取扱説明書

CD ポータブルシステム
型名

NX-PB10-B
NX-PB10-P
NX-PB10-W
NX-PB5-S

お買い上げいただきありがとうございます
ご使用の前に
この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。
そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

※ JVC は日本ビクターのグローバルブランドです。
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本書の見かた
• 本書では、主にNX-PB10のイラストを使って説明
しています。
• 本書では、主にリモコンのボタンを使って操作説明
をしています。本体にも同じマークのボタンがある
場合には、本体のボタンもお使いいただけます。
• 本書ではMP3/WMAの説明をする場合、
「ファイ
ル」
と
「曲」、
「グループ」
と
［フォルダ」は同じ意味で
使っています。
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逆さまにしない
• 本箱、押入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
• テーブルクロス、新聞、
カーテンなどで通風孔をふさが
ない
• 本や雑誌などをのせない
• じゅうたんや布団の上に置かない
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付属品の確認
お使いになる前にお確かめください。

• Microsoft、Windows Mediaは、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。
•
Made for iPod means that an electronic
accessory has been designed to connect
specifically to iPod, and has been certified
by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance with
safety and regulatory standards.
•
Made for iPod とは、
iPod専用に接続するよう設計
され、
アップルが定める性能基準を満たしているとデベ
ロッパーによって認定された電子アクセサリーであること
を示します。アップルは、本製品の機能および安全および
規格への適合について一切の責任を負いません。
• iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch
are trademarks of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries.
• iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touchは米国
および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
• SDHCロゴは商標です。

• リモコン RM-SNXPB10または
RM-SNXPB5 (1個)
• リチウム電池 CR2025 (1個)
（出荷時にリモコンの中に入っています）

本機のご使用上の注意
• ディスク/iPodウィンドウが開いたまま、本機を運ばな
いでください。
• 本機を移動するときは、
必ずディスク、iPod、
USB機
器、SDカードを取りはずしてから電源コードを抜いてく
ださい。
• 本機の電源を切るときは、
ディスク/iPodウィンドウを
閉めてください。
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再生できるディスク/ファイル/機器について
ディスク/ファイルのご注意

iPodについて

• 本機で再生できるディスク/ファイルは以下のとおりです。
‒ 音楽CD（「COMPACT disc」のロゴのあるディスク）
‒ 音楽CD（CD-DA）
フォーマットのCD-R/CD-RW
‒ CD-R/CD-RW
（フォーマットはISO 9660 Level
1またはLevel 2）のMP3/WMAファイル
‒ USB機器またはSD/SDHCカード(最大転送速度は
2 Mbps)のMP3/WMAファイル
• 本機では「パケットライト方式」でフォーマットされた
ディスクは再生できません。
• MP3/WMAファイルについて
‒ 録音状態や記録方法によっては再生できないMP3/
WMAファイルもあります。
‒ 本機はディスク1枚、USB機器1台またはSDカード
１枚あたり、99グループと999曲まで認識できます。
‒ 本機ではタグ情報(version1)を表示できます
（ただ
し半角英数字のみ）
。
• USB機器/SDカードについて
‒ 2ギガバイト以上のファイルは再生できません。
‒ USB機器またはSDカードのなかには、
本機
で再生できないものがあります。また、本機は
DRM(Digital Rights Management)には対応し
ていません。そのため、
パソコンでインターネットか
らダウンロード購入したファイル
（著作権保護された
ファイル）
などは再生できません。

• iPodを接続するときは、
必ず本機の音量を最小にして
ください。音量は再生してから調節してください。
• iPodを接続したまま本機を移動させないでください。
iPodが落下して、
破損するおそれがあります。
• 本機のコネクターの端子部分に直接触ったり、物を当
てたりしないでください。破損の原因となります。
• 本機の電源が入っている間、
iPodは充電されます。
• 本機ではiPodに録音できません。
• 表示窓に表示される情報はiPodの種類により異なります。
• iPodが正しく再生されないときは、
iPodの最新版ソフ
トウェアをダウンロードし、
アップデートしてください。
‒ iPodについて詳しくは、
アップル社のウェブサイトを
ご覧ください。<http://www.apple.com/jp/>

USB機器について （NX-PB10のみ）
USB機器はNX-PB10のみ再生できます。
• USB機器を接続したりはずしたりするときは、本機の
電源を切ってください。電源が入っていると、本機や
USB機器の故障の原因となります。
• USB機器をはずすときは、
音量を最小にしてください。
• USBハブは使用しないでください。
• USB機器の容量は4GB以下を推奨します。
• USB機器のセキュリティ機能は、解除してください。
• ソース
（音源）
が「USB」になっているときに、USB機器
が充電されます。USB機器によっては、
ソース
（音源）
が
「USB」になっていても充電されない場合もあります。
• すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。
• 本機からUSB接続した機器にデータを送ることはでき
ません。
• USB機器の再生について
‒ 収録されているファイルが多いほど、本機の読み込
み時間が長くかかります。
‒ 再生時は、
先に作成したグループから順番に再生しま
す。
グループ内では、記録した曲順で再生します。
• 記録のしかたによっては順番が異なる場合があります。
• フォルダ名やファイル名を変えると、
順番が変わる
ことがあります。

対応iPod
• iPod nano（第2、第3、第4、第5、第6世代）
• iPod nano
• iPod touch（第2、第3、第4世代）
• iPod touch
• iPod（第4世代）
• iPod classic
• iPod photo（第4世代）
• iPod video（第5世代）
• iPod mini（第2世代）
• iPod mini

iPodの最新の対応状況については、弊社ホームページを
ご覧ください。

SDカードについて
• SDカードスロットにSDカード以外のものを挿入しない
でください。
• ひびが入ったり変形しているSDカードは使用しないで
ください。
• SDカードを本機から取り出すときは、必ず再生を停止し
てください。データの損傷の原因となることがあります。
• SDカードを挿入するときは、
SDカードの向きをご確認
ください。SDカードの向きが正しくないと、
本機からの
取り出しができないことがあります。
• miniSD™/microSD™ カードを本機に挿入するとき
は、
かならずSDアダプターをお使いください。
• SDカードは32GBまで対応しています。
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準備をする
FMアンテナの準備

リモコンの準備

FMアンテナを最も受信状態の良い位置と方向に伸ばし
てください。

初めてリモコンを使用するときには、
リモコンの絶縁シー
トを引き抜いてください。

FMアンテナ

電池の交換方法:

• アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに触れない
ようにご注意ください。また、
アンテナを他のケーブル
から離してください。受信の妨げになることがあります。
ご注意:
• 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交
換してください。
• 電池は、
「安全上のご注意（別紙）」をお読みの上、正し
くお取り扱いください。
• 操作範囲が狭くなったり、
本体に近づけないと操作でき
なくなったときは、新しい電池と交換してください。
• 落としたりぶつけたりなど、
リモコンに強い衝撃を与え
ないでください。
• 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。

電源コードの接続
すべての接続が終わったら電源コードを接続します。

コンセントへ

初めて本機をお使いになるときは、時計の設定を行
なってください。(6ページ)

4
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基本操作
STANDBYランプ

リモコン受光部

1
2
3

電源を入れる
ソース
（音源）
を選択する
音量を調節する

• 電源を切るには、[

1 2
時計/スリープ

3
1

タイマー

時計/スリープ

1

タイマー

2

2
SELECT

チューニング/フォルダ/スクロール

音量

リピート

スーパーバス

サウンドモード

消音

表示

プログラム

ランダム

NX-PB10

チューニング/フォルダ/スクロール

SELECT

3

音量

リピート

スーパーバス

サウンドモード

消音

表示

プログラム

ランダム

]を押します。

極端に音量を上げた状態で電源を切ら
ないでください。
次に電源を入れたときに、突然大きな音が
出て、スピーカーやヘッドホンが破損した
り、聴覚障害の原因となることがあります。
• 音量が「17」以上のときに電源を切る
と、
次回電源を入れたときに音量が自
動で「16」
に設定されます。

3

NX-PB5

ヘッドホンを使う
ヘッドホン
（別売り）
のステレオミニプラグを
続します。

ディスク/iPodウィンドウをロック
する ̶ チャイルドロック

端子に接

ディスク/iPodウィンドウが閉まっているときに、
ディスク/
iPodウィンドウが開かないように設定できます。小さなお
ヘッドホンを使うときのご注意:
子様のいたずら防止などに便利です。
ヘッドホンをつける前や、
ヘッドホンのプラグを抜き差しす
（電源が入っているときに、本体のボタンからのみ操作で
る前には、必ず音量を最小にしてください。
きます）
• ヘッドホンを接続すると、
スピーカーから音が出なくな
ります。
（長押し）
（スクロールします）
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時計/音/表示窓の設定
時計を合わせる

おやすみタイマーを使う

電源が切れているとき
（スタンバイ時）
に時計を合わせる
ことができます。

電源が入っているときにおやすみタイマーを設定するこ
とができます。

1

1

時刻設定画面を表示する

おやすみタイマー設定画面を表示する

時計/スリープ

時計/スリープ

（長押し）

（長押し）

2

2

時刻を合わせる

時計/スリープ

時計/スリープ

押すごとに表示が以下のように変わります。
• 本機の時計は月に1、
２分程度のズレが生じる場合
があります。定期的に時刻を合わせ直すことをお
すすめします。

（キャンセル）

• 電源が入っているときに現在時刻を確認するには、
[時計/スリープ]を押します。
• 電源プラグを抜いたり、停電で電源が切れた場合は、時
計を合わせ直してください。

（XXはおやすみタイマーの設定時間）
• 「SLEEP XX」
表示中に設定してください。
• 残り時間を確認するには、[時計/スリープ]を押しつづ
けます。

6
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デイリータイマーを使う

音を調節する

デイリータイマーを使うと、
お好みの音楽で目覚めること
ができます。
• デイリータイマーを設定する前に、あらかじめ再生した
いソース
（音源）
を準備してください。

一時的に消音する

1

消音

デイリータイマー設定画面を表示する
• もう一度押すと元の音量に戻ります。

タイマー

（長押し）

重低音を強める

設定項目が表示されます。

2

タイマーの内容を設定する

スーパーバス

キャンセル
（表示なし）

以下の項目を設定します。
ON TIME

タイマーの開始時刻

OFFTIME

タイマーの終了時刻

SOURCE

再生するソース
（音源）
• 「A‒IN」は選べません。

サウンドモード
お好みのサウンド効果を選びます。

1 設定する項目を選ぶ
2 選んだ項目の設定を開始する

サウンドモード
タイマー

3 設定する
• 時刻（「時」
「分」）
を設定する：[¢]または
[4]を押し、[タイマー]を押す
• ソース
（音源）
を設定する：[CD 6]、
[iPod 6]、[USB 6]、[SD 6]または
[FM/AUDIO IN]を押し、[タイマー]を押す
‒ 「TUNER」を選んだときは、[¢]または
[4]を押してプリセット番号を選びます。
• しばらくの間操作をしないと、
デイリータイマーの
設定は中断されます。
• 設定内容を修正するには、
デイリータイマーの設

キャンセル
（表示なし）

タグ情報を表示する
MP3またはWMAを再生中に再生中の曲のタグ情報を
表示することができます。
表示

定が中断されるまで待ってから、手順1に戻り設定
し直します。

3

• 「ID3 ON」を選んでいるときに、ID3またはWMAの
タグ情報が表示されます。(ただし日本語表示はできま
せん。）

デイリータイマーを「入」にする
タイマー

インジケーターが点灯します。

4

電源を切る

• デイリータイマーを解除するには、[タイマー]を イン
ジケーターが消えるまでくり返し押します。
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再生する
iPod
iPodを接続する

メニューの操作

[0]を押してディスク/iPodウィンドウを開き、iPodを
iPodドックに接続します。

メニューを表示する/前のメニューに戻る

項目やメニューを選ぶ
チューニング/フォルダ/スクロール

SELECT

• iPodの種類によっては、
iPodの画面でのみメニューが
操作できます。
• iPod touchの接続中に次の操作を行うときは、
iPod touchで操作します。
• 接続するときは、
かならずiPodの保護カバーをはずして
‒ ホームボタンを押す
ください。
‒ ホーム画面でアプリケーションアイコンを選ぶ
• iPodはしっかりと差し込んでください。
‒ スライダーをドラッグする
• ディスク/iPodウィンドウを閉じるには、[0]を押します。
‒ iPodウィンドウを閉じるときは、
iPodドックが手前に
倒れたままになっていないことをご確認ください。
• iPodについては3ページもご覧ください。

再生する

•
•
•
•
•

再生、または一時停止する: [iPod 6]を押す
曲を選ぶ: [¢]または[4]を押す
早送りする: [¢]を押しつづける
早戻しする: [4]を押しつづける
iPodをスリープさせる: [iPod 6]を押しつづける

• iPodのイコライザーを使用していると、録音レベルが
高い音を再生したときに音がひずむことがありますの
で、使用しないことをおすすめします。iPodの操作につ
いては、
iPodの取扱説明書をご覧ください。

8
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ディスク/USB機器/SDカード
ディスクを入れる

再生する

[0]を押してディスク/iPodウィンドウを開き、
ディスクを
入れます。

ディスクを再生する

USB機器を再生する
SDカードを再生する

• ディスクを再生、または一時停止する: [CD 6]を押す
• USB機器を再生、または一時停止する:
[USB 6]を押す
• SDカードを再生、または一時停止する: [SD 6]を押す
• 曲を選ぶ: [¢]または[4]を押す
• 早送りする: [¢]を押しつづける
• ディスクのラベル面を手前に向けて入れてください。
• 早戻しする: [4]を押しつづける
• ディスク/iPodウィンドウを閉じるには、[0]を押します。 • グループを選ぶ (MP3/WMAのみ):
• ディスクを入れたり取り出したりするときは、本機が倒
[ ]または[ ]を押す
れないよう、
ご注意ください。
• 停止する：[7]を押す

USB機器を接続する

リピート再生する

USB機器はNX-PB10のみ再生できます。

リピート

押すごとに表示が以下のように変わります。
• USB機器については3ページもご覧ください。

キャンセル
（表示なし）

SDカードを挿入する

(MP3/WMAのみ)

REPEAT1

現在の曲をくり返す

REPEAT

すべての曲をくり返す

REPEAT
FOLDER

現在のグループをくり返す
（MP3/
WMAのみ）

• SDカードを取り出すときは、
SDカードを押してSDカー
ドスロットから抜いてください。
• SDカードについては3ページもご覧ください。

次のページへつづく
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再生する

ディスク/USB機器/SDカード(つづき） FM放送
ランダム再生する

本機はAM放送には対応していません。

ランダム

放送局を選ぶ

1

キャンセル
（表示なし）

ランダム
（無作為）
な順序で曲が再生されます。
すべての曲をランダムに再生し終わると、
自動的に停止し
ます。

プログラム再生する

1

[FM/AUDIO IN] または [FM] をくり
返し押して、
「FM」を選ぶ
NX-PB10

2

プログラム再生するソース
（音源）
を再
生し、停止する

NX-PB5

選局する
（長押し）
チューニング/フォルダ/スクロール

自動的に選局を始め、放送を受信すると止まります。

2

• 選局を止めたいときは、
もう一度押します。
• くり返し押すと、
0.1 MHzずつ変わります。

プログラム設定画面を表示する
プログラム

3

FM放送をモノラル受信する

曲番号を選ぶ

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときは、
モノラル受
信に切り換えると聞きやすくなることがあります。

音楽CDの場合：
プログラム

NX-PB10

NX-PB5

MP3/WMAの場合：グループを選び(1)、
曲を選び
ます(2)。
プログラム
1 チューニング/フォルダ/スクロール
プログラム

2
• 32曲まで登録できます。

4

• モノラル受信時（FM MONO）
は、音声が聞きやすくな
りますが、
ステレオ効果はなくなります。
• ステレオ受信に戻すときは、[FM/AUDIO IN]または
[FM] をくり返し押して、
「FM」を選びます。
‒ ステレオ放送を受信するとSTインジケーターが点灯
します。

再生が始まります。
• プログラム内容を消去するには、再生を停止したあと
[7]を押します。
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外部機器
放送局を記憶させる
（プリセット）

外部機器を接続する

最大20局まで記憶させることができます。

ステレオミニプラグコード
（別売り）
で外部機器を本機に
接続します。

1

記憶させたい放送局を受信中にプリ
セット番号を表示させる
プログラム

プリセット番号が点滅します。

2

記憶させたい番号を選ぶ

再生する
[FM/AUDIO IN] または [AUDIO IN] を押して、
「A‒IN」を選び、接続している外部機器を再生します。

3

NX-PB10

選んだ番号に放送局を登録する

NX-PB5

プログラム

記憶させた放送局を呼び出す
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ご参考に
故障かな？と思ったら
ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。サービス窓口に
ご相談になる前に、下記の項目をチェックしてみてください。

ディスク/USB機器/SDカード

iPod FMラジオ

共通

症状

原因/対策

電源が入らない。

• 電源コードの接続を確認してください。

設定の途中で操作が取り消されてしまう。

• 操作には時間制限があるものがあります。もう一度操作し直
してください。

リモコンから本体を操作できない。

• リモコンと本体のリモコン受光部との間を遮らないようにし
てください。
• リモコンの電池を新しい電池に交換してください。

音声が聞こえない。

• ヘッドホンをはずしてください。

雑音が多く放送が聞きづらい。

• アンテナを調整し直すか、本機の設置場所を変えてください。
• 本機の電源を切り、入れ直してください。

表示窓に「IPOD」
と表示されているのに
iPodが再生できない。

• iPodを充電してください。

再生できない。

• ディスクの文字のある面を手前に向けて入れてください。
• 「パケットライト(UDF形式)」で録音されたディスクは再生で
きません。
• USB機器が正しく接続されているか、
またはSDカードが正
しく挿入されているか確認してください。
• CD-R/CD-RWをファイナライズしてください。
• CDピックアップレンズを掃除してください。(13ページ）

表示窓に「NO DISC」
または「NO SONG」 • ディスク、
USB機器またはSDカードにMP3/WMAファイル
が入っていません。
と表示される。
MP3ファイルのID3タグが表示されない。

• 本機で表示できるタグ情報はversion1のみです。また、
日本
語は表示できません。

MP3/WMAのグループやトラックが意図し
たように再生できない。

• ディスク：再生順は、
グループやトラックを録音した書き込みソ
フトで決まります。
• USB機器またはSDカード：再生時は、先に作成したグループ
から順番に再生します。
グループ内では、記録した曲順で再
生します。

ディスク、USB機器またはSDカードからの
音声が途切れる。

• 汚れや傷のあるディスクは、清掃するか交換してください。
• 正しく書き込まれたMP3/WMAファイルを再生してください。
• 本機の電源を切り、USB機器を接続し直す、
またはSDカード
を挿入し直してください。

タイマー

ディスク/iPodウィンドウの開閉ができない。 • 電源プラグをしっかりと差し込んでください。
• チャイルドロックを解除してください。(5ページ）
デイリータイマーが作動しない。

• デイリータイマーは電源が切れているときのみ動作します。
電源が切れているか確認してください。

上記の処置をしても正しく動作しないときは
本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっています。万一、
どのボタンを押しても正しく動作しないときは、一度電
源コードをはずし、
しばらく待ってからつなぎ直してください。
• 本機の故障または不測の事態により、
ディスク、iPod、
USB機器またはSDカードの再生などにおいて利用の機
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。
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お手入れについて

主な仕様

ディスクの取り扱いとお手入れ

アンプ部
実用最大出力：

CDケースから出すとき

入れるとき

• ディスクにテープやシールなどを張ったり、
字を書いた
りしないでください。
• ディスクは曲げないでください。
• ハ−トや花などの形をしたシェイプディスク
（特殊形状
のディスク）
は、絶対に使用しないでください。故障の原
因となります。
• 使用後はケースに戻してください。
• ケースに入れるときに、
ディスクの表面を傷つけないよ
うに気をつけてください。
• 直射日光や高温多湿をさけてください。
• ディスクをお手入れするときは、
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。

必ず内側から外側へ

FMチューナー部
受信周波数：

76.0 MHz 〜 90.0 MHz

CDプレーヤー部
ダイナミックレンジ： 80 dB
ワウフラッター：
測定限界以下
USB 部（NX-PB10のみ）
仕様：
USB 2.0 フルスピード規格対応
対応機器：
USB マスストレージクラス機器
ファイルシステム： FAT16, FAT32
USB出力電源：
DC 5 V
500 mA
SDカードスロット部
対応機器：
SD、SDHC
ファイルシステム： FAT16, FAT32

連続したキズは音飛びの
原因となります。

iPod 部
iPod 出力電源：

• シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用しないで
ください。
本体の掃除
• パネルの操作面が汚れたら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、水で布をしめらすか、中
性洗剤を少し布につけてふき、あとからからぶきをして
ください。
• キャビネットが変質したり、
塗料がはげることがあります
ので、
シンナーやベンジンなどの溶剤は使わないでく
ださい。また、殺虫剤など揮発性のものをかけたり、
ゴ
ムやビニール製品などを長時間接触させたままにしな
いでください。
CDピックアップレンズの掃除
レンズにゴミがついたままにし
ていると、音質の低下の原因と
なります。
市販のブロワーなどで、
レンズか
らゴミを取り除いてください。

入力端子：
デジタル入力：

4 W (2 W + 2 W)
(JEITA THD 10%/16 Ω)*
250 mV/47 kΩ
USB端子
（NX-PB10のみ）

共通
スピーカー：
スピーカーユニット：
インピーダンス：
電源電圧：
消費電力：
寸法：
質量：

DC 5 V

500 mA

1ウェイバスレフ型
8 cm x 2
16 Ω
AC 100 V(50 Hz/60 Hz 共用）
25 W(電源入時)
1.00 W 以下(電源待機時)
幅 400 mm × 高さ 215 mm
× 奥行き 91 mm
約 2.3 kg

• 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。
• *はJEITA
（電子情報技術産業協会）の測定法に基づく
数値です。
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ご参考に

ビクターサービス窓口案内
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メモ
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別売りのオプション品

•

ステレオミニプラグコード:

CN-203A(1.5 m)

7 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。

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

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お客様ご相談センター

14ページの「ビクターサービス窓口案内」

0120−2828−17
携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

をご覧ください。

電話（045）450−8950
FAX（045）450−2275
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、保証書（別紙）
をご覧ください。

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社
〒221-8528

© 2010 Victor Company of Japan, Limited
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