
 

 

 

このデバイスは米連邦通信委員会（FCC）規則パート15に準拠しています。動作は以下

の二つの条件を前提としています。 

 

1. このデバイスにより有害な干渉を発生しない 

 

2 .  このデバイスは予期せぬ動作を起こす可能性のある干渉を含め、受信されたすべて

の干渉を受け入れる 

 

 

 

FCC RF干渉に関する宣言 

 

 

この機器はFCC規則パート15のクラスB、デジタルデバイス履行の制限に準拠すること

がテストにより確認されています。これらの制限は住宅地で機器を操作する場合、有害

な干渉から適切に保護するためのものです。この機器は高周波エネルギーを発生し、使

用し、また放射することがあり、説明にしたがって設置され、使用されなければ、通信に

有害な干渉を引き起こすことがあります。ただし、適切に設置された場合干渉が起こらな

いことを保証するものではありません。もし、この機器の電源を操作することによりラジオ

・テレビ受信機に有害な干渉を引き起こしていることが認められた場合、使用者は以下

の方法によって原因を取り除いてください。 

 

 

 

1. 受信アンテナの設置場所や向きを変える。 

 

2. 受信機と機器の距離を離す。 

 

3. 受信機が接続されているコンセントと違う回路上にあるコンセントに機器 

を接続する。 

 

4. ラジオやテレビの販売店または専門家に相談する。 

 

 

 

製造者の許可や承認なく機器の変更や修正を行わないでください。 

 

予期せぬ動作、修復不可能な損害、有害な干渉が発生する場合があります。 
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動作要求環境 USBケーブルの接続する向きの注意 
  
液晶パネルとUSBケーブルのマークが同じ方向に見えるように接続して下さい。 

・・CPU: Pentium 233MHz 以上 
USB保護シャッターは、USBケーブルの挿入と共に格納されます。 

・・Windows98 / 98SE / ME / 2000PRO / XP 
USB保護シャッターを、無理に手で挿入する事はお止め下さい。 

・・HDD: 1GB 以上の空き 
 ・・Memory: 64MB DRAM 以上 

 

・・表示解像度: 1024 x 768,16Bit Color or better recommended 

・・USBポート1個 

・・CD-ROMドライブ 

 

  

付属品 各部の機能と名称 
 

 Front 

リピートA-B/プリセット . Memory ボタン 説明書 
再生 . 一時停止/ボリューム調整 ボタン 

インストールCD メニュー表示/早送り . 巻き戻し ボタン 

ボイスレコーダー用マイク USBケーブル 
エンコード/録音 ボタン 

MP3エンコードケーブル USBコネクタ 

ヘッドフォン バッテリーカバー USBコネクタスライドスイッチ 

ホールドスイッチ 専用ポーチ 
 

アルカリ単四乾電池 Back 
  

 ヘッドフォンジャック 

ネックレース金具 

USBポートの機能確認 エンコード入力端子 

 
  
1. ソフトウェアをインストールする前に、USBポートの動作を最初に確認してください。  
  
2. マイコンピューターのコントロールパネルのハードウェアからデバイスマネージャーを開いてくだ

さい。 
 

  

 3. 「USB(Universal Serial Bus) コントローラー」が.リストにあるか確認して下さい。 
  

 4. お使いのOSによっては、”General Serial Bus コントローラー”や”ユニバーサル 

 Serial Bus コントローラー”と表示されるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 5. もしデバイスマネージャーのリストに無い場合は.お使いのPCのUSBポートが機能していません。

お使いのPCのメーカー様にお問い合わせ下さい。.  



3. ”MP3 Driver+TTS” を選択した場合は、先にTTSソフトウェアがインストールされます。 ソフトウェアのインストール 
TTSソフトウェアのインストール後、"Finish" をクリックすると、数秒後にMP3 Driverのインストールが

自動で始まります。  
"Next"をクリックし、作業の最後に"Finish" をクリックすると、OSが再起動されます。  
 

・・ソフトウェアのインストールの前に、全てのUSBデバイスを取り外して下さい。 

 

・・ソフトウェアのインストールが完了するまで、全てのUSBデバイスを装着しないで下さい。 

・・このマニュアルは、Windows XPの作業内容を書いたものです。他のOSの場合は、画面表示や順

序が異なる場合が有ります。 

 

1. CD-ROMをPCのCD-ROM/DVD-ROMドライブに入れて下さい。 

オートラン機能により、自動的に下の画面が表示されます。  
もし、下の画面が出ない場合は、マイコンピューターのCD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックし、

中のファイル「Install.exe」をダブルクリックして下さい。 4. デスクトップ上に'Live Music_H Explorer' のアイコンが追加されています。 

  

 

5. 製品をUSBコネクタに接続し'►/ II'ボタンを一度押して下さい。マイコンピューターに、リムーバブ

ルディスクが追加されます。 

このリムーバブルディスクの中にMP3/WMAファイルをコピーして、本体をUSBコネクタから取り外せば、

直ちにMP3/WMAファイルの再生が可能です。以下は、付属ソフト(Live Music_H Explorer)を用いた場

合になります。 

 

6. デスクトップ上の'Live Music_H Explorer'アイコンをダブルクリックすると下の画面が表示されま

す。こちらからもMP3/WMAファイルの転送が可能です。'Live Music_H Explorer'すの使い方に関して

は、Page10の「音楽ファイルの転送」をご覧下さい。 

 

2. 画面左側は、Japaneaseを選んで下さい。画面右側は、TTS(Text To Speech)機能を使う場合

は”MP3 Driver+TTS”にチェックを入れて下さい。全て宜しければ、最後に”Install”のボタンをクリック

して下さい。 
 

 

(TTS関連ソフトウェアもインストールする場合、PCの性能のよっても異なりますが、インストール時間

は5分程度かかります。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 
  

  

 
 

 

  

  
 

  



ソフトウェアのアンインストール（削除） フォーマット（この作業は通常は不要です） 

  

  
1. ソフトウェアのアンインストールの前に、全てのUSBデバイスを取り外して下さい。 

定期的に、「マイコンピューター」の「リムーバブルディスク」をフォーマットすることを推奨します。 

（注）フォーマットを行うと、転送してある全ファイルが消去されます。 

  

Windows 98とWindows 98 SEをお使いの場合、先にPage4の「ソフトウェアのインストール」を行い、「マ

イコンピューター」に「リムーバブルディスク」を追加する必要があります。 2. 「コントロールパネル」の「ソフトウェアの追加と削除」を開いて下さい。 

 フォーマットに関しましては、Windows ME, 2000, or XPをお使いの場合は、Page4の「ソフトウェアのイ

ンストール」を行わなくても可能です。 

3. 'Digital LiveMusic_H Audio Player'をクリックし「変更と削除」のボタンをクリックすると、MP3 Driver

が削除されます。TTS関連ソフトウェアの削除は、’TTS’を選び同様の操作をして下さい。 
 

1.乾電池を取り外したCA-H70MTをUSBコネクタに接続し、'►/ II'ボタンを一度押して下さい。「マイコ

ンピューター」に、「リムーバブルディスク」が追加されます。 

 

 

 

2.「リムーバブルディスク」のアイコンの上で右クリックし、「フォーマット」を右クリックして下さい。 

 

 

 

 

4. もし、アンインストールの作業過程で、エラーが出るなどでアンインストールが失敗する場合は、

再び完全な再インストールの後、アンインストールが必要かもしれません。 

3. FAT(16)でフォーマットを行って下さい。FAT32等の他形式ではフォーマットしないで下さい。 
 

 
 

 
4.フォーマット作業が完了しましたら、「閉じる」をクリックして下さい。  
  

5. CA-H70MTをPCから取り外して、乾電池を入れてから'►/ II'ボタンを一度押して電源を入れて下

さい。その後、PCに再接続しMP3/WMAファイルを転送して下さい。 
 

 

  

 
 

 

  

  
 

 
 

 
 

 



6. アップデート作業が終了したら、“Close” ボタンをクリックして、ウインドウを閉じて下さい。 ファームウェアアップデート（この作業は通常は不要です） 

 

 

 

1. 乾電池を取り外したCA-H70MTをUSBコネクタに接続し、'►/ II 'ボタンを10秒間押し続けて下さ

い。 

2. 「ハードウェアウィザード」が起動し、’Player Recovery device’を検出します。「次へ」 をクリック

し・「完了」をクリックします。 

  

 

 

 

8. アップデート後は、PCから取り外して10秒間お待ち下さい。10秒後に再接続しLCDに "READY" 

と表示されないと、'Live Music_H Explorer'はお使い頂けません。 

 

9. アップデート後はフォーマットを行って下さい。（Page4参照） 
 

 
3. 作業が完了すると、 Window98 / 98SEの場合、画面が異なります。 

 デバイスマネージャーに 

 'Player Recovery Device Class'  
 が追加されます。 

  

  
 

  

  
4. 「スタート」→「プログラム」 →“Digital LiveMusic_H Audio Player”から“LiveMusic_H Update”を

起動すると、「ハードウェアウィザード」が起動する場合があります。「次へ」 をクリックし「完了」をクリ

ックします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

5. LiveMusic_H Firmware Updaterが起動します。  
 (Window98/98SEの場合、再び「スタート」 

 →「プログラム」 →“Digital LiveMusic_H Audio Player” 

 から“LiveMusic_H Update”を起動する必要が 

 あるかもしれません）“Start”ボタンをクリックすると 

アップデート作業が開始されます。 

 この間は、絶対にPCを終了したり、 

USBコネクタから本体を取り外さないで下さい。 

  



5. 中央のウインドウから、右側のウインドウにドラッグアンドドロップをする事で、CA-H70MTへ音

楽ファイルの転送が出来ます。 
音楽ファイルの転送 

  

 

 
1. 電源を入れた状態のCA-H70MTをUSBコネクタに接続するか、乾電池を取り外したCA-H70MT

をUSBコネクタに接続し、'►/ II'ボタンを押して下さい。 

 

2. LCDに"READY"と表示されたら、デスクトップの'Live Music_H Explorer'のアイコンをダブルクリッ

クして下さい。 

 

 

 

6. ファイルを転送している間はLCDに"WRITING"と表示されます。転送が完了したらLCDに

"READY" と表示されます。. 転送エラー防止のために、"READY" が表示されてから10秒間は、

CA-H70MTをPCから取り外さないで下さい。 

 

7. 電源を入れた状態のCA-H70MTをUSBコネクタに接続している場合、PCから取り外すと、自動

的に電源が入ります。'►/ II 'ボタンを押すと再生が始まります。. 

 

8. もしエラーが起きた場合、フォーマットを行って下さい。（Page4参照）  

3. 右のウインドウにはCA-H70MTの内部のファイル・フォルダが表示されます。'Live Music_H 

Explorer'の起動直後に'Search' ボタンをクリックすると、Cドライブの中にあるMP3/WMAファイルが、

中央のウィンドウ内にリストアップされます。 

 

 

Note 

  
・・CA-H70MTがPCに接続され電源が入った状態で、マイコンピューターや検索を使うと、リムーバブ

ルディスクのアイコンを確認できます。'Live Music_H Explorer'を使わなくても、リムーバブルディスク

へ、音楽ファイルやフォルダを直接コピーする事で、CA-H70MTへの転送が可能です。 

 

音楽ファイルの再生順番は、ほぼリムーバブルディスクへ音楽ファイルをコピーした順番によって決

まります。複数の音楽ファイルを同時にコピーする場合は、フォルダのタスクバーにて「表示」＿「一

覧」または「表示」＿「詳細」を選んでから、「編集」＿「全てを選択」を選び、一番上の音楽ファイルをク

リックしてリムーバブルディスクへドラッグアンドドロップでコピーすれば、「表示」＿「一覧」または「表

示」＿「詳細」で表示される音楽ファイルの一番上から順番にコピーされます。多くの場合、この順番

が音楽ファイルの再生順番になります。 

ただし一部例外があり、ファイル名が「かな文字」「カナ文字」が混じる場合、稀に順番が変化します。

順番の優先順位は、第1文字目（第1文字目が他のファイル名と同じ場合は第2文字目以降に初めて

異なる1文字目）が影響します。 
 

4. Cドライブ以外のドライブからMP3/WMAファイルをリストアップしたい場合は、左のウィンドウで任

意のドライブ・フォルダを指定してから'Search' ボタンをクリックして下さい。 
 

①特殊な記号 ②数字 ③英語 ④漢字・かな・カナ等の特殊な条件等 

  
この順番変化を回避するには、ファイル名の頭を番号(「001_あいうえお.MP3」「002_かきくけこ.MP3 

等」)にしておき、上記の方法でコピーすると、確実にコピー順の番号順になります。  

 これらのファイルをフォルダ毎コピーする場合は、ファイルを番号順に作成して下さい。 

 
 

 
 

  

  



Text to Speech Transformation (TTS) TTSのファイル保存 
  
 

 
1. CMT-TTSで入力した文字・文章は、 Note 
TXT形式で保存可能です。 

 ’SAVE’アイコンをクリックして下さい。 
TTS(Text to Speech)は、テキストを音声に変換するシステムです。 ファイル名と保存場所を指定して下さい。 
TTSは、インターネットの文章や、テキストファイルを音声に変換できます。  
変換した音声は、MP3ファイルとしてCA-H70MTに転送されます。  
CA-H70MTを使って、インターネットの文章や、テキストファイルを、 

2. CMT- TTSで入力した文字・文章は、MP3ファイルに変換し、 音声ファイルとして持ち運べます。 

CA-H70MTに転送できます。‘Generator’アイコンをクリックして下さい。  
ファイル名を入力し’Start’ボタンをクリックして下さい。 

1. 'LIVE MUSIC_H Explorer'のTTSアイコンをクリックして下さい。  

 

CMT-TTSが起動します。 

 

 

 

3. 作成したMP3ファイルは、'LIVE MUSIC_H Explorer'の右側のウインドウへ 
 

追加されます。 
2. 'Option'アイコンをクリックし、希望の言語を選択し'OK'ボタンを  

TTSの詳細については、’Help’アイコンをクリックする事で、日本語の クリックして下さい。 
ヘルプファイルを読む事が出来ます。  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3. 白いウインドウ内に日本語（かな・カナ・漢字）で文字を入力してから、 

 
再生ボタンをクリックして下さい。音声に変換されます。もう一度再生ボタンを 

 クリックすると、PCのサウンドデバイスから、入力した文字が発音されます。 

  
 

  

  

 
  

  

  
 

 



発音定義機能 各モードのボタン操作 
ボタン Normal モード Menu モード FM モード 

 ・電源 On / Off 

・再生 / 一時停止 

・電源 On / Off ・FM 録音 / 停

止 

・Search

・Stop (Pause) 

・メニュー選択  ・プリセット選択 

 

・チャンネルサー

チ 

Menu ・Menu モード  Menu モード 

Music  VoiceENC/REC

エンコード開

始 / エンコー

ド停止 

ボイス録音開始 / 

ボイス録音停止 

 ・FM 録音 / 停

止 

A-B 

PRE/MEM

・A-Bリピート箇所の設定  ・チャンネル保存

・スキャンとプリセ

ットの切替 

+ / - ・Volume 調整 (最小0̃最大32) 

 

  
 

1. 特定の文字・単語に対して、任意の発音を指定する事が可能です。 

 

2. CMT-TTSの’Option’アイコンをクリックして下さい。 

 

 

  

3. ’Source’の項目には、発音を定義したい文字・単語を入力して下さい。 Menu 機能 
’Pronunciation’の項目には、ローマ字で発音を入力して下さい。 

Mode Main Menu Sub Menu 2nd Sub 

Menu 

Contents 

MUSIC 

 

   MP3とWMAファイルを再生 

VOICE 

 

   録音したファイルを再生 

FM 

 

   FMラジオとVHF 1-3を再生。 

EQ 

 

   サウンドイコライザーモードROCK, POP, 

CLASSIC, JAZZ, NORMAL(Off) 

RPT 

 

   リピート再生モードRPT-1, RPT-ALL, 

RAND-1, RAND-ALL, NORMAL(Off) 

SCR（タイトルのスクロール速度）x 0(移動

無し), x 1, x 2, x 3, x 4 

AI-OFF（自動電源Off）1min, 2min, 5min, 

10min, DISABLE (常にON) 

BACK-LIGHTの点灯時間・0sec, 3sec, 

5sec, 10sec, CON (常にON) 

BACK-LIGHTの色・GREEN, RED, BLUE, 

MAGENTA, YELLOW, 

CYAN, WHITE, RANDOM 

エンコードの設定 

SETTING

 

   SETTINGから出る 

. 

 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

乾電池の入れ方 
 

 

1. CA-H70MTの右側のカバーをスライドして離して下さい.  
  
2. 単四乾電池を、(+)側（出っ張りのある方）を手前に挿入して、 

 右側のカバーを起こし、奥までスライドして下さい。 

 



 音楽ファイル再生 
Mode  Main

Menu 

Sub Menu 2nd Sub Menu Contents 

ブックマークを使いません 

 
ブックマークを編集します 

 
ブックマークを消します 

 

 

 

 

 

B_MARK 

 

 

  Main Menuから出ます 

 
FOLDER    選択したフォルダの音楽ファイルを再生します 

DELETE    音楽ファイルとボイスファイルを削除します 

EXIT    Menu モードから出ます 

  

 

  

 

  

1. 電源ONの状態で'►/ II'ボタンを押すと音楽ファイルが再生されます。 

再生中にもう一度押すと一時停止になります。一時停止中にもう一度押すと 

再生が再開します。 

 

2. 再生中は、タイトル名が右から左に移動します。 

 

3. 再生中に' 'を押し続けると、曲内の早送り・巻戻しが行えます。  

  

4. 再生ファイルを変更する場合は' 'を押すと曲を変更できます。 1. 電源を入れ、'MENU'ボタンを押して下さい。. 
  

5. '+' と '-' を押すと音量を32段階で調整できます。 2. MUSIC, VOICE, FM, EQ, RPT, SETTINGの6項目が表示されます。 
 

7項目以降のB-MARK, FOLDER, DELETE, EXITは 'を押して  

 画面外に移動すると表示されます。 
・・この製品は、最大256個の音楽ファイルとボイスファイルを格納できます。.  
・・この製品はID3v1/v2に対応しています。ID3のデータが有る場合はLCDに表示します。 

3. メニューで'EXIT'を選ぶか、'MENU'ボタンを押すと、メニューモードから出ます。 ・・MP3ファイル再生時のLCD表示タイトルは、ID3 Tagの記述形式に依存します。 

  
4. メニューモードで8秒間操作しない場合は、自動でメニューモードから出ます。  
  
 

 
メニュー操作 (イコライザー設定の例) 

 音楽ファイルを再生 'MENU' ボタン     

  ボタンで  'EQ'を選ぶ ・'MENU' ボタンを押す 

  
 ボタンで (ROCK, POP, CLASSIC, JAZZ) を選ぶ   

'MENU' ボタンを押す 
 

 

 
 ボタンで 'EXIT'を選ぶ  

 'MENU' ボタンを押す イコライザー選択はLCD右上に表示（R/P/C/J） 
  
 

  
  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 



ボイス録音とボイス再生 エンコードファイルの再生 
  
  
1. ボイス録音を行うには、メニュー 1. ‘MENU’ モードで’FOLDER’を選んで下さい。' 'を押して 
モードで►/ IIボタンを押し‘2.VOICE’を選び、 

’ENC’ フォルダを選んで'►/ II'ボタンを押すと、エンコードファイル(MP3)が 
’MENU’ボタンを押して下さい。 

表示されます。 
 

. 

2. ’ENC/REC’ ボタンを押すとボイス録音が始まります。 2. '►/ II'ボタンを押すと 
 

再生されます 

3. ボイス録音を一時停止するには’A-B PRE/MEM’ ボタンを押して下さい。  

 ボイス録音を再開するには’A-B PRE/MEM’をもう一度押して下さい。 
  
・・エンコードファイルのファイルネームは、自動で " L***.mp3" 

4. ボイス録音を一時停止するには （***は001からの数字）となります。 
‘ENC/REC’ボタンを押して下さい。 ・・最短録音時間は２秒です。２秒以下の録音は出来ません 
録音ファイル(拡張子WAV)が作成されます。 ・・エンコードファイルとそれを含むフォルダの最大総数は256個です。 

それ以上は最後のファイルが上書きされます。  

5. ボイス再生を行うには、録音ファイルがLCDに表示された状態で'►/ II'ボタンを  
押して下さい。一時停止するにはもう一度►/ IIボタンを押して下さい。 

  

6. ボイス録音・ボイス再生を止めるには、►/ IIを押してボイス再生を一時停止にし、’MENU’ボタ

ンを押して下さい。 
 

  
 ・・録音ファイルのファイルネームは、自動で "V***.wav"（***は001からの数字） 

となります。 

・・最短録音時間は２秒です。２秒以下の録音は出来ません。  
 

ラジオ局・テレビ局のプリセット  
 外部音声のMP3エンコード 
 

 
1. 放送局のプリセット登録を行います。 

 FM モードで' 'を押してプリセット 

登録を行いたい周波数(MHz)に合わせます。 
1. 付属のケーブルを使い、オーディオ機器のピンジャック出力と、 その後、’A-B PRE/MEM’ボタンを 
製品のENCジャックとを繋いで下さい。 押し続けて下さい。 
  

2. MP3エンコードしたい音声を再生したら, MUSICモードにて 2. PRESET[1]SAVE?と表示されたら 

’ENC/REC’ ボタンを押して下さい。  ’A-B PRE/MEM’ボタンを離し' 'で 
 プリセット番号(1-9-A-F)を選択して下さい。 

3. もう一度’ENC/REC’ ボタンを押すと、MP3エンコードが終了し、  

3. ’A-B PRE/MEM’ボタンを押すと、選択した MP3ファイルが作成されます。 

プリセット番号に放送局が登録がされます。 



ラジオ・テレビを聴く 録音したラジオ・テレビを聴く 

  

  
プリセットモードでの聴き方 1. ラジオ・テレビの受信中に’ENC/REC’ ボタンを押すと録音が始まります。. 

 もう一度押すと録音が終了します。 

 
1. MENUモードで ' ' を 

2. 録音中は"  " のマークが LCDに表示されます。 
使い’3.FMを選び、’MENU’ボタンを 

 押して下さい。. 

3. 録音の一時停止は’A-B PRE/MEM’の  
ボタンを押して下さい。もう一度押すと 

2. SCAN モードとPRESETモードは 録音が再開されます。 

 ’A-B PRE/MEM’で切り替えできます。 

 4. 録音したラジオ・テレビ音声は、 

3. PRESETモードでは ' 'でプリセットの選択が出来ます。 VOICEモードで聴く事が出来ます。 

  

4. ’MENU’ボタンを押すと、MENUモードに戻ります。 5. 128MB モデルの場合、約100分間.の録音が出来ます。 

  
 

 
・・録音ファイルのファイルネームは、自動で "F***.wav"（***は001からの数字） 

 
となります。 

 
・・最短録音時間は２秒です。２秒以下の録音は出来ません。 

スキャンモードでの聴き方 
  

 1. SCAN モードとPRESETモードは 

 ’A-B PRE/MEM’で切り替えできます 

  
2. SCAN モードでは ' 'を  
押し続けると放送局の検索が出来ます。  
 

 3. ’MENU’ボタンを押すと、MENUモードに戻ります。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



音域イコライザー機能 (EQUALIZER) 区間(A-B)リピート機能 (REPEAT A-B) 

  

  

1. 音域の調整を行うには,  1. 音楽ファイルかボイスファイルを再生して下さい。 

MENUモードで ' ' を  

2. 再生中に、リピートを開始したい箇所で’A-B PRE/MEM’ボタンを押して下さい。 
使い’4.EQを選び、’MENU’ボタンを 

押して下さい。. 
LCDに「A-」と表示されます。リピートを終了したい箇所で再び’A-B PRE/MEM’ボタン 

 
を押して下さい。LCDに「A-B」と表示され、この区間が連続再生されます。 

2. ここでは ROCK / POP / CLASSIC / JAZZ / NORMAL' ５種類の  

3. ’A-B PRE/MEM’ボタンをもう一度押すと、LCDの「A-B」表示が消え、 
設定が有ります。 

' 'で選んで下さい。音楽ファイルの再生中にこの操作を行った場合、 
設定も取り消されます。 

選んだ設定での再生が、リアルタイムでプレビュー音声として出力されます。 
 

 
 

3. ‘MENU’ ボタンでMENUモードに戻ります。  

 

  

 

  

 

  

タイトル名・ファイル名のスクロール速度  
 リピート再生機能 (REPEAT) 

  

 
1. LCDに表示されるタイトル名（ID Tag 

1. 同じ曲を複数回聴く場合は、 データを持たない場合はファイル名）は、 

MENUモードで ' 'を使い LCDに全ての文字が入りきらない場合に、 

’5.RPT’を選び、’MENU’ボタンを 右から左へスクロールして全てを表示します。 

押して下さい。 このスクロール速度を変更するには、 

MENUモードで ' ' を  

 使い’6.SETTING’を選び、’MENU’ボタンを 

2. ここでは'RPT-1 / RPT-ALL / RAND-1 / RAND-ALL / NORMAL’５種類の 
押して下さい。 

 
設定が有ります。 

2. ‘SCR’を選び、’MENU’ボタンを押して下さい。  

RPT-1：LCDに表示された曲を連続再生  
RPT-ALL：全ての曲を再生すると最初の曲に戻る 

3. ここでは’x4 / x0 / x1 / x2 / x3' ５種類の設定が有ります。 RAND-1：全ての曲をランダムな順番で一回ずつ再生 

‘x0’はスクロールが無効になります。' 'で選び、‘MENU’ ボタンで RAND-ALL：全ての曲からランダムに選び続ける 

NORMAL（初期設定）：全ての曲を一回ずつ再生 MENUモードに戻ります。 

  
' 'で選んで下さい。 

4. ‘MENU’ ボタンを押し、' ' を使い’EXIT’を選び、  

 もう一度‘MENU’ ボタンを押すとMENUモードに戻ります。 

3. ‘MENU’ ボタンでMENUモードに戻ります。  

  



バックライトの点灯時間変更 バックライトカラーの変更 
  

  

1. バックライト点灯時間を変更するには、,  1. バックライト点灯時間を変更するには、,  

MENUモードで ' ' を使い MENUモードで ' ' を使い 

’6.SETTING’を選び、’MENU’ボタンを ’6.SETTING’を選び、’MENU’ボタンを 

押して下さい。 押して下さい。 

  

2. ' ' を使い’B_LIGHT’を選び、 2. ' ' を使い’B_LIGHT’を選び、 

’MENU’ボタンを押して下さい。 ’MENU’ボタンを押して下さい。 

  

3. ' ' を使い’TIME’を選び、 3. ' ' を使い’COLOR’を選び、 

’MENU’ボタンを押して下さい。. ’MENU’ボタンを押して下さい。. 

  

4. ここでは’5sec / 10sec / CONTINUE ・ 4. ここでは’GREEN / RED / BLUE /  

0sec / 3sec’５種類の設定が有ります。 MAGENTA / YELLOW / CYAN / WHITE / RANDOM’８種類の設定が有ります。 

' ' で選んで下さい。 で選んで下さい。 

‘CONTINUE’を選ぶと、電源が入っている間は、 ‘RANDOM’を選ぶと、バックライト点灯中に’GREEN / RED / BLUE /  

バックライトが点灯し続けます。 MAGENTA / YELLOW / CYAN / WHITE’の７色がランダムに切り替わります。 

（乾電池消費が早くなります）  

 5. ‘MENU’ ボタンを押し、' ' を使い’EXIT’を選び、 

5. ‘MENU’ ボタンを押し、' ' を使い’EXIT’を選び、 もう一度‘MENU’ ボタンを押すとMENUモードに戻ります。 

もう一度‘MENU’ ボタンを押すとMENUモードに戻ります。  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



MP3エンコードのビットレート変更 ブックマーク機能 

  

  
1. この製品には、メニューモードから簡単に 1. MP3エンコードのビットレートを変更するには、MENUモードで  
音楽ファイルとその再生順番を設定できる ' ' を使い’6.SETTING’を選び、’MENU’ボタンを押して下さい。 
ブックマーク機能が付いています。  
MENUモードで ' ' を使い’7.B_MARK’ 

2. ' ' を使い を選び、’MENU’ボタンを押して下さい。 

‘B_LIGHT’を選び、  

’MENU’ボタンを押して下さい。 2. ' ' を使い‘BOOK EDIT’を選び、 
 

’MENU’ボタンを押して下さい。 
3. ' ' を使い 

 
‘BIT-RATE’を選び、 

3. 再生したい音楽ファイルを 'を ’MENU’ボタンを押して下さい。 

 
押してLCDに表示させ、'MENU' ボタンを押して 

4. ' ' で最高128Kbpsまで設定可能です。 下さい。その音楽ファイルは反転表示になります。 

  

4. 設定が終わりましたら '►/ II'ボタンを押して下さい。 Note 

・・32Kbpsと48Kbps はモノラル、64Kbpsと96Kbpsと128Kbpsはステレオで 
反転表示させた音楽ファイルが、させた順番で再生されます。 

エンコードされます。 
 

  

Note  
・・再生フォルダを指定している場合は、そのフォルダ以外の音楽ファイルは 

 ブックマーク機能の対象外になります。再生フォルダ指定を無効にして下さい。 
  

省電力機能の時間変更  

  
  
 1. この製品には、動作していない場合に 
 一定時間で電源を切り、乾電池消費を減らす 

省電力機能が付いています。MENUモードで  
 ' ' を使い’6.SETTING’を選び、 

 ’MENU’ボタンを押して下さい。 

  

2. ' ' を使い’AI-OFF’を選び、  

 ’MENU’ボタンを押して下さい。 

 
 

3. ここでは'DISABLE / 1min / 2min / 5min / 10min' ５種類の設定が有ります。  
' ' で選んで下さい。 

 ‘RANDOM’を選ぶと省電力機能が無効になり、自動で電源がOFFになることはありません。 

  

4. ‘MENU’ ボタンを押し、' ' を使い’EXIT’を選び、  

 もう一度‘MENU’ ボタンを押すとMENUモードに戻ります。 



5. フォルダの外に出るには、'  を 再生フォルダ指定 
使い、一番左の"UPPER.."という 

 フォルダマークを選択し’MENU’ボタンを 

押して下さい。  
6. 再生したいフォルダを指定するには この製品には、音楽ファイルの再生において、フォルダ単位での 

 '►/ II 'ボタンを押して下さい。 指定が可能です。ここでは、フォルダ指定の操作手順を紹介します。 

"FOLDER SELECTED!"と表示が出たら  
再生フォルダ指定は完了です。 

1. マイコンピューターのリムーバブルディスクの中に  

7. 再生フォルダ指定を行うと、LCDの 新しいフォルダを作って下さい。. 

'Live Music_H Explorer'を使う場合は、右のウィンドウに 左上（動作モードが表示に）フォルダの 
ポインタを合わせて右クリックで、表示される「New Folder」 アイコンが表示されます。 
を左クリックして下さい。 

  

 

 

8. 再生フォルダ指定を解除するには、 MENUモードで ' ' を 

使い’8.FOLDER’を選び、’MENU’ボタンを押して下さい。 

 

9. 一番左の"UPPER.."というフォルダマークを 

選択し’MENU’ボタンを押して下さい。 

 

10. "FOLDER DISABLE!" と表示が出たら、再生フォルダ指定は解除されます。 

  
 

2. 新しいフォルダに、音楽ファイルを転送して下さい。  

Note  
・指定したフォルダが削除されるか、フォルダネームが変更された場合は、 

3. 特定のフォルダ内の音楽ファイル 再生フォルダ指定は無効になります。 
のみを再生するには、MENUモードで  
 ' ' を使い’8.FOLDER’を 

 
選び、’MENU’ボタンを押して下さい。 

  

4. ' 'を使い、希望の  

 フォルダを選択して下さい。 

フォルダ内のフォルダを選択する場合は、フォルダを選び’MENU’ 
 

ボタンを押して下さい。中のフォルダが表示されます。 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ファイル削除 困った時には 

  
  
1. この製品は、PCに接続しなくても ・・製品についての問題は、先にこちらの項目をチェックして下さい。 

メニューから音楽ファイル・録音ファイル  

を削除出来ます。 MENUモードで  

 ' ' を使い’9.DELATE’を選び、 問題     解決法 
’MENU’ボタンを押して下さい。  
 ・・ボタン操作が受け付けない ・・ホールドスイッチが左にスライドされていれば、右に戻して下さい。 

・・音楽ファイルが再生されない ・・音楽ファイルがMP3またはWMAかどうか確認して下さい。 

・・WMAのVBRビットレートが192kを超えていないか確認して下さい。 
・・電源が入らない 

・・最初の画面で止まってしまう. 

・・ファイルが見つからない 

・・エラーが出る 

・・乾電池の挿入方向を確認して下さい。 

・・乾電池の残量を確認して下さい。 

・・乾電池を取り外し、PCに接続して下さい。PCからの電源供給により 

LCD.に‘READY’と表示されます。説明書に従い、フォーマットを行ってください。最初

の画面で止まってしまう場合はフォーマットでは解決しない場合が有ります。説明書に

従い、ファームウェアのアップデートを行って下さい。 
・・PCに接続したがリムーバブルデ

ィスクが現れない 

・・乾電池を取り外して接続して下さい。 
 

・・デバイスマネージャーにて正常に認識していない（！マークが付いている）場合、以下のデバ

イスを削除して下さい。 

 

 
 
・・削除後にデバイマネージャの更新を行うと、新しいデバイスが検出されます。 
 

・・ドライバのインストールが正常に行われれば！マークは消えます。 
・・PCに接続しても新しいハードウ

ェアが検出されない 

・・コントロールパネルのシステム＿ハードウェア＿デバイスマネージャに、USBコントローラーが

表示されているかどうか確認して下さい。・もし表示されていない場合、PCのUSBポートが動作

していません。マザーボードのBIOS設定を確認して下さい。または、PCのメーカーにお問い合

わせ下さい。 
・・手持ちのAUDIO-CDから音楽フ

ァイルを作成する方法が分からな

い 

・・page18「外部音声のMP3エンコード」をご覧下さい。 

または市販の各種CDリッピングソフトや、フリーウェアのCDリッピングソフトCdex等で作成可能

です。各ソフトでの具体的な手順は各ソフトウェアメーカーへお問い合わせ下さい。 

2. 音楽ファイルを消す場合は’MUSIC’を、 

録音ファイルを消す場合は’VOICE’を 

' ' を使って選択し’MENU’ボタンを押して下さい。 

 

3. ファイルが１個づつ表示されます。そのファイルを削除したい場合は、 

' ' を使って'YES'を選択し、’MENU’ボタンを押して下さい。 

そのファイルを削除したくない場合は、 ' を使って'NO'を 

選択し’MENU’ボタンを押して下さい。次のファイルが表示されます。 

ファイル削除を止める場合は、' ' を使って'EXIT' を選択し、 

’MENU’ボタンを押して下さい。. 

 

 

 

 

 

 

ホールドスイッチ 

  

  
 ホールドスイッチを左にスライドすると、以下の動作になります。 

  
電源OFFの状態：ホールドスイッチを戻すまで、電源が入りません。 

 電源ONの状態：ホールドスイッチを戻すまで、他の操作を受け付けません。 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



製品 
 

携帯MP3プレイヤー 

 

メーカー保証期間 
 

弊社の正規販売店にてご購入から一年間 

ご購入日 
 

年        月       日 
 

販売店名 

 

 

住所 

 

販売店 
 

電話番号 

 

興隆商事株式会社 

Homepage 

http://www.kohryu.com/ 

Support Mail 

support@kohryu.com 

代理店 
 

故障の際は、販売店様のサポート窓口へお持ち

込み下さい。弊社では受け付けておりません。 

各販売店様の保証を受けるために必要な書類

（レシート・保証書等）の添付が必須となります。

The copyright of this manual is in CMTECH and KOHRYU. 

The duplicate and diversion without permission are 

punished by law. 

このマニュアルの著作権はCMTECHおよび興隆商事にあ

ります。許可無く複製および転載を禁じます。 

保証 

 

 

 

 

 

 

 

主な機能 

MP3(320k VBR)再生 

WMA(192k VBR)再生 

FMラジオ / VHF TV 1-3ch 再生 

FMラジオ / VHF TV 1-3ch 録音 

ボイスレコーダー（内蔵マイク録音） 

ライン入力からのMP3ダイレクトエンコード 

USBメモリー 

日本語ファイル名表示またはタイトルタグ表示 

512MB 512MB フラッシュメモリー 

256MB 256MB フラッシュメモリー メモリー 

128MB 128MB フラッシュメモリー 

インターフェース USB 1.1 

転送レート 7Mbps 

表示機能 128x 32ドットFSTN LCD液晶パネル (ELバックライト) 

512MB 32時間 

256MB 16時間 録音時間 

128MB 8時間 

電源 単四乾電池1個 

最大動作時間 

連続12時間再生 (一般的なアルカリ乾電池の場合。

充電型や非アルカリ型の場合はその容量・電圧に依

存。) 

最大出力 5mW x 2 (16Ω) 

S/N比 90dB (20KHz LPF) 

ケース材質 アルミニウム 

安全規格 
 (FCC ID : QHBCMT2003H), 

 (E-D900-03-4371(B)) 

サイズ (幅 x 高 x 厚) 88 x 24 x 24(mm) 

重量 (乾電池除く) 36g 

製品スペック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


