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絵表示について
この取扱説明書には、いろいろな絵表示が記載されています。
これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するた
めの表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

警告
・ この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定され
る内容を示しています。

注意
・ この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定され
る内容を示しています。

・絵表示の説明
注意をうながす記号
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行為を禁止する記号

行為を指示する記号

もくじ・安全上のご注意

警告
本機はDC12Vマイナスアー
ス車専用です。

車内に飲みかけのパック飲料
等を放置しない。

大型トラックや寒冷地仕
様のディーゼル車などの
２４Ｖ車で使用しないで
ください。火災・故障の原
因となります。

カップホルダーの取付位
置によっては、こぼれた
飲料が本機の内部に入り
発煙や発火・故障の原因
となります。

事故防止のため、電池は幼児の手
の届かないところに保管する。
万一、お子様が飲み込ん
だ場合は、ただちに医師
と相談してください。

コード類は、取付説明書また
は取扱説明書の指示に従い、
運転操作の妨げとならないよ
う、まとめておく。
ステアリングやシフトレ
バー、ブレーキペダルな
どに巻き付くと事故の原
因となります。

車両電源配線用コード以外で
延長しない。
コードの被覆が破れ、
ショート・発熱により火
災となったり電源容量
オーバーにより火災の原
因となります。

本機を分解したり、改造しない。
事故・火災・感電・故障の
原因となります。

分解禁止

音が出ないなどの故障や異常
のままで使用しない。
万一、
故障や異常
（異物が
入った・水がかかった・煙
が出る・変な匂いがするな
ど）
が起こったら、
すぐに
使用を中止し、
必ずお買い
上げの販売店にご相談く
ださい。
そのまま使用する
と、
事故・火災・感電の原因
となります。

ヒューズを交換するときは､
必ず規定容量（アンペア数）の
ヒューズを使用する。
規定容量以上のヒューズ
を使用すると、火災・故障
の原因となります。

自動車を運転中にモニターな
どの画面を見たり音量調節な
どの操作をしない。
このような操作は、必ず安
全な場所に車を停車させ
てから行ってください。
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安全上のご注意（つづき）

注意
本機の通風孔や放熱板をふさ
がない。
通風孔や放熱板をふさぐ
と内部に熱がこもり、火
災・故障の原因となるこ
とがあります。

運転中の音量は、車外の音が
聞こえる程度で使用する。
車外の音が聞こえない状
態で運転すると、事故の
原因となることがありま
す｡

ディスク挿入口に異物を入れ
ない。
火災や感電・故障の原因
となることがあります。

ディスク挿入口に手や指を入
れない。
けがの原因となることが
あります。

指定の電池以外は使用しない。
電池の破裂、液もれにより、
けがや周囲を汚す原因とな
ることがあります。

電池をリモコン内に挿入する
場合は、極性表示（プラス と
マイナス ）に注意し、内部の
表示通りに入れる。
間違えますと電池の破
裂、液もれにより、けがや
周囲を汚す原因となるこ
とがあります。

リチウム電池を廃棄すると
きは、電池に絶縁テープ等を
張って絶縁し、
「所在自治体の
指示」に従って廃棄する。
他の金属片等と、その
まま一緒に廃棄すると
ショートして発火、破裂
の原因となることがあり
ます。

電池をショートさせたり、分
解や加熱をしたり、火や水の
中に入れない。

手をはさまれ
ないよう注意

本機を車載用以外には使用し
ない。

電池の破裂、液もれによ
り火災やけがの原因とな
ることがあります。

感電やけがの原因となる
ことがあります。
欧州連合のリサイクルマークです。
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使用上のご注意
す。大型トラックなどの24Ｖ車には使用で
きません。

・バッテリーの過放電を防ぐため、エンジン
停止中やアイドリング中は、大きな音量で
長時間使用しないでください。

・安全運転のために…
・ 運転中は車外の音が聞こえる程度の音
量に調節してお楽しみください。また操
〜〜
作は、必ず安全な場所に停車させてから
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
行ってください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
・ ステレオの音量は、
お客様の心がけ次第
で大きくも小さくもなります。お互いに
心を配り、快い生活環境を守りましょう。

・シガレットライターソケットをご利用の場合
・ エンジンキーを
「切」にすると、本機の電
源も一緒に切れます。そのため、ディスク
の停止位置は記憶されません。次回本機
の電源が「入」になると、ディスクは最初
から再生されます。
・ エンジンキーが
「切」のときは、本機から
ディスクを取り出せなくなります。ディ
スクを取り出すときは、エンジンキーを
「入」にしてください。
・ 本機が正しく動作しないときは、一度本
機の電源を切ってから再度電源を入れて
操作し直してください。
・ エンジンキーを
「切」にしたとき、シガ
レットライタープラグのランプが消える
ことを確認してください。車種によって
は、消えないことがあります。このような
ときは、バッテリー上がりを防止するた
め必ずシガレットライタープラグを抜い
ておいてください。

・車内の温度は…
真夏の炎天下や冬期低温下で長時間駐車し
た後に、ディスクを使用するときは、車内が
常温に近くなるまでお待ちください。
（使用
温度範囲：0℃〜＋40℃）

・必ず、パーキングブレーキコードを接続し
てお使いください。
・ 交通安全のため、
走行中は映像が表示さ

安全上のご注意︵つづき︶
・使用上のご注意

マイナスアース車専用で
・本機はDC12Ｖ、

れず、音声のみとなります。また停止状態
でもパーキングブレーキをかけないと、
映像は表示されません。
・ パーキングブレーキコードが未接続の
ときは再生映像は表示されず、警告メッ
セージが表示されます。

・結露（つゆつき）について
次のような場合、本機のレンズなどが結露
してディスクが正常に再生できないことが
あります。
・ エアコン（暖房）を入れた直後
・ 湿気が多いとき
このようなときは、電源を入れたまま約1〜
2時間待ってからお使いください。

・海外での使用は…
本機は日本国内用です。海外での使用はで
きません。
・ヒューズの交換について
本機のヒューズは5Ａ（アンペア）です。
交換
してもすぐ切れるときは、お買い上げの販
売店にご相談ください。
また、5Ａを超えるヒューズは絶対に使用し
ないでください。

シガレット
ライタープラグ

ヒューズ

ランプ

・携帯電話を使用する場合は…
携帯電話を置く位置や向きによっては、雑
音が生じることがあります。できるだけ本
機から離してお使いください。ただし、
交通安全のため、運転中は携帯電話を使用
しないでください。

ディスクの取り扱いについて

・ディスクを保管するときは
専用のケースに入れ、直射日光の当たる所、
ダッシュボードの上などは避けて保管して
ください。記録されているデータが劣化し
て再生できないことがあります。
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使用上のご注意（つづき）
・記録型ディスクの取り扱いについて
DVD-RやCD-Rなどの記録型ディスクは、通
常のDVDやCDより反射膜が弱いため傷が付
くことなどにより、はがれることがあります。
また、指紋による音飛びにも弱いメディアで
す。取り扱いには十分注意してください。

• 8センチディスク用のアダプターは、使用し
ないでください。故障の原因となります。
8センチディスクは、そのまま挿入してくだ
さい。
8センチディスク

• 記録面に保護シールなどを張ったり、ラ
ベル面にディスクラベルなどを張ったり
しないでください。

8センチディスク用
アダプター

ディスクラベル

※ ディスクラベルや印刷可能ディスクに付
いている「使用上のご注意」などをよくお
読みになり、正しくお使いください。

ディスクラベルなどが張ってあると、本機内
部の温度上昇によりディスクが反って、音飛
びしたり、再生停止などを起こしたり、ディ
スクが取り出せなくなったりなどの故障の
原因となります。

ディスクのお手入れ
ディスクを挿入する前に、再生面についたほ
こりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふき
とってください。

• 次のようなディスクは使用しないでください。
本体内部にディスクが張り付いて取り出せ
なくなったり、大切なディスクが反ったり
傷がついたりすることがあります。
・ 中古やレンタルのディスクなどでシール
などのノリがはみだしたり、シールをは
がしたあとにノリが付着しているもの、
またラベル面に印刷されているインクに
べたつきのあるもの
・ ラベル面に印刷できるインクジェットプ
リンター対応のディスク（印刷後のもの）
・ レンタルディスクでシールが張ってある
もの（特にめくれているもの）

• ハートや花などの形をした特殊形状の
ディスクは、絶対に使用しないでくださ
い。
円形以外のディスクを使用すると、ディスク
が取り出せなくなったり、故障の原因となり
ます。
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• 長時間使用しないときは、必ず本機から
ディスクを取り出しておいてください。

必ず内側から外側に
ふく。

連続したキズは音飛
びの原因になります。

・シンナーやベンジン、アナログレコード用
のクリーナーなどは絶対に使用しないでく
ださい。

本体の清掃
本体の表面が汚れたら、必ず電源を「切」にし
4 4 4 4
てから柔らかい布などでからぶきしてくだ
さい。
本体の表面をふくときは、爪でパネルに傷を
つけないように注意してください。

ご注意
シンナーやベンジン、アルコールなどの
化学薬品や洗剤でふいたり、殺虫剤をか
けないでください。変色したり表面の仕
上げをいためることがあります。

各部の名前
使用上のご注意︵つづき︶
・各部の名前・リモコン
︵ＲＭーＲＫ２３０︶
の使いかた

−（ ）内のページに説明があります。−

1 ディスク挿入口（11）
2 ローディングランプ（11）
ディスクの挿入/取り出し状態により、
消灯/点滅/点灯します。
ボタン（11）
3 0（ディスク取り出し）

4

電源ボタン（11）
電源を「入/切」するとき押します。
5 イルミネーションランプ（11）
電源が「入」のとき青く点灯します。
6 リモコン受光部
7 リセットボタン（23）

リモコン
（RM-RK230）
の使いかた
使用上の注意

電池の入れかた

・ 本体のリモコン受光部またはリモコン受光
ユニットに正しく向けてボタンを押します。
・ 操作範囲は受光部正面より約±30°
の範囲
ですが、斜めから操作すると受信しにくく
なります。
・ 受光部に直射日光などの強い光が当たらな
いようにしてください｡また受光部の前に
障害物を置かないでください（動作しない
ことがあります）。

・ リモコンに付属の電池は動作確認用です。
早めに新しい電池(CR2025：市販品)と交
換してください。

ご注意
・長時間直射日光が当たる場所(ダッシュ
ボードの上など)に、リモコンを置かないで
ください。変形や故障の原因となります。

・電池の交換時期（目安）は…
リモコン操作のできる距離が短くなった
り、
動作が不安定になってきたときは、電池
が消耗しています。新しい電池と交換して
ください。
使用済みの電池は、絶縁テープなどを張っ
て絶縁し、
「所在自治体の指示」に従って廃
棄してください。
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リモコン（RM-RK230）の使いかた（つづき）
各部の名前
p 7 (停止)ボタン/3(再生)ボタン ☆/8(一時

MONITOR CONTROL

MODE

ASPECT

停止)ボタン、ZOOM(ズーム)ボタン
SHIFT
（シフト）ボタンを押したまま
3(再生)ボタンを押すと、ZOOM(ズー
ム)ボタンとして働きます。

MENU

DVD / RECEIVER CONTROL

ZOOM

ATT

q ¡、1ボタン

+10
SOURCE
–100

PRESET
/ TITLE

BAND

ディスクの早送りや早戻し、スローモー
ションの再生ができます。
5、∞ボタン☆

+100

/ TITLE

–10
DUAL

OSD
1

VOL

DISC+ 2

TOP M
2nd VOL

3
MENU

4

5

7

DISC– 8

6

DVD ビデオのとき：

9

タイトルが選べます。

ENTER

RETURN

SETUP
0

その他のディスクのとき：

SHIFT

RM-RK230

1 モニター操作ボタン
本機では使用しません。
・ビクター製モニターKV-MH6510、
KV-M705を操作するとき使用します。
電源ボタン
2
電源を「入/切」するとき押します。

押すごとに次のフォルダにスキップします。
¢、4ボタン☆
チャプター、トラックの頭出しができます。
w OSDボタン☆、 /TITLEボタン
ディスクの情報を表示したり、ディスクの
操作を行うためのメニューバーを表示さ
せます。
DVDビデオ、MP3/WMA/WAV、DivX/
MPEGディスクのとき：
SHIFT（シフト）ボタンを押したまま押す
と、数字ボタンでフォルダ/タイトルを選
べるようになります。

3 SOURCE（ソース）ボタン
本機では使用しません。

4 BAND（バンド）ボタン
本機では使用しません。

e MENU（メニュー）ボタン☆
・DVD/DivX6を再生中に、
ディスクメ
ニュー画面を呼び出します。
・PBC対応のビデオCDのとき、
PBCを
「入」にします。

5 TOP M（トップメニュー）ボタン☆
・DVD/DivX6を再生中に、
ディスクメ
ニュー画面を呼び出します。
・PBC対応のビデオCDのとき、
PBCを
「入」にします。

r カーソル（#/@/%/ﬁ）ボタン☆/ENTERボタン☆
モニター画面上での選択、決定の操作に使
用します。

6 DUAL（デュアル）ボタン
本機では使用しません。

DISC＋/−ボタン☆

7 VOL（ボリューム）＋/−ボタン
本機では使用しません。

8 SET UP（セットアップ）ボタン☆

本機では数字ボタンとしてのみ使用します。

t RETURNボタン☆
PBC対応のビデオCDを操作するときに使
用します。

初期設定画面を呼び出します。

9 SHIFT（シフト）ボタン

8

このボタンを押しながら☆印のついた
ボタンを押すと、数字ボタン（0、
1〜9、
+10、+100、-10、
-100）やZOOMボタン
などとして働きます。

y

（オーディオ）ボタン/ （字幕）ボタン☆
/ （アングル）ボタン
DVDビデオやビデオCDの音声や、
DVDビ
デオの字幕、アングルを切り換えることが
できます。

ディスクの基礎知識
リモコン︵ＲＭーＲＫ２３０︶の使いかた
︵つづき︶
・ディスクの基礎知識

本機で再生できるディスク
本機で再生できるディスクは、ディスク媒体の種類と記録方式/ファイル形式によって下の表の
ようになります。
ディスクの種類

DVD

記録方式/ファイル形式

DVDビデオ（リニアPCM）
DVDビデオ（ドルビーデジタル）

再生

可/不可

（可）

DVDビデオ（DTS）
DVDオーディオ

（不可）

DVD-ROM
DVD-R*1、DVD-RW、
+R、+RW*2
• UDFブリッジフォー
マットに準拠
• DVD-RAMは再生で
きません

DVDビデオ（リニアPCM）
DVDビデオ（ドルビーデジタル）
DivX、MPEG1、
MPEG2

（可）

MP3、WMA、WAV
DVDビデオ（DTS）
JPEG

（不可）

MPEG4
DVD-VR、
+VR
デュアルディスク

DVD面

（可）

CD面
CD
ビデオCD

（不可）

CD、CDテキスト（CD規格：CD-DAに準拠）
ビデオCD（VCD)

（可）

DTS-CD
スーパービデオCD（SVCD）
CD-ROM

（不可）

CD-I
CD-R、
CD-RW
• ISO 9660レベル1、
ISO 9660レベル2、
Romeo、Joliet、
Windows拡張フォー
マットに準拠

CD、CDテキスト（CD規格：CD-DAに準拠）
DivX 、MPEG1、
MPEG2

（可）

MP3、WMA、WAV
JPEG
MPEG4

（不可）

*1 マルチボーダー方式で記録されたDVD-R

*2 DVDビデオフォーマットで録画し、ファイ

も再生できます（デュアルレイヤーディス
クを除く）。

ナライズされた+R/+RWディスクが再生
できます。+R DL（ダブルレイヤー）ディス
クのご使用は推奨いたしません。
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ディスクの基礎知識（つづき）
• リージョン番号について

• テレビ方式について

DVDビデオとDVDプレーヤーにはリージョ
ン番号と呼ばれる、再生可能地域番号がありま
す（ローカル番号とも呼ばれます）。本機のリー
ジョン番号は「2」です。リージョン番号「2」の
ディスクを再生できます。

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式であ
エヌティーエスシー
るNTSC方式に適合しています。NTSC方式
パル
のディスクは、
以外のテレビ方式（PAL方式）
NTSC方式に変換して再生します。

記録型ディスクについて

CDテキストについて
本機でCDテキスト対応のCD
を再生すると、アルファベッ
トや数字で「CDテキスト」
データを表示できます。
（\14ページ）

お知らせ
• 再生できないディスクを誤って再生する
と、ノイズが発生することがあります。ま
た、発生したノイズによってスピーカー
を破損することがあります。CDグラ
フィックス、CDエキストラの場合、音声
のみ再生できます。
• 本機では、CD規格（CD-DA）に準拠してい
ない音楽ディスクについては、動作や音質
を保証できません。音楽ディスクを再生す
るときは、
「CDロゴマーク」の有無や、パッ
ケージのご注意をお読みになり、CD規格
に準拠する音楽ディスクであることをお
確かめください。
• 本機は、
マクロビジョン方式のコピー
ガードに対応しています。
コピー禁止
信号の入っているDVDビデオはビデオ
デッキなどで録画できません。
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お客様が編集した記録型ディスク（DVD-R
/-RWやCD-R/RWなど）
は、ファイナライ
ズ処理がされているディスクに限りお楽し
みいただけます。
• 記録型ディスクをお使いになる前に、それ
ぞれのディスクの「使用上の注意」をよく
お読みください。
• ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤー
のレンズの汚れ・結露などにより本機で再
生できないことがあります。また、再生が始
まるまで時間がかかる場合があります。
• 記録型ディスクは高温多湿な環境に弱い
ため、車内に放置すると、記録されている
データが劣化して再生できなくなること
があります。
• CDテキストを入力したCD-R/RWは、
テ
キスト内容により再生が始まるまでに時
間がかかる場合があります。
• 本機は、外部モニターに表示できる文字とし
て、半角カタカナ、英数字に対応しています。
• CD-R/RWに記録されたCDテキストは、
お客様の使用環境（PCやディスクドライ
ブ、ライティングソフト）によっては正し
く表示されないことがあります。
• ファイルやフォルダは、ライティングソフ
トによって記録型ディスクに書き込まれ
た順序で再生されます。一般的には名前の
初めの文字の数字・アルファベット順に書
き込まれるためフォルダ名、ファイル名の
初めに数字をつけると、再生順序を指定で
きます。
（01曲名、
02曲名…など）
（\
「記録型ディスクの再生順序について」
16ページ）

ディスクを再生する
ディスクの基礎知識︵つづき︶
・ディスクを再生する

ディスクを再生する前に
• モニター、レシーバーなど、接続している機器の電源を「入」にし、映像入力を本機に合わせ
てください。
• DVDビデオの音声や字幕などは、
「初期設定メニュー」であらかじめ設定しておくことがで
きます（\19ページ）。
• 音楽、
動画などのファイルが同じディスクに収録されているときは、あらかじめ再生する
ファイルの種類を選んでおきます（\20ページ）
。
• DVDビデオおよびビデオCDは、
ソフト製作者の意図により再生状態が決められていること
があります。本機は、ソフト製作者が意図したディスク内容に従って再生をしますので、操
作した通りに動作しないことがあります。
」が表示されますが、表示されないときもあります
このようなときは、モニター画面に「
のでご注意ください。

基本操作
文字のある面を上にする

1

ディスクを取り出すには
を押します。
ローディングランプについて

2
ローディングランプ

1 電源を「入」にする
イルミネーションランプが点灯します。

2 ディスクを入れる
通常はディスクを入れると、再生が始まります。
CD、
MP3/WMA/WAVディスクを再生すると、
モニターにコントロール画面が表示されます。
（\14ページ）

点灯：ディスクは入っていません
点滅：取出/挿入中
消灯：ディスクが入っています
・ ディスクが入っているとき
にローディングランプが早
く点滅したときは、いったん
ディスクを取り出し、もう一
度入れてください。

再生を停止する：リモコンの

を押す（停止した位置が記憶されます。）

電源を「切」にする：本体の

またはリモコンの

を押す

お知らせ
（DTSのディスクを再生すると、音声は無音になります。）
・ 本機でDTSの音声は再生できません。
・ DVDビデオのサラウンド音声は、
2チャンネルにダウンミックスされてスピーカーから
出力されます。サラウンド音声を楽しむには、本機のDIGITAL OUT端子にデコーダーま
たはデコーダー搭載のアンプを接続する必要があります。
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ディスクを再生する（つづき）
リモコン（RM-RK230）で操作する
： 停止する
： 一時停止する（一時停止中：コマ送り再生）
： 再生する（再生中：約10秒前の場面に戻る−
ちょっと見バック）
1
： 早戻し/早送り*（一時停止中
：スロー再生*2）

： チャプターを選ぶ
（再生中：押し続けると、早戻し/早送り*3）
： タイトルを選ぶ
： 字幕を切り換える
： 音声言語を切り換える
： アングルを切り換える
+①〜⑨ ：再生中/一時停止中：チャプターを選ぶ
：停止中：タイトルを選ぶ
+
（

→①〜⑨）
：タイトルを選ぶ

ディスクメニューを使う
： メニューを表示させる
・ 数値を入力するときは、
「数値入力のしかた」
（\17ページ）

：メニューの項目を選ぶ
： 決定する

： 停止する
： 一時停止する
（一時停止中：コマ送り再生）

： 約5分間分戻る/進む
： DivX6でチャプターがある

： 再生する
： 早戻し/早送り*4
： トラックを選ぶ
（再生中：押し続けると、
早戻し/早送り*5）

→①〜⑨）
： フォルダを選ぶ*6

+
（

場合： チャプターを選ぶ
約５分間分
戻る/進む例：

： フォルダを選ぶ
： 字幕を切り換える（DivXのみ）

0'00"

5'00"

10'00"

15'00"

20'00"

： 音声言語を切り換える（DivXのみ）
+①〜⑨： トラックを選ぶ
（同一フォルダ内）
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*1
*2
*3
*4
*5
*6

・ 残り時間が5分未満のときは働きません。

サーチ速度: x2 ] x5 ] x10 ] x20 ] x60（動画再生時は音声は聞こえません）
スロー速度: 1/32 ] 1/16 ] 1/8 ] 1/4 ] 1/2（スロー再生時は音声は聞こえません）
サーチ速度: x2 ] x10（動画再生時は音声は聞こえません）
サーチ速度: ¡1 ] ¡2 ] ¡3（動画再生時は音声は聞こえません）
サーチ速度: ¡1 ] ¡2（動画再生時は音声は聞こえません）
フォルダ名の始まりに、
半角数字で2桁の番号（01、
02、03など）
を付けておいてください。

ディスクを再生する︵つづき︶

： 停止する
： 一時停止する
（一時停止中：コマ送り再生）
： 再生する

PBC対応のビデオCDを再生すると、
PBC

再生が始まります。
： 早戻し/早送り*7
・ メニューバー表示中は、PBCと表示
8
（一時停止中：スロー再生* ）
されます。
： トラックを選ぶ
+①〜⑨： メニュー項目を選ぶ
（再生中：押し続けると、早戻
： 一つ前のメニューに戻る
9
し/早送り* ）

： 音声チャンネルを切り換える
（ST：ステレオ、L：左、R：右）
+①〜⑨： トラックを選ぶ

PBC機能を使わずに再生するには、停止中に
+①〜⑨を押してトラックを選ぶ。
・ PBC再生に戻るには、

または

を押す。

： 停止する
： 一時停止する
： 再生する
： 早戻し/早送り*7
： トラックを選ぶ
（再生中：押し続けると、
早戻し/早送り*9）

： フォルダを選ぶ
+①〜⑨： トラックを選ぶ
（同一フォルダ内）
+
（

： 停止する

→①〜⑨）
： フォルダを選ぶ*10

： トラックを選ぶ
（再生中：押し続けると、

： 一時停止する
： 再生する

早戻し/早送り*9）
7

： 早戻し/早送り*

+①〜⑨： トラックを選ぶ

再生中にモニターに表示されるマークについて
： 再生中
：一時停止中

：早戻し/早送り中

：逆方向/正方向スロー再生中

： 複数の字幕が収録されています。

：複数の音声言語が収録されています。

：複数のアングルが収録されています。

*7 サーチ速度: x2 ] x5 ] x10 ] x20 ] x60（動画再生時は音声は聞こえません）
*8 スロー速度: 1/32 ] 1/16 ] 1/8 ] 1/4 ] 1/2（逆方向スロー再生はできません。スロー再
生時は音声は聞こえません）
*9 サーチ速度: x2 ] x10
*10 フォルダ名の始まりに、半角数字で2桁の番号
（01、02、03など）
を付けておいてください。
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ディスクを再生する（つづき）
フォルダ/トラックを選ぶ

コントロール画面を使う

・ リモコンはリモコン受光部またはリモコン
受光ユニットに向けて操作してください。

1
コントロール画面は、音楽系ディスクを再生し
たときは、自動でモニターに表示されます。映像
系ディスクの場合は、停止中に表示されます。

・ CDのときはフォルダリストがないの
で、この操作は必要ありません。

例：MP3/WMA/WAV のとき
T. RPT

Folder :
2/3
01 Music
02 Music
03 Music
Track Information
Album
Weather
Artist
Robert M. Smith
Title
Rain

TIME

0:00:14

Track : 5 / 14 (Total 41)
Cloudy.mp3
Fair.mp3
Fog.mp3
Hail.wma
Indian summer.mp3
Rain.mp3
Shower.mp3
Snow.mp3
Thunder.wma
Typhoon.mp3
Wind.mp3
Winter sky.mp3

*
1 現在のフォルダ（ハイライト表示）
現在のフォルダ番号/ディスク内のフォ
2
ルダの総数*
3 フォルダリスト*

4
5
6
7

現在選ばれている再生モード
再生経過時間
再生状態
現在のトラック番号/フォルダ内のトラッ
クの総数（ディスク内のトラックの総数）

8 タグ情報（MP3/WMA/WAVのとき）
テキスト情報（CDテキストのとき）
9 トラックリスト
p 選択表示（トラックやフォルダを選択する。
ハイライト表示。）
* CDのときは表示されません

お知らせ
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・ 特殊な文字など表示できない文字はすべ
て「＿」
（アンダーバー）と表示されます。

選択表示をフォルダ欄またはトラック欄
に移動する

2

フォルダまたはトラックを選ぶ
・ 停止中は、ENTERボタンを押し再生を
始める。

再生モードを選ぶ
・ 音楽系ディスク（MP3/WMA/WAV/CD）
：
イントロ再生、リピート再生、ランダム再生
がお楽しみいただけます。
・ リモコンはリモコン受光部またはリモコン
受光ユニットに向けて操作してください。

コントロール画面表示中に

1
例：トラックのリピート再生中
選択中の再生モード
T. RPT

MODE
REPEAT
TRACK
Track Information
Album
Four seasons
Artist
Robert M. Smith
Title
Rain

TIME

Track : 5 / 14
Cloudy
Fair
Fog
Hail
Indian summer
Rain
Shower
Snow
Thunder
Typhoon
Wind
Winter sky

00:14

再生モードを選ぶ（音楽系ディスクのみ）

INTRO:
イントロ再生
REPEAT: リピート再生
RANDOM: ランダム再生
・ 次ページの
「再生モード表」を参照して
ください。

3

1 現在のフォルダ番号/ディスク内のフォル
ダの総数
2 現在のトラック番号/フォルダ内のトラッ
クの総数
3 現在表示されているページ/リストの総
ページ数
4 選択表示（トラックやフォルダを選択する。
ハイライト表示。）

設定する

フォルダ/トラックを選ぶ
・ 選んでいる再生モードが表示されます。
・ 通常の再生に戻すときは、選択中の再生
モードの項目からOFFを選びます。

・ リモコンはリモコン受光部またはリモコン
受光ユニットに向けて操作してください。

停止中に

1

リスト画面を使う

フォルダリストが表示されます。

2
リスト画面を使って、フォルダ/トラックを選
ぶことができます。

Page : 4/7
fol150
fol151
fol152
fol153
fol154
fol155
fol156
fol157
fol158
fol159

フォルダを選ぶ

トラックリストが表示されます。

3

フォルダリスト：
Folder : 143/240 Track 1/198
fol130
fol140
fol120
fol131
fol141
fol121
fol132
fol142
fol122
fol133
fol143
fol123
fol134
fol144
fol124
fol135
fol145
fol125
fol136
fol146
fol126
fol137
fol147
fol127
fol138
fol148
fol128
fol139
fol149
fol129

ディスクを再生する︵つづき︶

2

トラックを選ぶ

・ トラックリストからフォルダリストに
戻るには、RETURNボタンを押す。

トラックリスト：
Folder : 143/240 Track 144/198
file0121.mp3 file0131.mp3 file0141.wma
file0122.mp3 file0132.mp3 file0142.mp3
file0123.wma file0133.mp3 file0143.wma
file0124.mp3 file0134.mp3 file0144.mp3
file0125.mp3 file0135.wma file0145.mp3
file0126.wma file0136.mp3 file0146.mp3
file0127.wma file0137.wma file0147.mp3
file0128.mp3 file0138.mp3 file0148.wma
file0129.mp3 file0139.wma file0149.wma
file0130.wma file0140.wma file0150.wma

Page : 4/5
file0151.wma
file0152.mp3
file0153.wma
file0154.mp3
file0155.wma
file0156.wma
file0157.wma
file0158.wma
file0159.mp3
file0160.wma

15

ディスクを再生する（つづき）
再生モード表
ディスクの
種類

INTRO(イントロ再生)

REPEAT(リピート再生)

RANDOM(ランダム再生)

CHAPTER：再生中のチャ
プターをくり返す
(表示：C.RPT)
TITLE：再生中のタイトル
をくり返す(表示：T.RPT)

*
̶̶̶

* TRACK：全トラックを15

̶̶̶

秒ずつ再生（PBC再生中を
除く）(表示：T.INT)

TRACK：再生中のトラック DISC：全トラックをラン
をくり返す（PBC再生中を ダムに再生（PBC再生中
除く）(表示：T.RPT)
を除く）(表示：D.RND)

TRACK：全トラックを15
秒ずつ再生(表示：T.INT)
FOLDER：全フォルダの最
初のトラックを15秒ずつ再
生(表示：F.INT)

TRACK：再生中のトラック
をくり返す(表示：T.RPT)
FOLDER：再生中のフォル
ダ内の全トラックをくり返
す(表示：F.RPT)

FOLDER：再生中のフォル
ダ内の全トラックをラン
ダムに再生。その後、次の
フォルダへ(表示：F.RND)
DISC：全トラックをラン
ダムに再生(表示：D.RND)

̶̶̶

TRACK：再生中のトラック
をくり返す(表示：T.RPT)
FOLDER：再生中のフォル
ダ内の全トラックをくり返
す(表示：F.RPT)

̶̶̶

*
*

* 映像系ディスクはメニューバーから再生モードを選びます
（\ 17、
18ページ）

映像をズームする

記録型ディスクの再生順序について

映像をズーム（拡大）して、お楽しみいただけ
ます。

• 図1のようにアルバム名のフォルダに
ファイルを入れることでアルバムの
名前順に再生することができます。
図1

• 動画再生中に…

ズーム1
ズームOFF

ズーム2
ズーム6

ズーム3

ズーム4
ズーム5

拡大する位置を選ぶ

ズームをやめるには、
「ズームOFF」を選びます。
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• 図2のようにアルバム名のフォルダを
アーティスト名のフォルダにまとめ
ることでアーティストの名前順に再
生します。アーティスト名のフォルダ
に含まれるアルバム名のフォルダを
名前順に全て再生してから次のアー
ティスト名のフォルダを再生します。
図2

メニューバーで操作する
メニューバーを表示する
・ 1回押すと、
モニターにディスク情報が表示され、
2回押すと、
操作バーが表示されます。
（2 回押す）
・ メニューバーを消すには、もう一度押します。

Ÿ

メニューバー内にある設定したい項目を選ぶ

!

設定値を選ぶ
・ポップアップウィンドウが表示されたときは...

数値入力のしかた

例：時間を入力する

・ 0から9まで

・ DVD ] −：−−：−−
「1時間02分54秒」
と入力するにはSHIFT
ボタンを押しながら、数字ボタンの「1」、
「0」、
「2」、
「5」、
「4」と順に押していき、最後
にENTERボタンで確定する。
・ VCD（PBCなし）] −：−−：−−
「64分00秒」
と入力するにはSHIFTボタン
を押しながら、
数字ボタンの「6」、
「4」と押
して、ENTERボタンで確定する。

・ 9より大きい数

・ DVDのときは、
1時間以内を指定するとき
でも、必ず、
「時間」を入力します（「0」を入れ
る）。
・ 間違いを訂正するには、

を押す。最後

に入力した数値を消去できます。
・ +100/-100ボタンは、
3桁目の数値を入
力するときに使います。
・ -10/-100ボタンを押すと、数値を減らす
ことができます。
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ディスクを再生する︵つづき︶
・メニューバーで操作する

~

メニューバーで操作する（つづき）
メニューバー

ディスク情報
操作バー

DVD -V
TIME

T02-C03 TOTAL 1:25:58

C. RPT
TITLE

CHAP

RPT

• 上のメニューバーはDVDビデオの場合の例です。ディスクによりメニューバー内に表示される
項目は異なります。

1 ディスクの種類
2 • DVD: 音声記録方式

6 再生状態
再生中
早戻し/早送り中
逆方向/正方向スロー再生中
一時停止中
停止中

• VCD: PBCあり/なし

3 再生モード
DVDビデオ:
T. RPT: タイトルリピート
C. RPT: チャプターリピート
DivX/MPEG:
T. RPT: トラックリピート
F. RPT: フォルダリピート
VCD
（PBC「切」時):
T. RPT: トラックリピート
D. RND: ディスクランダム
T. INT: トラックイントロ

7 操作バー項目
TIME

TITLE

CHAP

4 再生項目
T02-C03

現在のタイトル・チャプター
現在のトラック
F001-T001 現在のフォルダ・トラック

TRACK

TRACK 01

5 再生時間
TOTAL
T. REM

TIME
REM
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RPT
INT

ディスクの再生経過時間
• DVD：現在のタイトルの残り
時間
• 他のディスク：ディスクの残
り時間
現在のチャプターやトラックの
再生経過時間
現在のチャプターやトラックの
残り時間

RND

再生時間情報の切り換え
タイムサーチ（タイトルやディ
スクの経過時間を指定して再生
する)
タイトルサーチ（タイトル番号
を指定して再生する)
チャプターサーチ（チャプター
番号を指定して再生する)
トラックサーチ（トラック番号
を指定して再生する)
リピート再生*
イントロ再生*
ランダム再生*
音声言語や音声チャンネルを切
り換える
字幕を切り換える
アングルを切り換える

* \16ページの
「再生モード表」をご覧くだ
さい。

初期設定を変更する
初期設定メニューを使って、ディスクを再生するときの音声や字幕の言語などをあらかじめ設
定しておくことができます。
初期設定メニューは、4つの設定メニュー画面で構成されています。
言語 ：複数の音声や字幕が収録されているディスクを再生するときの初期値や、
メニュー画面の言語などを選ぶことができます。
映像 ：お手持ちのモニターに合わせて画面サイズなどを変更するときに選びます。
音声 ：デジタル出力やダイナミックレンジコンプレッションなどの設定を行います。
その他 ：DivX の登録コードが表示されます。

基本操作
例：
「モニタータイプ」を「パンスキャン」に設定する
再生中に

~

Ÿ
モニタータイプ

メニューバーで操作する︵つづき︶
・初 期 設 定 を 変 更 す る

初期設定メニューについて

16：9

OSD表示位置

1

ファイルタイプ

オーディオ

!
モニタータイプ
OSD表示位置
ファイルタイプ

16：9
16：9
1
レターボックス
パンスキャン
オーディオ

・ 画面下部に、
初期設定メニューの操作説明文が表示されます。
・ ひとつ前の項目に戻るには、
RETURNボタンを押します。
・ 初期設定メニューを消すには、
SETUPボタンを押します。
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初期設定を変更する（つづき）
メニュー項目

設定値（下線は初期値を示す）

言語

メニュー言語

ディスクメニューを表示する言語を選びます。
初期値：日本語（言語コード表\25ページ）

音声言語

再生時の音声言語を選びます。
初期値：英語（言語コード表\25ページ）

字幕言語

字幕の言語を選びます。 初期値：日本語
（言語コード表\25ページ）

画面表示言語

初期設定メニューの表示言語を選びます。
初期値：日本語

モニタータイプ
16:9

16：9ワイド映像を見るときの画面比を設定します。
レターボックス

・ 16：9：モニターが16：9ワイド画面のとき選びます。
・ レターボックス/パンスキャン：モニターが従来型
の4：3画面のとき選びます。

パンスキャン

・ 各モードでの映像の見え方は左図のようになります。

映像

OSD表示位置

1

メニューバーと初期設定メニューの表示位置を選びます。
2

・ 1：画面上部。
・ 2：やや中央より。
（初期設定メニューの操作説明文は
表示されません。）

ファイルタイプ

異なった形式のファイルが同じディスクに収録されて
いるときに、どのファイルを再生するかを選びます。
・ オーディオ：MP3/WMA/WAVファイルを再生し
ます。
・ ビデオ：DivX、
MPEGファイルを再生します。

デジタルOUT

DIGITAL OUT端子に接続している機器へのデジタ
ル音声出力を選びます。

音声
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・ オフ：音声は出力されません。
・ PCMのみ：リニアPCMのみに対応しているデジタ
ル端子付きアンプなどに接続するとき選びます。
・ DOLBY DIGITAL/PCM：ドルビーデジタルデコー
ダー搭載のアンプ、またはドルビーデジタルデコー
ダーに接続するとき選びます。
・ ストリーム/PCM：MPEGオーディオデコーダーや
ドルビーデジタルデコーダー搭載のアンプ、または
それぞれのデコーダーと接続するとき選びます。

LINE OUT端子に接続している機器への音声出力を
選びます。
・ コンパチブルサラウンド：サラウンド信号を本機か
ら出力し、
ドルビーサラウンド対応アンプで音声を
楽しむとき選びます。
・ ステレオ：通常はこちらを選びます。

D（ダイナミック）
レンジ

ドルビーデジタルのDVDディスクを再生時に、
低音
量でも迫力のある音声をお楽しみいただけます。
・ オート：マルチチャンネル音声信号のディスク再
生時のみ働きます。
・ オン：すべてのディスクに対して働きます。

コントロール

DivX認証

初 期 設 定 を 変 更 す る︵ つ づ き ︶

音声

ダウンミックス

その他

本機には固有の登録コードがあります。必要がある
ときに登録コードを確かめることができます。著作
権保護のため、登録コードが記録されたディスクを
再生すると、本機のコードが上書きされます。

DIGITAL OUT端子からの音声出力について
本機背面DIGITAL OUT端子からの出力は、
再生するディスクと「デジタルOUT」の設定によっ
て異なります。
また「デジタルOUT」が「PCMのみ」のとき、
「ダウンミックス」が「ステレオ」に設定されている
と、ドルビーサラウンド信号は出力されません。

* 著作権保護の設定がされていない DVD ビデオでは、
20 ビットまたは 24 ビットで出力されるものがあります。
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ディスクとファイルについて
ディスク操作について
• 本取扱説明書内では、
「トラック」と「ファイル」
という単語は、同じ意味で使われています。
• ディスクを取り出すときに、そのままディ
スクを放置すると、約15秒後にディスクは
本体内に収容され、再生が始まります。これ
はディスクにほこりやゴミなどが付着する
のを防止するためです。

記録型ディスク（DVD-R/-RWや
CD-R/RWなど）
• 記録型ディスクに音楽CDファイル
（CDDA）
と他の異なった形式のファイルが収録
されているときは、本機は音楽CDファイル
のみを再生します。
• 認識できるフォルダ総数は最大で250、
ファイル総数は3500です（同一フォルダ内
では、999ファイルまで認識します）。
• マルチセッションで記録されたディスクも
再生できますが、セッションクローズ処理
をされていないセッションは飛ばして再生
されます。
• フォルダ名は半角25文字目まで表示され
ます。
• MP3/WMA/WAV/DivX/MPEGのファイ
ル名は、半角25文字目まで（拡張子を含む）
表示されます。
それ以降の文字は〜（チルダ）で省略されて
表示されます。

DivXファイルについて
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• 拡張子＜.divx＞、<.div>、<.avi>は必ず半
角で入力してください。大文字、小文字は問
いません。
• 再生できるDivXファイルの解像度は次の
通りです。
30フレーム： 352 x 240、
352 x 480、
480 x 480、720 x 480
25フレーム： 352 x 288、
352 x 576、
480 x 576、720 x 576
• 次のバージョンのDivXファイルを再生で
きます̶DivX 6.x、
5.x、
4.x、3.11。

• オーディオストリーム（音声符号化方式）は
MP3とドルビーデジタル
（AC3）に対応し
ています。
グローバル
モーション
コンプレション
に
• GMC
（Global Motion Compression）
は対応していません。
• インターレース走査方式でエンコードされ
たファイルは正しく再生できないことがあ
ります。

MPEGファイルについて
• 拡張子＜.mpg＞、<.mpeg>は必ず半角で入力
してください。大文字、小文字は問いません。
• 次のプロファイルとレベルに対応しています。
MP@ML（Main Proﬁle at Main Level）
SP@ML（Simple Proﬁle at Main Level）
MP@LL（Main Proﬁle at Low Level）
• ストリーム構造はMPEGシステムストリー
ム規格またはMPEGプログラムストリーム
に対応しています。
• オーディオストリーム（音声符号化方式）は
MPEG1レイヤー2に対応しています。

MP3/WMA/WAVファイルについて
• 拡張子＜.mp3＞、
<.wma>、<.wav>は必ず
半角で入力してください。大文字、小文字は
問いません。
• ファイルを作成するときは、次のような設
定でエンコードしてください。
‒ 転送ビットレート：
MP3/WMA： 32kbps〜320kbps
（推奨：128kbps）
‒ サンプリング周波数：
MPEG1： 48kHz、44.1kHz、
32kHz
MPEG2： 24kHz、
22.05kHz、
16kHz
WMA： 48kHz、44.1kHz、
32kHz
WAV：
44.1kHz
• 可変ビットレート（VBR）
でエンコードさ
れたディスクも再生できますが、再生経過
時間に誤差が生じることがあります。
• 次のファイルには対応していません。
‒ MP3i（Interactive）
、MP3PRO
‒ レイヤー1/2でエンコードされたMP3
‒ ロスレス、
プロフェッショナル、ボイス形
式でエンコードされたWMA
‒ WMA-DRM

故障かな？と思う前に
状

原

修理を依頼される前にもう一度お確かめください−

因 ・ 処

置

・ 雑音などの影響で内蔵のマイコンが誤動作している。
\ボールペンなどで軽くリセットボタンを押す。
どのボタンを押しても
正しく動作しない。
リセットボタン

ディスクの取り出しが
できない。

電源が入らない。

・

+

を2秒以上押すと、強制的にディスクを
取り出せます。
ディスクを落とさないようにご注意ください。

・ 電源（ACC ライン）
のコードが接続されていないため
\配線をもう一度確認する。
・ 車のエンジンキーが「OFF」
または「ACC OFF」
のため
\車のエンジンキーを「入」
にする。

ディスクを入れても音
や映像が出ない。

・DTSのディスクを再生している。
\本機でDTSの音声は再生できません(\ 9、11ページ)。
・本機に接続しているレシーバーなどの音量を適度に調節する。
・内部のレンズが結露（つゆつき）している。
\1〜2時間待つ。
・CD規格（CD-DA）
に準拠しないCDを使用している。
\デュアルディスクのCD面はCD規格
（CD-DA）
に準拠し
ていないため、再生できません。

記録型ディスクの再生
やスキップ再生ができ
ない。

・ ファイナライズ処理がされていないため
\ファイナライズ処理したディスクと交換する。
または記録した機器でファイナライズ処理をする。

再生の途中でディスクが
音飛びしたり停止する。

・ ディスクにラベルなどが張ってあるため、温度上昇により
ディスクが反っている。
\ラベルなどを張ったディスクは使用しない(\ 6ページ)。

フォルダやファイル名
が「＿」表示になる。

・ DivX/MPEGビデオ/MP3/WMA/WAVディスクで、
フォーマットが異なっているまたはフォルダ名やファイ
ル名が特殊文字で入力されている(\ 14ページ)。

家庭用DVDレコーダー
で録画したDVD-RWが
再生できない。

・ VRモードで録画されている。
\ディスク
（DVD-RW）
は、
ビデオモードでフォーマット
してください。
（詳しくはDVDレコーダーの取扱説明書
をご覧ください。）
・ ビデオモードで録画したが、ファイナライズ処理がされ
ていないため。
\録画後、ディスクをファイナライズすれば、本機でも
再生できるようになります。

デ ィ ス ク と フ ァ イ ル に つ い て・故 障 か な ？ と 思 う 前 に

症

−おや？故障かな？と思ったら…
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故障かな？と思う前に（つづき）
症

状

原

因 ・ 処

置

DivX/MPEGビデオ/
MP3/WMA/WAVのフォ
ルダ/ファイルが意図し
た順番に再生されない。

・ DivX/MPEGビデオ/MP3/WMA/WAVファイルの再生
順序は、使用したライティングソフトによる書き込み
順でディスクに記録されるため、パソコン上のフォルダ
/ファイル順と異なることがあります。

DivX/MPEGビデオ
/MP3/WMA/WAV
ディスクの再生経過時
間表示が実際の経過時
間と異なる。

・ DivX/MPEGビデオ/MP3/WMA/WAVファイルが
VBR(可変ビットレート)で作成されている。
VBR(可変
ビットレート)で作成されたファイルの時間表示には誤
差が生じます。特に、早送り/早戻しをすると、
経過時間が
大きくずれることがあります。

映像が出ない。

・ 本機とモニターの接続を確認し、モニター側の入力切換
を適切に行う。

映像の左右が途切れて
いる。

・
「モニタータイプ」を「パンスキャン」に設定している。
\
「レターボックス」に設定する(\ 20ページ)。

言語メニューで設定し
たものと異なる字幕
/音声言語で再生され
る。

・設定した字幕/音声言語がディスクに収録されていない。
・ディスクよっては再生開始時の字幕/音声言語があらかじ
め決められていることがあります。
\再生開始後に切り換えてください(\ 12ページ)。
こんな表示が出たときは

リーディング中

ディスクの読み込み中。

NO DISC

ディスクが入っていない。

READING INDEX

DivX ディスクの読み込み中。

リージョンコードエラー

DVD ビデオのリージョン番号が「2」でない。

このディスクは再生できません 再生できないディスクが入っている。

商標と著作権
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・ 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー
及びダブルD記号は、
ドルビーラボラトリーズの商標です。
・ Windows、Windows Mediaは米国マイクロソフト社の登録商標です。
・ 本機はコピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、
マクロビジョン社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有しており、
こ
の技術を使用する際にはマクロビジョン社のライセンスが必要となります。
マクロビジョ
ン社が認めない限り、
家庭をはじめとする限られた範囲での視聴目的以外にはこの技術の
使用はできません。また、改造または分解、リバースエンジニアリングは禁止されています。
・ ディスクを著作権者に無断で複製したり、放送、上映、レンタルすることは、法律により禁止
されています。
・ DVDビデオのロゴは、DVDフォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。
・ DivX、DivX Ultra Certiﬁed、および関連するロゴは、DivX, Inc.の商標です。
これらの商標
は、DivX, Inc.の使用許諾を得て使用しています。
・ DivX® Ultra Certiﬁed製品
・ DivX® メディアファイルとDivX Media Formatの高度な再生機能が付いているDivX®ビ
デオを再生（DivX® 6も含むすべてのバージョンに対応）

言語コード表
AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CS
CY
DZ
EL
EO
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FY
GA
GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HU
HY
IA
IE

言

語

アファル語
アブバジア語
アフリカーンス語
アムハラ語
アラビア語
アッサム語
アイマラ語
アゼルバイジャン語
バシキール語
ベラルーシ語
ブルガリア語
ビハーリー語
ビスラマ語
ベンガル語、バングラ語
チベット語
ブルトン語
カタロニア語
コルシカ語
チェコ語
ウェールズ語
ブータン語
ギリシャ語
エスペラント語
エストニア語
バスク語
ペルシャ語
フィンランド語
フィジー語
フェロー語
フリジア語
アイルランド語
スコットランドゲール語
ガルシア語
グアラニ語
グジャラード語
ハウサ語
ヒンディー語
クロアチア語
ハンガリー語
アルメニア語
国際語
国際語

コード

言

語

IK
イヌピック語
IN
インドネシア語
IS
アイスランド語
IW
ヘブライ語
JI
イディッシュ語
JW ジャワ語
KA グルジア語
KK カザフ語
KL
グリーンランド語
KM カンボジア 語
KN カンナダ語
KO 韓国（朝鮮）語
KS カシミール語
KU クルド語
KY キルギス語
LA ラテン語
LN リンガラ語
LO ラオス語
LT
リトアニア語
LV ラトビア語、レット語
MG マダガスカル語
MI
マオリ語
MK マケドニア語
ML マラヤーラム語
MN モンゴル語
MO モルダビア語
MR マラータ語
MS マライ（マレー）語
MT マルタ語
MY ミャンマー語
NA ナウル語
NE ネパール語
NO ノルウェー語
OC プロバンス語
OM （アフォン）オロモ語
OR オリヤー語
PA パンジャブ語
PL
ポーランド語
PS パシュトー語
PT ポルトガル語
QU ケチュア語
RM ラエティ - ロマン語

コード
RN
RO
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SW
TA
TE
TG
TH
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
ZU

言

語

キルンディ語
ルーマニア語
キニヤルワンダ語
サンスクリット語
シンド語
サンド語
セルボアクロアチア語
シンハラ語
スロバキア語
スロベニア語
サモア 語
ショナ語
ソマリ語
アルバニア語
セルビア語
シスワティ語
セストゥ語
スンダ語
スワヒリ語
タミール語
テルグ語
タジク語
タイ語
ティグリニャ語
トゥルクメン語
タガログ語
セツワナ語
トンガ語
トルコ語
ツォンガ語
タタール語
トウィ語
ウクライナ語
ウルドゥー語
ウズベク語
ベトナム語
ヴラピュク語
ウォロフ語
コーサ語
ヨルバ語
ズール語

故 障 か な ？ と 思 う 前 に︵ つ づ き ︶
・言 語 コ ー ド 表

コード
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主な仕様

・ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあり
ます。

プレーヤー部

再生可能ディスク

9ページ参照

映像信号方式

NTSCカラービジョン方式

映像出力

VIDEO OUT

1Vp-p/75Ω（同期負）

DVD、
fs=48kHz

16Hz〜22,000Hz

DVD、
fs=96kHz

16Hz〜44,000Hz

VCD/CD

16Hz〜20,000Hz

アナログ音声出力

LINE OUT(1系統)

1.5V/20kΩ

デジタル音声出力

DIGITAL OUT

周波数特性

-21dBm〜-15dBm

ダイナミックレンジ

93dB

SN比

95dB
DC14.4V
（11V〜16Vで使用可能)
マイナスアース車専用

電源部 そ•の他

電源電圧

シガレット
ライタープラグ

保管温度

定格電流

0.6A

ヒューズ

5A

0˚C〜+40˚C
取付寸法

約 幅178mm × 高さ50mm × 奥行158mm

外形寸法

約 幅178mm × 高さ50mm × 奥行173mm

質量
付属品
・リモコン（RM-RK230）...........................1
・電池（CR2025）........................................1
・接続コード（4ピン）..................................1
・バインドねじ（Ｍ5×8mm）......................4
・皿ねじ（Ｍ5×4mm）.................................4
・タッピングねじ（Ｍ5×20mm）...............4
・リモコン受光ユニット .............................1
・両面テープ ................................................1
・AVコード
（3m）.........................................1
・取り付け金具 ............................................1
・Ｌ型金具 ....................................................2

お知らせ
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12V

‒10˚C〜 +60˚C

動作温度
寸法

定格電圧

・ 本機の故障や不具合等により、
利用の機
会を逸したために発生した損害等の補償
については、ご容赦ください。

約1.6kg（付属品を含まず）

別売りのオプション品
・オーディオコード：
CN-505E
（長さ0.5m） CN-520E
（長さ2m）
CN-530E
（長さ3m）
CN-510E
（長さ1m）
（長さ5m）
CN-515E
（長さ1.5m） CN-550E

・ビデオコード：
VX-405E
（長さ0.5m）
VX-410E
（長さ1m）
VX-415E
（長さ1.5m）

VX-420E
（長さ2m）
VX-430E
（長さ3m）
VX-450E
（長さ5m）

・光デジタルケーブル：
XN-110SA（長さ 1m）
XN-120SA（長さ 2m）

XN-130SA（長さ3m）
XN-150SA（長さ5m）

• 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店
でお求めください（品番は変更されることがあ
ります）。

保証とアフターサービス （必ずお読みください）
主な仕様・保証とアフターサービス

お客様の個人情報のお取り扱いについて
ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビク
ターグループ関係会社（以下、当社）にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。
・ お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていた
だきます。
・ お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
・ 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
1 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切
な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
2 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
・ お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡く
ださい。
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アンケートおよびユーザー登録のお願い
このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力をお願い
いたします。
●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。
http://www.jvc-victor.co.jp/reg/car/

ご相談や修理は
ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに
関するご相談

お買い物相談や製品についての全般的なご相談

JVCカーAV お客様ご相談センター

別紙の
「JVCカーAV 製品サービス窓口案内」を
ご覧ください。

０１２０‐９７７‐８４６ (フリーコール)
FAX （０２７）
２５４‐８９２７
受付時間 １０：００〜１８：００
（土、日、祝日、当社休日を除く）
〒３７１‐８５４３ 群馬県前橋市大渡町一丁目１０番地の１

・ ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、27 ページをご覧ください。
ビクターホームページ
カー AV ホームページ

http://www.victor.co.jp/
http://www.jvc-victor.co.jp/car/

日 本 ビクター株式会社
〒２２１‐８５２８ 横 浜 市 神 奈 川 区 守 屋 町３‐１２
© 2006 Victor Company of Japan, Limited

0706DTSMDTJEIN

