MP3 プレーヤー Mｘｘ10 シリーズ

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みの上、
正しく快適にご使用くださいますようお願い申し上げます。
本説明書は紛失しないよう大切に保管してください。

セット内容
本体と下記の付属品が同梱されます。ご使用の前にお確かめください。
① 本体 ②ドライバ CD ③ネックストラップ付きイヤホン

④ USB ケーブル ⑤取扱説明書

ボタンの一覧
M5310

M7810

名称（記号）
PLAY
MODE（M）
NEXT
LAST
HOLD(HOLD)
A-B、REC(●)
Vol+(＋)
Vol-(－)

動作
備考
音楽の停止/再生
メニューのときに押すとメニューから
押し続けると電源 ON/OFF
抜けます
決定、メニュー呼び出し
ダイヤルタイプの機種の場合、ダイ
ヤルを押します。
長く押すとキャンセル
次曲、カーソルの移動
ダイヤルタイプの場合、
再生中に長押しで早送り
右にダイヤルします。
前曲、カーソルの移動
ダイヤルタイプの場合、
頭出し、長押しで巻き戻り
左にダイヤルします。
HOLD 機能を切り替えます。有効にすると操作を受け付けなくなります。
再生中に押すと A-B リピートモードに変移します、
その他の場合ボイス録音を開始します。
音量を上げます
音量を下げます

動作環境
以下の条件を満たすパソコンが必要となります。
Windows 対応 OS
Windows98SE/Me/2000Professional
/XP(Home/Professional)/VISTA
Pentium 200MHz 以上推奨
CPU
64MB(128MB 以上推奨)
メモリ
20MB 以上の空き容量
ハードディスク
CD-ROM ドライブ
ドライブ
800×600 ドット以上
ディスプレイ
標準装備 USB
インターフェース
動作環境を満たしていても、機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。予めご了承ください。
USB ハブ、拡張 USB などの使用や、自作機および改造機の PC については動作保証いたしません。

パソコンと接続・曲の転送
windows2000/ME/XP をご利用の場合、接続すると自動的に認識されます。
Windows98SE をご使用の場合、ドライバをインストールする必要があります。
付属のドライバ CD をインストールしてください。
●接続と音楽の転送●
パソコンに保存されている音楽ファイルなどを転送します。
プレーヤーは、転送された音楽ファイルを認識して再生します。
1. PC を起動します。
2. マイコンピュータを開きます。
3. PC と本体を USB で接続します。
4. ディスプレイに接続中の画面が表示されます
5. マイコンピュータ内に「リムーバブルディスク※」の項目が作成されます。
(※環境により、表現が異なる場合がございます。)
6. 「リムーバブルディスク」へ音楽ファイルやフォルダをドラッグ＆ドロップします。
●本体を PC から取り外す●
1. デスクトップ右下にある「タスクトレイ」の「ハードウェアの安全な取り外し」
のアイコンをダブルクリックし該当するドライブを停止します。
2. 右下に「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら本製品を PC から取り外します。
・安全な取り外しをしない場合、PC や本体の故障の原因になります。
・98SE の場合、「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンが表示されません。
図のような表示(矢印が表示されず、ZZZ の表示のとき)に取り外してください。

ファイル操作
●ファイルの削除●
音楽ファイルやデータファイルなどの削除は PC 上で行います。
1.「リムーバブルディスク」内の不要なファイルを選択し、「ごみ箱」へドラッグアンドドロップします。
2.ごみ箱を右クリックし、「ごみ箱を空にする」を選択し、消去します。
！ファイルの転送や削除中は絶対に接続を解除しないでください。
データが破損する恐れがあります。
●フォーマットする●
転送したデータを完全に消去し、メモリを初期状態に戻す場合は、パソコンでフォーマットを行います。
1. 「リムーバブルディスク」を右クリックし、「フォーマット」を選択します。
2. フォーマットのウィンドウが出てきますので、
「ファイルシステム」の項目を「FAT」にセットし、フォーマットを行います。
！必ず「ファイルシステム」の項目を「FAT」にしてフォーマットを行ってください。
！4GB 以上のモデルの場合、「FAT32」にてフォーマットを行ってください。
！他の形式でフォーマットした場合、正常に動作しなくなる場合があります
！フォーマットを行うとすべてのデータが消去されます。必要なデータはバックアップを取ってからフォーマットを行ってくだ
さい。

メインメニュー
最初に起動すると、メインメニューの画面になります。
下記アイコンが並んでいるので、選択します。
各アイコンの説明
音楽を再生するモードです。

ボイスレコーディングのモードです。

REC で保存したファイルを再生するモードです。

システムの各種の設定を行います。

●メニュー時の基本操作●
メニューの移動
右のメニューに移動するときは NEXT を
左のメニューに移動するときは LAST を押します。

メニューの選択、決定
MODE ボタンを押します。

メニューを閉じる
MODE ボタンを長押しするか、メニューから終了を選択するか、
PLAY ボタンを押します。

1.音楽モード（ ）
転送した音楽を聴くモードです。

画面説明

①
②
③
④

⑤ 再生時間/曲の長さ
⑥ 電池の量
⑦ 現在再生中の曲の情報を表示します

歌詞ファイルの有無(有： 無： )
ファイル形式とビットレート
トラック番号/トラック数。
現在のイコライザーを表示します。

操作方法
再生、停止
①電源をオンにし、音楽モードに入ります。
②PLAY ボタンを押すと、音楽が再生されます
③もう一度 PLAY ボタンを押すと停止します。

早送り、巻き戻し
NEXT を押し続けると、早送りします。
LAST を押し続けると、巻き戻します。

次曲へ進む、前曲へ戻る
NEXT で次曲に、LAST で前曲へ移動します。
再生中だった場合、移動した先の曲で再生を開始します。
停止中だった場合、移動のみとなります

音量の調整
VOL＋を押すと音量が大きく、VOL－を押すと音量が小
さくなります。

2.録音モード（ ・ ）
録音モード(
)
ボイスレコーダーのモードです。
PLAYボタンを押すと録音が開始され、画面右上のカウントが進みます。
録音中、もう一度PLAYボタンを押すと一時停止し、画面右上のカウントが点滅します。
カウントが点滅しているときに PLAY ボタンを長押しすると、録音した音声を保存します。
MODE ボタンの長押しでも保存され、メインメニューに戻ります。

再生モード（
）
ボイスレコーダーで録音した音声を再生するモードです。
操作方法は音楽モードと同様です。
録音したファイルを削除するには
メインメニューより、RPL のモードを選択し、削除したいファイルを表示します。
MODE ボタンを押してメニューを表示します。
ローカルフォルダ、ファイル削除、すべて削除、終了の順にメニューが表示されますので、
ファイル削除を選択します。
確認のメッセージが表示されますので、NO の表示を YES に変更し、決定します。

音楽再生中のメニュー
音楽を再生中に MODE ボタンを押すと、再生中のメニューが開きます。
（下記内容は MSC モードの時のものです。RPL モードの際は一部のみの設定となります。）
リピート
リピートの設定を行います。
種類
リピート動作
ノーマル
すべての曲を再生します。
1 曲リピート
再生している曲を繰り返し再生します。
フォルダ
フォルダ内の曲を再生します。

フォルダリピート
全曲リピート
ランダム
イントロ

フォルダ内の曲を繰り返し再生します。
すべての曲を繰り返し再生します。
フォルダ内の曲をランダムで再生します。
最初の 10 秒間のみ再生します。

イコライザー
イコライザーの設定を行います。
ナチュラル、ロック、ポップ、クラシック、ソフト、DBB(重低音強調)から選択が可能です。
テンポレート
音楽の速度を調節します。
NEXT、LAST で目盛りを調節し、MODE ボタンで決定します。
※この機能は MP3 形式の音楽ファイルのみ可能です。WMA 形式では変更することが出来ません。
再生モード
A-B リピートモードでの再生を行います。
音楽を再生中に REC ボタンを押すことでもこのモードになります。

選択すると画面に のアイコンの A の部分が点滅した状態で表示されます。
NEXT ボタンを押すと、“A”がセットされ、 のアイコンの B の部分が点滅します。
もう一度 NEXT ボタンを押すと、“B”がセットされ、セットされた“A”と“B”の間を繰り返し再生します。
※A-B リピート中に Vol ボタンを押すと、テンポ設定のモードになります。NEXT,LAST ボタンで設定を行います。
フォローリード機能
A-B リピート中に NEXT ボタンを押すと、アイコンが
から のアイコンに変化し、ボイス録音を開始します。
録音時間は A-B リピートの期間と同じ時間です。
録音時間が終了後、アイコンが
に変化し、オリジナルの曲を再生します。
その際に NEXT のボタンを押すと、アイコンが に変化し、録音された音声を再生します。
音声の再生が終わると、アイコンが
に変化し、オリジナルの曲を再生します。
オリジナル曲の再生が終わると、再び音声を再生します。
LAST ボタンを押すことにより、再度録音を行うことが出来ます。
A-B リピートの機能は、すべて MODE ボタンを押すことにより抜け出すことが出来ます。
再生回数
A-B リピートの際のリピート回数を設定します。
設定した回数をリピートした後、通常の再生に移行します。
再生間隔
A-B リピートの際、“A”に戻る際の間隔を設定します.(単位：秒)

音楽停止時のメニュー
音楽の停止中に MODE ボタンを押すと、停止中メニューが表示されます。
ローカルフォルダ
音楽を再生するフォルダを選択します。
NEXT、LAST でフォルダを選択します。
\のマークは一つ上の階層に進むことを意味します。
最下層のフォルダを選択し、MODEボタンを 2 秒間押すと、選択したフォルダの曲が選択されます。

ファイル削除
選択されている曲を削除します。
選択すると確認の画面になり、右上に「NO」のマークが表示されます。
NEXT、または LAST を選択すると、マークが「YES」に変わります。
マークが「YES」の際に MODE ボタンを押すと、曲が削除されます。
オール削除
選択されているフォルダに保存されている曲のすべてを削除します。
操作方法はファイル削除と同じになります。

録音時のメニュー(停止時のみ)
REC モードの際、録音を開始していないときに MODE ボタンを押すと、メニューが表示されます。
ローカルフォルダ
音声を録音するフォルダを選択します。
操作方法は音楽停止時のメニューと同じになります。
録音タイプ

録音のタイプを変更します。
良質録音(WAV 形式)
良質 VOR 録音(WAV 形式)
長時間録音(act 形式)
長時間 VOR 録音(act 形式)
※VOR 録音は音声入力がなくなった際、自動で録音を停止します。
※act 形式はプレーヤー内専用の再生形式となります。
PC などに転送する際は WAV 形式で保存されるタイプを選択してください。

3. システム設定( )
System Time
プレーヤー内の時間を設定します。
選択すると時間が表示されます。
時間の設定方法
1. System Time を選択し、時間を表示します。
2. Vol の＋を押すと、時計が止まり西暦、月、日、時、分、秒の部分が順番に点滅します。
3. NEXT、LAST ボタンを押すと、点滅部分の値を変更することが出来ます。
4. 設定後、MODE ボタンを押すと反映されます。

バックライト
ボタン操作時のバックライトの点等時間（単位：秒）を設定します。
選択すると目盛りが表示されるので、NEXT,LAST ボタンで変更、MODE ボタンで決定します。

バックライトカラー
バックライトの色を設定します。
各番号に対する色は以下のようになります。
番号 色
4
グリーン
1
レッド
5
オレンジ
2
ブルー
6
パープル
3
アクアブルー
7
ピンク

言語選択(Language)
表示する言語を設定します。
日本語の曲名の文字が正しく表示されない場合、こちらの設定を日本語(Japanese)に変更する必要があります。

終了設定
オフタイム
曲停止時に操作をしない際、自動で電源を切る時間を設定(単位：秒)をします。
設定を 0 にすると、自動で電源が切れなくなります。
スリープモード
オフタイムとは別に、再生中であっても一定時間が経過すると電源を切る設定(単位：分)を設定します。
この設定は電源を切ると 0 に戻ります。必要な際は再度設定する必要があります。

再生モード
手動再生
A-B リピートモードの際、B 点を手動でのみ設定します。
自動再生
A- B リピートモードの際、B 点を手動で設定しない場合、自動的に設定されます。
B-

コントラスト
画面の濃度の設定をします。

ラインモード
付属のソフトにより、ディスクを複数に分割し、暗号化している際に
本体を PC に接続した時、認識されるディスクを選択します。
マルチドライバでは分割した両方のディスクを、ノーマルだけであればノーマルのみを、
暗号化ディスクの場合は暗号化したディスクのみを表示します。
この機能は windows2000 以下の OS ではサポートされません。

メモリ情報
ディスク全体の容量と、現在使用しているメモリ数をパーセントで表します。

ファームウェア
現在のファームウェアのバージョンを表示します。

アップグレード
ファームウェアのアップデートをする際に使用しますが、アップデートの際、
自動的にモードが変更するため、通常このモードは使用しません。

トラブルシューティング
画面が表示されない

・電池残量をご確認ください。
電池残量が少なくなっている場合、新しい電池と交換してください。
＋、－の方向が正しくセットされているかご確認ください・

・コントラストが弱すぎないかご確認ください。
システム設定のコントラストの数値を上げてください

ファイルが再生できない
ファイルが転送できない
音が聞こえない

・音楽ファイルの拡張子をご確認ください。
・著作権保護(DRM)の WMA ファイルには対応しておりません。
・USB が正しく接続されているかを確認します。
・HOLD 機能がオンになっていないかご確認ください。
・ディスクの空き容量をご確認ください。
・電池残量をご確認ください。
残量が少なくなっている場合、新しい電池と交換してください。
・ボリュームの設定をご確認ください。
・ファイルが正常に転送されていない可能性があります。
ファイルが壊れている場合、聞こえなかったりブランクが発生する場合が
あります。ファイルをもう一度確認して下さい.

・イヤホンが正しく接続されているかご確認ください。

主な仕様
重量

25g(バッテリーなし)

PC 接続（最大転送速度）

USB2.0(読み込み：1000kbps、書き込み：800kbps)

電池寿命

最長再生時間： 10 時間

レコード

サンプルレート
レコードフォーマット
レコード時間
ヘッドホンの最大出力

8KHz
WAV(32Kbps)ACT(8K bps)
35 時間/128MB(ACT)
(L)10mW
(R)10mW(32ｈｍ)
8Kbps～320Kbps

MP3 ビットレート
性能
WMA、WMV、ASF
5Kbps～384Kbps
対応ビットレート
周波数応答
20Hz から 20KHz
SNR
85dB
音楽フォーマット
MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV
動作環境
-5～40℃
multi- 言語ショー
簡体中国語、中国語、日本語、朝鮮語、英語、フラ
ンス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、スウェー
デン語、ポルトガル、デンマーク、オランダ語
オペレーティングシステム Windows98/SE/ME/2K/XP
※製品のデザインや仕様は予告なしで変わる可能性があります。
※電池寿命は電池の種類や使用状況により異なります。
※乾電池式の機種の場合、アルカリ乾電池の使用を推奨します。

サポート
保証について
製品が通常の使用方法により保障期間中（お買い上げより 1 ヶ月間）に正常に動作しなくなった場合、
弊社にて検証を行った後、修理、同等品との交換をいたします。
修理の際の旧部品、データに関しては一切保証いたしかねますのでご了承ください。
以下の場合は修理、交換いたしかねます。
・弊社製品と判断できない場合
・納品書をご提示できない場合
・納品書に字句が書き加えられた場合
・お買い上げ後の輸送、使用時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障
・接続しているほかの機器に起因する故障
・弊社以外での改造、分解されている場合
・そのほか、修理、交換が認められない行為が認められた場合

お問い合わせ先
AdHoc
℡076-411-7575
e-mail： info@e-adhoc.com
輸入販売元

受付時間：土日、祝日を除く平日 10:00～17:00
年末年始や土日祝日はお客様への対応が出来ません。
予めご了承ください。

使用上の注意
！危険

取り扱い方法を誤った場合、「死亡、重傷」を負うことがあります

・ ●本製品を加熱したり、日や水の中へ入れないでください。
電池の駅漏れ、破裂、発火、発熱により火災や大怪我の原因になります

●付属のケーブル類を首にかけてふざけたりしないでくださ
い。
窒息の原因などになります。小さなお子様の周りにケーブル類を放置しない
でください。

●むやみに分解、変形、改造、自分での修理をしないでくだ
さい。
故障の原因になったり、感電の危険性があります。小さな精密部品などを使
用しているため、小さなお子様の周りでは誤飲の恐れがあります。絶対にし
ないでください。

！警告取り扱い方法を誤った場合、「死亡、重傷」を負う可能性があります
電池式の機種に関する警告
●電池は単 4 アルカリ乾電池を使用してください。
●電池の＋－方向を逆にして装着しないでください。
●電池に強い衝撃を与えたり、乱暴に扱わないで下さい。
●電池交換の際、必ずプレーヤの電源を切ってください。

●電池が液漏れしたり、変形、変色など、異常が発生した場合は
直ちに使用を中止してください。
●長期間使用しない場合は必ず電池を抜いてください。液漏れな
どの原因になります。

その他取り扱いに関する警告
●同梱の CD は「データ CD」です。絶対にオーディオ用プレーヤで再
生しないでください。

●水をかけたり、濡らしたり、極端に多湿、誇りの多い場所でのご使
用、保管は避けてください。

大音量によって耳に障害を負ったり、機器を破損する恐れがあります。

感電や故障、火災の原因になります。

●運転中の使用はしないでください。

●金属類、燃えやすいものなど異物を内部に入れないでください。

自動車、オートバイなどを運転しながら、イヤフォンをしたり、本体の細かい
操作などは絶対にしないでください。交通事故の原因になります。
歩行中なども周囲の交通や路面状況に十分お気をつけください。

火災や感電の原因になります。電池収納部や端子、その他の穴・隙間に
物を入れないようにしてください。

●長時間連続再生をすると、本体が熱を持つ場合があります。
低温やけどの原因になります。

！注意
ボリュームは徐々に上げてください。耳を傷める可能性があります。

●極端に高温、低温、直射日光が当たる場所での使用、保管は避
けてください。

●大音量で長時間再生しないでください。

製品が劣化し、故障の原因になります。

大音量で長時間再生すると耳を傷める可能性があります。

●本製品の稼動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、折り
曲げたりしないでください。

●ボリュームを急に上げないでください。

故障の原因になります。

著作権について
本製品に記録したものを私的な目的以外で著作権者の承諾を得ずに複製･配布・配信することは著作権法および国際条約の規定により禁止され
ています。
その他の注意
◎本製品およびパソコンの不具合によって破損、消去されたデータに内容の保障に対し、当社では一切の責任を負えませんので予めご了承くださ
い。
◎本製品でのご使用により生じたその他危機やソフトの損害に対し、対し、当社では一切の責任を負えませんので予めご了承ください。
◎本製品でのご使用、又は使用不能から生じる付随的な損害(事業の利益損失、中断も含む)に対し、当社では一切の責任を負えませんので予めご
了承ください。

