設定したい曲

　番を表示させて「プログラムボタン」を押し決定します。

※２０曲を超えると”ＦＵＬＬ”と表示されて記憶できなくなります。

　「ＣＤ-❶停止ボタン」を押すと元の状態に戻ります。

④プログラム設定がおわったら「ＣＤ-❶再生 / 一時停止ボタン」を

　押してプログラム再生を開始します。

⑤再生を止める場合は「ＣＤ-❶停止ボタン」を押します。

　※「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を押すと記憶されたプログラムは

　消去されます。



ＣＤからＣＤへの録音方法

①「電源ボタン」を押します。※液晶表示がブルーに点灯

②「ＣＤ-❷ボタン」を押します。「ＣＤ-２」液晶表示。

③「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を押します。（トレーが出てきます）

  「ＯＰＥＮ」液晶表示。

④ＣＤ-Ｒ/ＲＷをセットし「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を

　押しトレーを閉じます。  「CD-R/CD-RW」液晶表示。

　ＣＤ認識すると「0000000」液晶表示。

⑤「ＣＤ-❶ボタン」を押し、音楽ＣＤをセットします。

　例　「018」液晶に曲数が表示。自動再生されるので

　「ＣＤ-❶停止ボタン」で停止します。

⑥「録音ボタン（CD-❷）」を押します。 ※録音準備状態です

　上段　例「０１８」音楽ＣＤ曲数液晶表示。

　下段　「００１」  ＲＥＣ液晶表示。

⑦「自動曲番入りボタン」 を押します。 

　※-20db -30db -40db を選択します。※液晶表示させます。

⑧「ＣＤ-❷の再生ボタン」 を押します。※録音スタート。

⑨「ＣＤ-❶の再生ボタン」 を押します。

⑩「音量ツマミ」でお好みの音量に合わせます。

　※ここでの音量調整は録音には影響しません。

⑪録音を止めるには「ＣＤ-❷の停止ボタン」 を押します。

⑫次に「ＣＤ-❶の停止ボタン」 を押します。

上記で仮録音終了です。 本機ＣＤ-❷では再生可能ですが

他のプレーヤーまたはＣＤ-❶では再生できません。

再生可能にするには完成処理が必要です。

取扱説明書 P. ２３完成処理方法をご覧ください。

注意　音楽ファイルの消去は CD-RW のみ行えます。CD-R は一度録音すると消去できません。

　　　録音テストを CD-RW で行なっていただくことをお勧めします。



ＣＤからＵＳＢ/ＳＤへの録音方法

①「電源ボタン」を押します。※ディスプレイがブルーに点灯

②「ＣＤ-❶ボタン」を押します。「ＣＤ-１ no disc」液晶表示。

③「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を押します。（トレーが出てきます）

  「ＯＰＥＮ」液晶表示。音楽ＣＤをセットし「ＯＰＥＮ/ＣＬ

　ＯＳＥボタン」を押しトレーを閉じます。  　　　　　　　

　例「０１８」曲数液晶表示。自動再生しますので

④「ＣＤ-❶停止ボタン」を押し、再生を停止します。

⑤ＵＳＢ／ＳＤどちらかを挿入口にしっかりとセットします。

　例「ＳＤ」液晶表示　※両方はできません

⑥「録音（USB/SD）ボタン」を押します。 

　ＯＮＥ、ＡＬＬ、ＤＩＲどれかを表示選択し。もう一度「録音

　(USB/SD) ボタン」を押します。数秒後にＳＤのアイコンが

　点灯→点滅し録音スタート。

⑦「自動曲番入りボタン」 を何度か押します。 -20db -30db -40db 

　 選択表示させます。 　　　※NO TOC AUTO 液晶表示。

⑧「ＣＤ-❶再生 /一時停止ボタン」を押し、音楽ＣＤを再生し

　ます。※音声がでます。

⑨音量ツマミでお好みの音量に合わせます。

　※ここでの音量調整は録音には影響しません。

⑩録音を止めるには「ＣＤ-❶停止ボタン」を押します。

　「ＥＮＤ」液晶表示。



ＵＳＢ/ＳＤの使い方

①「電源ボタン」を押します。

②ＳＤカードを挿入口にしっかりと差込みます。　　　　　　

③「ＵＳＢ/ＳＤボタン」を押しＣＡＲＤ液晶表示を確認します。

④ＳＤのアイコン液晶表示が点灯→点滅。

　ＭＰ３アイコンが点灯し自動再生されます。

⑤「音量ツマミ」でお好みの音量に合わせます。

⑥再生を止めるには「ＣＤ-❶停止ボタン」を押します

⑦「送りボタン」一曲先送り「戻りボタン」一曲戻ります。

⑧「ＣＤ-❶ 一時停止 /停止ボタン」は再生を停止、または

 一時的に再生を停止できます。

※ＵＳＢメモリー /ＳＤカードの読取りができない場合、パソ

　コンでフォーマットを行ってください。データのバックアッ

　プはお客様ご自身で行っていただくようお願いします。

■フォルダの移動について

　フォルダを切り替える場合は、リモコンの「フォルダ移動ボ

　タン上 /下」を使って切り替えてください。

※フォルダ名を確認するには、再生中の「液晶表示」に

　Ｆ００１　Ｆ００２…と表示されます。



ＵＳＢ／ＳＤからＣＤへの録音方法

①「電源ボタン」を押します。※液晶表示がブルーに点灯

②「ＣＤ-❷ボタン」を押します。「ＣＤ-２」液晶表示。

③「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を押します。（トレーが出てきます）

  「ＯＰＥＮ」液晶表示。

④ＣＤ-Ｒ/ＲＷをセットし「ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥボタン」を

　押しトレーを閉じます。  「０００　００：００」液晶表示。

⑤「ＵＳＢ／ＳＤボタン」を押します。音楽データが入った

  ＵＳＢ／ＳＤどちらかを挿入口にしっかりとセットします。

　例「ＵＳＢ」液晶表示　※両方はできません

　自動再生しますのでＣＤ-❶の停止ボタンを押します。

⑥「録音ボタン（CD-❷）」を押します。 ※録音準備状態です

⑦「自動曲番入りボタン」 を押します。 

　※-20db -30db -40db を選択します。 （表示させます）

⑧「ＣＤ-❷の再生ボタン」 を押します。※録音スタート

⑨「ＣＤ-❶の再生ボタン」 を押します。※USB/SD 音声がでます。

⑩「音量ツマミ」でお好みの音量に合わせます。

　※ここでの音量調整は録音には影響しません。

⑪録音を止めるには「ＣＤ-❷の停止ボタン」 を押します。

⑫次に「ＣＤ-❶の停止ボタン」 を押します。※USB/SD 音声停止

上記で仮録音終了です。 本機ＣＤ-❷では再生可能ですが

他のプレーヤーまたはＣＤ-❶では再生できません

再生可能にするには完成処理が必要です。

取扱説明書 P. ２３完成処理方法をご覧ください。

注意　音楽ファイルの消去は CD-RW のみ行えます。CD-R は一度録音すると消去できません。

　　　録音テストを CD-RW で行なっていただくことをお勧めします。



ＵＳＢとＳＤの相互録音方法

①「電源ボタン」を押します。※液晶表示がブルーに点灯

②「ＵＳＢ／ＳＤボタン」を押します。　「ＵＳＢ」液晶表示。

③音楽データが入った「ＵＳＢ」と「空のＳＤ」を挿入口にしっ

　かりとセットします。自動再生しますので「ＣＤ-❶停止ボ

　タン」　を押し再生を停止します。

④「録音（USB/SD）ボタン」を押し、 ※ＲＥＣ液晶表示。

　「ＣＤ-❶の送り / 戻りボタン」 で「ＯＮＥ/ＤＩＲ/ＡＬＬ」

　どれかを選択し、液晶表示のままにします。

　「録音（USB/SD）ボタン」を押します。録音スタートし音声

　がでます。

⑤音量ツマミでお好みの音量に合わせます。

　※ここでの音量調整は録音には影響しません。

⑥録音が終了すると元の曲数が液晶表示されます。

■ＵＳＢからＳＤ／ＳＤからＵＳＢへの録音方法。下記ではＵＳＢからＳＤへの録音方法

　を説明します。ＳＤからＵＳＢの場合はＵＳＢ／ＳＤを置き換えて操作してください。



外部機器の接続と再生 /録音方法

①「外部入力端子」とお手持ちの外部機器を付属ケーブルで

　接続します。

②「外部入力ボタン」を押します。「ＡＵＸ」液晶表示。

③外部機器を再生します。本機のスピーカーから音声が出ます。

④「音量ツマミ」でお好みの音量に合わせます。

⑤再生を止めるには、外部機器の「停止ボタン」を押します。

外部機器の音声を聴く場合

外部機器の音声をＵＳＢ/ＳＤへ録音

外部機器の音声をＣＤへ録音

上記の外部で音声を聴くと同じように外部機器を接続します

①「ＵＳＢ/ＳＤボタン」を押します。

②「ＵＳＢまたはＳＤ」どちらか片方録音したいメディアを

　挿入します。挿入したアイコンが液晶表示。

③「録音ボタン（ＵＳＢ/ＳＤ）」を押します。ＲＥＣ液晶表示。

　挿入したメディアアイコンが数秒後に点滅し録音スタート。

④外部機器を再生します。スピーカーから音声が出ます。

⑤「音量ツマミ」でお好みの音量に合わせます。

⑥録音を止めるには、「CD-❶停止ボタン」を押します。

⑦外部機器の「停止ボタン」を押します。

上記の外部で音声を聴くと同じように外部機器を接続します

①「CD-❷ボタン」を押します。　ＣＤ-２液晶表示。

②「OPEN/CLOSE ボタン」で CD トレーを開き録音用

　CD-R/RW をセットし、「OPEN/CLOSE ボタン」で閉じます。

　「０００　００：００」液晶表示。

③「外部入力ボタン」を押します。（外部機器を再生できる状態）

④自動曲番「トラック No.」を入れる場合は「自動曲番入ボタン」

　を押します。-20db -30db -40db を選択します。

⑤「録音ボタン（ＣＤ-❷）」を押します。ＲＥＣ液晶表示。

⑥「ＣＤ-❷再生 / 一時停止ボタン」 を押します。 （仮） 録音スタート。

⑦外部機器を再生します。

⑧「音量ツマミ」でお好みの音量に合わせます。

⑨録音を止めるには、「ＣＤ-❷停止ボタン」を押します。

⑩外部機器の「停止ボタン」を押します。

※　他の機器／ＣＤ-❶で再生するには完成処理が必要です

　　P.２３ の操作を行ってください。



ＣＤの完成処理 /データ削除方法

ＵＳＢ/ＳＤのデータ削除方法

①削除したいＳＤ／ＵＳＢどちらかを挿入口に差込み、

　「ＣＤ-❶停止ボタン」 で再生を停止します。

②「ＣＤ-❶送り、 戻り」 ボタンで消したい曲

　を選択し、 「削除ボタン （USB/SD）」 を押します。

”ＤＥＬ” と点滅表示がでます

③「ＣＤ-❶送り、 戻りボタン」 を１回押すと”ＤＩＲ” ２回押すと”ＡＬＬ”

　３回押すと”ＯＮＥ” と点滅表示。 削除したいモードを選択します。

④再度 「削除ボタン」 を押します。ＭＰ３ファイルが削除されると

　　” 曲数”＊＊＊” の順に表示されます。

※「曲番号”＊＊＊”」 の”＊＊＊” の部分には　” ００１　” 等の３桁

　の数字が表示されます。








