取扱説明書
デジタルオーディオプレーヤー
型
名

XA-AW33-W

ユーザー登録のお願い

Relax with Music

お買い上げいただきました製品のユーザー登録をお願いいたします。ご
登録いただきますと製品のサポート情報、ビクター新製品やイベント情
報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよりよい製品
開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

音楽と一緒にリラックス

● 下記アドレスのホームページより、ご登録ください。
http://www.victor.co.jp/reg/

お風呂でリラックス

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
ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理および
その確認に使用し、適切に管理を行い、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。

デジタルオーディオプレーヤーとス
ピーカーをビルトイン！
お風呂に浮かべて音楽を楽しめる防
水加工（防水規格： IPX7*2）対応。音楽
ファイルを内蔵メモリーに転送すれ
ば、音楽を再生できます。

ライトアップ
再生中はブルーのイルミネーションが
フェードイン、フェードアウト*1
音楽とともにリラックス空間を演出し
ます。

お部屋でも…

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に

付属のスタンドを使えば部屋の
オーディオプレーヤーに。

この取扱説明書と「ご注意／詳しい使いかた編」
をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「ご注意／詳しい使いかた編」の「安全上のご
注意」、
「使用上のご注意」は必ずお読みいただき、
安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保
管してください。

乾電池を入れる
ケースを開ける

*1 イルミネーションは、電池が消耗すると明暗が大きくなります。
*2 IPX7とは水深１メートルに30分間耐えられる保護等級で、水の浸入に対する保護を国際電気標準会議
（IEC）にて定めた規格です。
© 2007 Victor Company of Japan, Limited

電池ケースのふたをはずして
乾電池（単3形）を入れた後、再
び電池ケースのふたを閉める

LNT0084-001A

ケースを閉める
上ケース
上ケース

すきま
（約0.5mm）
電池ケース
のふた

・ ケースは開閉が固くなっています
ので、ゆっくりと回すと比較的開
けやすくなります
・ ケースを開けるとき、
パッキンが
吸着して音がします。
これは防水
性が保たれている正常な状態です
・ お風呂場や水気のあるところで
ケースを開け閉めしない
・ パッキンに付いた髪の毛など
は取る
パッキン
・ パッキンに傷
やひび、ゆるみ
があるときは、
付属のパッキ
ンと交換する

プラス（＋）、
マイナス（−）表示

プラス（＋）とマイナス（−）の
向きを表示通り正しく入れる

下ケース

下ケース
必ず上下の突起
を合わせる

・ パッキンとケースが確実に接していることを確認する（詳しくは「お手
入れ」の「汚れたときのお手入れ」をご覧ください。）
・ パッキンにゴミなどがついていないことを確認し、ケースを回らなくな
るところまでしっかり閉める。上記のイラストのように、ケースの突起
の位置が合う
・ パッキンを取り付けずにケースを閉めない
・ 閉めた後、上ケースと下ケースの間に少しすきまが開きます
・ すきまから見てパッキンがゆがんだりたわんでいないか確認する
・ パッキンが正しく取り付けられていないと、浸水して壊れます（詳しく
は「ご注意／詳しい使いかた編」の「使用上のご注意」をご覧ください。）

次のことは行わないでください。
・ ネジをはずして分解する
・ 水面に浮かべたまま放置する

音楽を聴く

お手入れ

ふたを開けて操作します。あらかじめプリインストールの曲が3曲入って
います。プリインストール曲については裏面の「仕様」をご覧ください。

ふだんのお手入れ

スピーカー面
曲の先頭へスキップ/
押しつづけると早戻
し/2回押すと前の曲
へスキップ
次の曲へスキップ/
押しつづけると早送り
LEDランプ

ふた
ストラップ*1
イルミネー
ション:
再生中に明
るさが変化
音量を上げる
音量を下げる

電源入／再生： LEDランプが点灯し、
「ピッ」と鳴るまで押す（約３秒）
再生中は本機内の音楽ファイルを繰り返し再生しつづけます
停止：
再生中に押す*2
電源切：
再生中に「ピッ」と鳴るまで押す（2秒以上）
*1 ストラップを取りはずすときは本体、またはふたの突起から垂直に引っぱってください。
*2 停止してから約10秒経つと電源が「切」になります。このとき再生を停止した位置
が記憶されます。次に再生を始めると停止したところから始まります。ボタンを押
しつづけて電源を切ったときは、最初の曲から再生されます。
・ お風呂に逆さまに浮いているときは、もとに戻してください。
・ 直射日光の強いところや風呂釜の上、火のそばなど高温になる場所に放置しないでください。
・ 再生できる曲が入っていないときは、電源を入れてもすぐに電源が切れます。

1. 石けんなどが付着した場合、流水で良く流す
2. 水気を拭き取り、乾燥させる

パッキンとケースの間に入った水を十分に拭き取らないと、ケースを開けるとき
に水が内部にはねる場合があります。

3. 水平で乾いた場所に保管する

汚れたときのお手入れ
本機外側の水気をよく拭き取ってからケースを
開けてパッキンをはずし、流水で洗って水気を
拭き取り、乾燥させる
パッキンやケースのみぞの水気や内部の水滴を乾いた布で拭き取り、
パッキンをケースのみぞに押しこんで取り付ける
パッキンが、はずれていないことを確認する
ケースとパッキ
ンが接している
ことを確認する

・ パッキンやケースに傷がつくと中に水が入り故障の原因となります。
・ パッキンが、しっかりと取り付けられていないと、中に水が入るので十分
に注意してください。

CDから音楽データをパソコンに取り込む

取り込んだ音楽を本機に転送する

保証とアフターサービス
● 保証書は必ずお受け取りください

ここでは、あなたのパソコン（Windows XP）にインストールされているWindows Media Player 10を使って、CDから本機に曲を入れるまでの流れを
説明します。
曲の取り込みかたと転送のしかたについて、Windows Media Player 9やWindows Media Player 11での使いかたについて、詳しくは取扱説明書「ご
注意／詳しい使いかた編」をご覧ください。

この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししま
すので、所定事項の記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

®

パソコンを起動し、CDを入れる
パソコンに次のダイアログが表示されます。
「CDから音楽を取り込みます」を選び、
「ＯＫ」をクリックします。
Windows Media Player 10が起動し、CDの曲の取り込みが始まります。

付属のUSBケーブルで、パソコンと本機を接続する
接続が完了すると、次のダイアログが表示されますので、
「何もしない」を
選んで「OK」をクリックします。

● 保証期間について

保証期間はお買い上げ日より1 年間です。保証書の規定に従って、お買い上げ
販売店にて修理させていただきます。その他詳細は保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理に
よって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

● 補修用性能部品の保有期間について

当社は、このデジタルオーディオプレーヤーの補修用性能部品を製造打ち切り
後、6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた
めに必要な部品です。

USBケーブル
（付属）

● 修理を依頼されるときは

取扱説明書「ご注意／詳しい使いかた編」の「こんなときは・・・」の各項目をよ
くお読みのうえ、再度お調べください。それでも具合の悪いときは、お買い上げ
販売店に次のことをお知らせください。
■ ビクターデジタルオーディオプレーヤー XA-AW33-W
■ お名前とおところ
■ 電話番号
■ 故障症状(詳しく)
なお修理のご用命の際は必ず本製品をご持参ください。

パソコンがインターネットにつながっていれば、タイトルなどの
情報も自動的に登録されます。

本機のケースをはずし、
逆さまにしてUSBケーブルを
差しこむ

・ 上記のダイアログが表示されないときは取扱説明書「ご注意／詳しい使いかた編」の「CDから音楽データをパソコンに取り込む」をご覧ください。

・ ダイアログが表示されないときは次の手順に進みます。

● アフターサービスについてご不明な点は

ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの
販売店、または別紙サービス窓口案内をご覧のうえ、最寄りのサービス窓口に
ご相談ください。

ここでは、Windows Media Playerの初期設定の状態で、CDを取り込み、転送する方法を記載しています。ビットレートなどの設定を変更して取り込み、転送する場合は「ご注意／詳しい使いかた編」をご覧ください。

Windows Media Player 10を起動し、
「同期」タブ
をクリックする

「同期」ダイアログが表示されます。

「デバイスリスト」の「 」をクリックし、
「JVC̲XA̲A」を選ぶ
「JVC̲XA̲A」がリストに表示されないときは、メニューバーから
「表示（Ｖ）」
→「最新の情報に更新（Ｒ）」
をクリックします。

転送が終了したらタスクバーの「 」をクリックし、
「ハー
ドウエアの安全な取り外し」を行い、USBケーブルを抜く
これで曲が転送されました。
お気に入りの音楽と一緒にお風呂でお楽しみください。
・ 曲は転送された順に再生されます。
・ プレイリストを使っての再生はできません。
・ スピーカー面をふさぐと音が小さくなります。
・「MUSIC」フォルダ内に、フォルダを作成して曲を再生できます。
フォルダは３階層下のフォルダ内の音楽ファイルまで再生できます。

「同期リスト」の「 」をクリックし、上記の「CDから
音楽データをパソコンに取り込む」の手順にした
がって取り込んだアルバムを選ぶ

「

同期の開始（S）
」をクリックする

CDの曲の転送が始まります。転送中は本機のLEDランプが点滅します。

・ 曲は本機の一番上の階層（ルートディレクトリ）に転送されます。
「MUSIC」
フォルダに転送されるよう、設定を変更されることをおすすめします。
詳しくは取扱説明書「ご注意／詳しい使いかた編」の「パソコンから本機に音
楽を転送する」の手順3をご覧ください。

再生できる音楽ファイル
MP3

(32kbps 〜 192kbps、16kHz、22.05kHz、
32kHz、44.1kHz、48kHz)「.MP3」
「.mp3」
WMA、WMA-DRM (32kbps 〜 192kbps、16kHz、22.05kHz、
32kHz、44.1kHz、48kHz)「.WMA」
「.wma」
・ 本機とご使用になるパソコンを接続する際は、付属のUSBケーブルをお使い
ください。また、本機に曲を転送中に、USBケーブルを抜かないでください。
・ 本機を接続する前にWindows Media Playerが起動していると、本機のドラ
イブ名「JVC̲XA̲A」が表示されないことがあります。その場合は本機を接続
したままWindows Media Playerを終了して、もう一度起動してください。
・ 接続、転送の際に、音楽ファイルなどのデータが消失、破損した場合の補償に
ついてはご容赦ください。

仕様
内蔵メモリー
再生できる音楽ファイルの種類
スピーカー
プリインストール曲
インターフェース
電源
電池持続時間
外形寸法
質量
動作温度
添付物・付属品
防水規格
*
*
*
*

256 MBフラッシュメモリー
MP3、WMA、WMA-DRM
アンプ内蔵モノラルスピーカー
ヴォーカリーズ（ジャズバージョン）.mp3 (4分18秒)
弦楽セレナード（ジャズバージョン).mp3（4分19秒）
亡き王女のためのパヴァーヌ（ジャズ）.mp3 (4分31秒)
USB1.1
単3形アルカリ乾電池(DC 1.5 V) x 4（別売）
約15時間(ビットレート128kbps/サンプリング周
波数44.1kHzで作成したWMAファイルをVol値12
（初期値）で再生した場合)
直径12.0 cm×高さ8.7 cm
260 g (乾電池含まず)
0 ℃ 〜 42 ℃
スタンド、USBケーブル（部品番号：J34118-001）、
予備パッキン（部品番号：J22336-001）、保証書、取
扱説明書（2種）、サービス窓口案内
保護等級 IPX7

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。
本機は英国NXT社が開発したフラットパネルスピーカー技術を採用しています。
NXTおよび
は英国New Transducers Limited社の登録商標です。
Microsoft、Windows およびWindows Media は米国 Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

