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このたびは、SDオーディオプレーヤー
をお買い上げいただき、まことにありが
とうございました。

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「安全上のご注意」（47～ 52ページ）は、ご使用前に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、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受
け取りください。
本書は SV-SD800N と SV-SD400V を共用しており、SV-SD800N のイラス
トを使用しております。本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成していま
す。また、本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりま
すが、ご了承ください。

もくじ

≥英語のクイックガイドを55ページに記載しております。どうぞご利用ください。
≥The English Quick Guide is indicated on P55. Refer to the pages if you prefer English.
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「安全上のご注意」を必ずお読み
ください。（47～52ページ）
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≥ノイズキャンセリングインサイドホンはSV-SD800N専用です。SV-SD400V
では使用できません。

≥本書では、ノイズキャンセリングインサイドホンと高音質密閉型インサイドホン
のことを「インサイドホン」と記載しています。

別売品のご紹介 イヤーピース RP-PD2
ホルダーキット RP-SB400
ストラップキット RP-WA5
リモコン付きステレオインサイドホン RP-HJE55
アクティブスピーカー RP-SP350

□ACアダプター（本機専用）
(RFEA803J-T)

□USB接続ケーブル
(K1HY08YY0008）

□ニッケル水素充電式電池
(HHF-AZ10S/1H：ケース付 ) 

□D-snap port アジャスタ
(RFE0194）
≥D-snap port 接続に
使用します。（P12）
お使いにならない場合でも紛失しない
ようお気をつけください。

□SDメモリーカード
（128 MB）

(RP-SD128BL1A）

□CD-ROM

SV-SD800Nのみ付属
□ノイズキャンセリングインサイドホン
(L0BAB0000209：
イヤーピース付 )

SV-SD400V のみ付属
□高音質密閉型インサイドホン
(L0BAB0000210：
イヤーピース付 )

付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけ
るものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

http://www.sense.panasonic.co.jp/

付属品 付属品をご確認ください。
記載の品番は、
2006年7月現在のものです。
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インサイドホンの装着のしかた
イヤーピースが耳の穴にフィットしていないと、密閉性が低下し、低音が
出ないことがあります。より良い音で聞いていただくために、耳に正しく
装着してください。

インサイドホンの L（左）と R（右）
の表示を確認して耳へ装着する
≥少しまわすようにすると、奥まで入
れやすくなり、耳にぴったりと装着
しやすくなります。

≥インサイドホンを使用中に気分が
悪くなった場合は、すぐに使用を中
止してください。

イヤーピースについて
お買い上げ時には、M サイズが装着されて
います。サイズが耳の穴に合わない場合は、
付属の Sサイズや Lサイズに付け換えてく
ださい。
≥ イヤーピースは長期の使用または保存により、劣化することがあります。

S M L

付属品
（つづき）
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ノイズキャンセリングインサイドホン（SV-SD800Nのみ）
ノイズキャンセリングインサイドホンでは、外部の雑音を遮断して静かに
音楽を楽しんだり、音楽を聞いている場合でも、周囲の音を増幅して周囲
の音を聞こえやすくすることができます。

NOISE CANCEL（ノイズキャンセル）モード
乗り物内での雑音など、外部の雑音と逆相の音を出すことにより
雑音を減らして、小さな音量でより明瞭に音楽を楽しめます。
≥ ノイズキャンセル機能は主に低い周波数帯域の雑音を消すもの
で、高い周波数帯域の雑音に対しては効果ありません。また、す
べての雑音が消されるものではありません。

≥ インサイドホンの付けかたによっては、効果が少ない場合があります。
≥ 静かな場所や雑音の種類によっては、効果が感じられない、また
は雑音が大きく感じる場合があります。

OFF（オフ）モード
通常のインサイドホンと同じように使えます。

MONITOR（モニター）モード
マイクからの音を増幅して、インサイドホンから聞くことができます。
音楽を聞きながらでも、周囲の音を聞こえやすくすることができます。
≥ モニターモードに切り換え時は音量が小さくなります。切り換え
たあと、i、j を押して音量を調整してください。

モニターモードから、オフモードやノイズキャンセルモードに切り換えたときは、イ
ンサイドホンから聞こえる音楽が大きくなります。音量にお気をつけください。

本体のＤ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔ端子
に奥までしっかり差し込む

モードランプ
点滅
ノイズキャンセルモード
点灯
モニターモード
消灯
オフモード

マイク

「　」面を上に向けて

クリップ

モード
切り換え
スイッチ

NOISE CANCEL

MONITOR

OFF

NOISE CANCEL

MONITOR

OFF

NOISE CANCEL

MONITOR

OFF

NOISE CANCEL

MONITOR

OFF
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≥インサイドホンのマイクを、手などで覆わないでください。ノイズキャンセル機
能やモニター機能の効果がなくなることがあります。

≥ノイズキャンセリングインサイドホンを本機に接続している場合、お持ちのヘッ
ドホンなどをインサイドホン端子に接続しないでください。

≥SD オーディオプレーヤー本体がマーク登録 / 解除などの SDカード書き込み中
は、ノイズキャンセルモードまたはモニターモードに設定していても、効果はオ
フモードになります。モードランプも消灯します

≥ノイズキャンセルモード、モニターモードに設定している場合、オフモードより
も電池持続時間が短くなります。（P56、57）

≥電池残量が少ないときに、オフモードからノイズキャンセルモード、モニターモー
ドに切り換えると、電源が切れる場合があります。

≥ピーというハウリング音が出る場合は、インサイドホンを付け直すか、オフモー
ドに切り換えてください。

≥ノイズキャンセルモードでは、周囲の音を遮断するので警告音なども聞こえにく
くなります。運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム
など）では使わないでください。

高音質密閉型インサイドホン（SV-SD400Vのみ付属）

本体のインサイドホン端子
に奥までしっかり差し込む

付属品
（つづき）
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SDカード
≥本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモ
リーカードやminiSDカード（miniSDアダプターが必要です）、およびFAT32
形式でフォーマットされたSDHCメモリーカードに対応しています。

≥本機では以下の容量のカードが使用できます。（Panasonic の製品を推奨）
— SDメモリーカード（8 MB～ 2 GB）
— SDHCメモリーカード（4 GBまで）

≥使用可能領域は表示容量より少なくなります。
≥本書ではこれらのカードのことを「SDカード」と記載しています。
≥SDカードによっては、電池寿命が極端に短くなる場合があります。Panasonic
の製品をお使いになることをおすすめします。

≥最新情報は http://panasonic.jp/support/d_snap をご確認ください。

故障を防ぐために
≥ズボンの後ろポケットに入れて座らない
でください。

≥インサイドホンを本機に巻き付けたまま、
かばんの中に入れ、外から大きな力を加え
ないでください。
表示パネルの破損につながります。

≥本機に、雨水や水滴などがかからないよう
にしてください。
特に、ストラップ（別売）使用時の手洗い
などで、本機に水がかからないようお気を
つけください。
万一雨水や水滴、汗などが付着したとき
は、水をよく絞った布でふき、そのあと乾いた布でふいてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラ
ス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引
き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

まずお読みください
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≥本製品におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねま
すので、あらかじめご了承ください。

≥本製品または SD カードの不具合で録音されなかった場合の内容の補償につい
てはご容赦ください。

≥SDHCロゴは商標です。
≥miniSDロゴは商標です。
≥Microsoftおよび Windowsは米国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。

≥MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびThomson から
ライセンスを受けています。

≥Windows Media、Windowsロゴは米国その他の国で米国Microsoft Corporation
の登録商標または商標になっています。本製品は、Microsoft Corporationと複数
のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での
前述の技術の利用もしくは配布は、Microsoft もしくは権限を有するMicrosoftの
子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。

≥Portions of this product are protected under copyright law and are
provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

≥ Intel、 PentiumおよびCeleronはIntel 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。

≥ IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporation
の登録商標です。

≥Macintoshは、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
≥Adobe、 Adobe ロゴ、Adobe Acrobat、およびAcrobat Reader は、アドビ
システムズ社の米国および / または各国での商標または登録商標です。

≥音楽認識技術と音楽関連データはGracenoteRによって提供さ
れています。Gracenote およびCDDBはGracenote の登録商
標です。“Gracenote”、“CDDB”、“Powered by Gracenote”
ロゴおよびロゴ表記はGracenote の商標です。

≥CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright C
2000―2003 Gracenote. Gracenote CDDBR Client Software, copyright
2000―2003 Gracenote.

≥米国特許番号No.5,987,525、No.6,061,680、No.6,154,773、No.6,161,132、
No.6,230,192、No.6,230,207、No.6,240,459、No.6,330,593上記以外の
ものについては特許出願中。

≥その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標ま
たは登録商標です。なお、本文中では TM、Rマークは一部明記していません。

まずお読みください
（つづき）
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1. 動作表示ランプ

2. 表示パネル
≥しばらくすると省電力のため、表
示が消えます。消えているときは、
音量ボタン（＋・－）を押すか、
HOLD スイッチを切り換えると、
再度点灯します。

3. 操作ボタン
1/∫ 再生 /停止
≥電源の入 /切にも使用します。
入：ポンと押す
切：約2秒以上押したままにする

9 スキップ（とび越し）/
サーチ（早送り）

: スキップ（とび越し）/
サーチ（早戻し）

r　s 音量
モード切換え
オーディオ再生プレイ
リスト選択

4. D-snap port 端子
5. インサイドホン端子
（‰3.5 mmステレオミニジャック)

6. ストラップ取付部
7. カードふた
8. マークボタン [MARK]
9. HOLD スイッチ［HOLD]

10. 電池ふた

２
１

３ ４ ５
10９８

７６

約3秒間隔で点滅 オーディオ再生中、
FMチューナー受信中

約2秒間隔で点滅 充電中（電源を切っ
た状態での充電）

約1秒間隔で点滅
マーク登録中など
のSDカード書き込
み中

点灯 電源を入れたとき、
停止中

消灯
電源を切ったとき、
充電完了時

各部の名前
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１

１

パソコン内のＷＭＡ/ＭＰ
ＡＡＣ（拡張子：.ｍ4ａ）形
ファイルをＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘ

本機で再生できる音楽データはＳＤオーディオ規格に
準拠したもののみです。

ＳＤステレオ

パソコンをお持ちの方

ＳＤカードにＳＤオーディオ規格準拠の音楽データを書き込むためには、ＳＤ
オーディオ規格準拠のパソコン用ソフトウェア（付属のＳＤｰＪｕｋｅｂｏｘな
ど）または、ＳＤオーディオ規格準拠のＳＤステレオシステムが必要です。

携帯電話からダウンロードした音楽データを再生する場合は、音楽
データがＳＤオーディオ規格に準拠しているかご確認ください。

●

●

音楽ＣＤをパソコンに入れて
おく
パソコンと本機をＵＳＢ接続
ケーブルで接続する

ＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘを起動する
（Ｐ２０）

をクリック

をクリック

（チェック）を付ける ＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘを起動す

３ パソコン内から音楽ファイ
選ぶ

２

（Ｐ２０）

をクリ

４ をクリック
本書では、ＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘ
の画面表示モードを「通常
モード」に設定した場合で説
明しています。

パソコンと本機をＵＳＢ接
２ 取り込む曲に　（チェック
３ をクリック

をクリック４

ここに
チェック

ＭＵＳＩＣ　ＳＴＯＲＥ

※著作権保護された音楽データ

Ｓ
レ
ら
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１

１

パソコン内のＷＭＡ/ＭＰ３/
ＡＡＣ（拡張子：.ｍ4ａ）形式
ファイルをＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘへ※

ＭＵＳＩＣ　ＳＴＯＲＥから
ＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘへ

Ｄオーディオ規格に
ＳＤステレオシステムをお持ちの方

ちの方

ータを書き込むためには、ＳＤ
（付属のＳＤｰＪｕｋｅｂｏｘな
レオシステムが必要です。

タを再生する場合は、音楽
いるかご確認ください。

●ＳＤステレオシステムでの録音方法は、
ＳＤステレオシステムの取扱説明書を
お読みください。

をクリック

をクリック

（チェック）を付ける ＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘを起動する

３ パソコン内から音楽ファイルを
選ぶ

２

（Ｐ２０）

をクリック

１ ＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘを起動する

２

（Ｐ２０）

をクリック

３ 曲を購入してダウンロードする

４ をクリック
ＭＵＳＩＣ ＳＴＯＲＥの内容については、
配信サイトにお問い合わせください。

本書では、ＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘ
の画面表示モードを「通常
モード」に設定した場合で説
明しています。

パソコンと本機をＵＳＢ接続ケーブルで接続する
２ 取り込む曲に　（チェック）を付ける
３ をクリック

をクリック４

ここに
チェック

ＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘの詳し
い操作説明は、 
ＳＤ-Ｊｕｋｅｂｏｘの通常
モード編の取扱説明書

みください。

ファイルインポート

ＭＵＳＩＣ　ＳＴＯＲＥ

（ＰＤＦファイル）をお読

※著作権保護された音楽データを取り込むことはできません。

ＳＤオーディオ規格に準拠した、ＳＤステ
レオシステムをお持ちの方は、音楽ＣＤか
らＳＤカードに録音することができます。

SV-SD800N_400V.book  11 ページ  ２００６年８月７日　月曜日　午後４時７分



12

● 接続するときは、必ず付属のＤ-ｓｎａｐ　ｐｏｒｔ
アジャスタを接続機器に取り付けてください。

●  必ずＳＤオーディオプレーヤーに充電式電池
を入れてください。

● ＳＤオーディオプレーヤーの電源を切ってか
ら装着してください。

詳しくはそれぞれ

■ Ｄ-ｓｎａｐ ｐ

ＳＤステレオシ
●  ＳＤオーディオ
ＳＤステレオシ

●  Ｄ-ｓｎａｐ ｐ
モードに設定し
接続を外したあ

● ＳＤステレオシ
定した「音質効
ムで設定してく

アクティブスピ
● ＳＤオーディオ
メニューの「Ｅ
なります。

● 音量と「ＥＱ」、
あとは、接続前
と、以前アクテ

オーディオ設定

EQ

音質効果

●「再生モード」を「
る場合、Ｄ-ｓｎａｐ

●   ＳＤオーディオプ
と、ＳＤオーディオ

●   Ｄ-ｓｎａｐ ｐｏｒ

持ち出した音楽の続きを
自宅で楽しもう！ 装着するだけで充電

Ｄ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔを使うとこんなことができます

ＳＤオーディオプレーヤーにＳＤカード
を入れたまま、聞いていた音楽の続きを
ＳＤステレオシステム（SC-SX850、SC-SX450 
など）や、アクティブスピーカー（RP-SP350
など）などのＤ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔ対応機器
で再生できます。

Ｄ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔ対応機器の電源か
ら、ＳＤオーディオプレーヤーを充
電することができます。

充電中は動作表示ラン
プが約２秒間隔で点滅
します。充電が完了す
ると、動作表示ランプ
が消灯します。

● 充電については、それぞれの接続機器
の取扱説明書をお読みください。

フル充電時間：約１時間３０分

 接続方法

付属のＤ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔアジャ
スタを接続機器に取り付ける
凹部、凸部を接続機器に合わ
せてください。

1

ＳＤオーディオプレーヤーを端
子に合わせて、まっすぐ奥ま
でしっかり装着する

２

Ｄ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔを使うとこんなことができます

溝を手前に
する
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詳しくはそれぞれの接続機器の取扱説明書をお読みください。

■ Ｄ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔ接続中の操作について

ＳＤステレオシステムと接続した場合
●  ＳＤオーディオプレーヤーで操作することはできません。
ＳＤステレオシステムで操作してください。

●  Ｄ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔ接続前にＳＤオーディオプレーヤーをＦＭチューナー
モードに設定していた場合、接続するとオーディオモードになります。 
接続を外したあとは、接続前のモードになります。

● ＳＤステレオシステムと接続した場合は、ＳＤオーディオプレーヤーで設
定した「音質効果」、「ＥＱ」の効果はありません。ＳＤステレオシステ
ムで設定してください。

アクティブスピーカーと接続した場合
● ＳＤオーディオプレーヤーで操作することはできますが、オーディオ設定
メニューの「ＥＱ」、「音質効果」と「ＳＹＳＴＥＭ」設定は以下のように
なります。

● 音量と「ＥＱ」、「音質効果」は、接続中に設定を変更しても、接続を外した
あとは、接続前の設定になります。再度、アクティブスピーカーに接続する
と、以前アクティブスピーカー接続時に設定したときの設定になります。

オーディオ設定メニュー

EQ

オーディオ/ＦＭチューナー設定メニュー

SYSTEMノーマル
S-XBS

音質効果 リ.マスター
P.SRD
効果オフ

LANGUAGE
設定初期化
　(停止中のみ)
バージョン情報

●「再生モード」を「Ａ-Ｂリピート」、「ザッピング」、「イントロ再生」に設定してい
る場合、Ｄ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔ接続したり、接続を外すと、「ノーマル」になります。

●   ＳＤオーディオプレーヤーの電源が入った状態で、Ｄ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔ接続を外す
と、ＳＤオーディオプレーヤーの電源が切れます。

●   Ｄ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔ端子の入出力信号はアナログ信号です。

だけで充電

ができます

ｔ対応機器の電源か
ィオプレーヤーを充
きます。

ラン
点滅
了す
ンプ

それぞれの接続機器
お読みください。

１時間３０分

ｓｎａｐ ｐｏｒｔアジャ
続機器に取り付ける
部を接続機器に合わ
さい。

ディオプレーヤーを端
せて、まっすぐ奥ま
り装着する

ができます

溝を手前に
する
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対応パソコン
下記対応のOS（日本語版）がプリインストールされた IBM PC/AT またはその
互換機
対応OS（日本語版）
Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 2、3、4
Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional およびService Pack 1、2

CPU Intel® Pentium® III 500 MHz 以上
メモリ 256 MB以上

ディスプレイ
High Color（16 bit）以上　
デスクトップ領域800k600以上 (1024k768以上を推奨）

ハードディスク
200 MB以上の空き容量
≥ Windows®のバージョンや音声ファイルにより、別途空き容量が必

要です。
必要なソフトウェア DirectX® 8.1 以降、Internet Explorer 6 以降
サウンド Windows互換サウンドデバイス

ドライブ CD-ROMドライブ（デジタル録音対応　4倍速以上）
≥ IEEE1394で接続するCD-ROMドライブでは動作しません。

インターフェース
USB端子
≥ USBハブおよびUSB延長ケーブルで接続した場合の動作は保証し

ていません。

その他 インターネット接続環境
（CDDB機能を利用する場合に必要）

CD-ROMソフトウェアの
動作環境
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≥ 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
≥ NEC PC-98シリーズとその互換機での動作は保証していません。
≥ 左ページ対応OS以外のWindows環境での動作は保証していません。
≥ Windows® 3.1、Windows® 95、Windows® 98、Windows® 98SE、
Windows® Me、Windows NT®およびMacintoshには対応していません。

≥ OSのアップグレード環境での動作は保証していません。
≥ マルチブート環境には対応していません。
≥ システム管理者権限 (Administrator) のユーザーのみで使用可能です。
≥ お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
≥ 64ビットOS搭載のパソコンには対応していません。
≥ ディスクレーベル面に“ ”のマークが入っていない音楽CDの再生/録
音には対応していません。

≥ 他のアプリケーションが同時に起動している場合は左ページ条件の限りでは
ありません。

≥ パソコンの環境によっては録音ができなかったり、録音した音楽データが
使えない等の不具合が発生する場合があります。お客様の音楽データの損
失ならびにその他の直接 / 間接的な障害につきましては、当社および販売
店等に故意または重過失がない限り、当社および販売店等はその責任を負
いません。

SD-Jukebox のご使用上の制限
SD-Jukebox は音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を保護す
るため、暗号技術を利用した著作権保護技術が組み込まれています。こ
のため、ご使用いただくにあたり下記の制限があります。
≥SD-Jukebox は音楽データを暗号化してハードディスクに記録し
ます。暗号化された音楽データを別のフォルダーやドライブ、他
のパソコンに移動 /複写して使用することはできません。

≥ご使用の CPU ならびにハードディスクの固有情報を暗号化処理
のために使用しております。そのため、どちらか一方でも交換す
ると、それ以前の音楽データが使用できなくなる場合があります。
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≥ インストールが終了するまで本機を
パソコンに接続しないでください。

≥ インストールの前に、お使いのパ
ソコンが動作環境（P14）を満
たしているか確認してください。

≥ インストールの前に、他に起動し
ているアプリケーションをすべ
て終了してください。

必ず付属のCD-ROMからSD-Jukebox Ver6.0をインストール
してください。
SD-Jukebox Ver4.0 ～ Ver5.x をお使いの場合は、SD-Jukebox が本機を認
識しませんので、本機とパソコンを接続しても、SD-Jukebox を使って音楽
データをSDカードに転送することができません。

すでにSD-Jukebox Ver4.0～Ver5.xをインストールされている方は
以下のいずれかの方法でアンインストール後、インストールしてください。

≥パソコンのコントロールパネルからアンインストールする場合
SD-Jukebox の通常モード編の取扱説明書（PDFファイル）をお読みください。
アンインストール完了後、右ページの手順2から操作してインストールしてくだ
さい。

≥付属のCD-ROMからアンインストールする場合
付属のCD-ROMを CD-ROMドライブに入れて、「SD-Jukebox Ver.6.0 LE の
インストール」をクリックすると、ファイル削除の確認画面が表示されます。
「OK」を選ぶとアンインストールが始まります。アンインストール完了後、右
ページの手順3から操作してインストールしてください。

Internet Explorer 6 以降がインス
トールされていないパソコンでは、
右図の画面が表示されます。

SD-Jukebox をインストールするには Internet Explorer 6 以降が必要です。

「OK」をクリックしてインストールを終了し、Internet Explorer ６をインストー
ルしたあとで、再度SD-Jukebox のインストールをしてください。

SD-Jukebox を
インストールする

SD-Jukebox は、音楽 CD の曲や
音楽配信サービスで購入した曲を
パソコンに録音して管理したり、録
音した曲をSDカードに書き込んで
SDオーディオプレーヤーで楽しむ
ことのできるソフトウェアです。
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1 パソコンの電源を入れ、
Windows を起動する

2 付属のCD-ROMを
CD-ROM ドライブに入
れる

≥ インストーラーが自動的に起動し
ます。起動しない場合は、19ペー
ジをお読みください。

3 「SD-Jukebox Ver.6.0
LEのインストール」をク
リックする

4「次へ」をクリックする

6 名前とシリアル番号を
入力して、「次へ」をク
リックする

≥ シリアル番号はCD-ROMパッケー
ジの表面に記載されています。

≥ 再インストール時にもシリアル番
号が必要です。CD-ROMパッケー
ジは紛失しないよう大切に保管し
てください。

≥ シリアル番号は必ず半角で入力し
てください。

5 「使用許諾契約」画面を
よく読んで、「はい」を
クリックする

≥「いいえ」をクリックした場合はイ
ンストールできません。
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SD-Jukebox を
インストールする（つづき）

7 インストール先を選び、
「次へ」をクリックする

8 音楽データ保存先を選
び、「次へ」をクリック
する

9 プログラムフォルダを
選び、「次へ」をクリッ
クする

≥ 次に表示される画面で、「はい」をク
リックしておくと、再起動後、デスク
トップにアイコンが表示されます。

≥ お気をつけいただく内容が表示さ
れますので、よく読んで「OK」を
クリックしてください。

≥ SD-Jukebox の紹介ムービーをご
覧になる場合は、「はい」をクリッ
クしてください。
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SD-Jukeboxの紹介ムービー
をご覧になる場合

1.「スタート」をクリックする

≥ 途中でムービーを終了してイ
ンストール画面に戻る場合は
「スキップ」をクリックしてく
ださい。

2.「ご案内ムービーを終了」を
クリックする

10「完了」をクリックして
終了する

≥「はい、今すぐコンピュータを再起
動します。」を選ぶと、パソコンが
自動的に再起動し、インストール
が完了します。

インストーラーが自動的に起動
しない場合
1. Windows のスタートメニュー
で「ファイル名を指定して実行」
をクリックする

2.「＊ :￥autorun.exe」と入力し、
「OK」をクリックする

≥ ＊は CD-ROMドライブの ID
です。
（例：CD-ROMドライブがDドラ
イブの場合「D:￥autorun.exe」）

≥ 大文字・小文字のどちらでも
文字入力できます。

≥ 以下、画面の指示に従って続
けてください。
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SD-Jukebox の取扱説明書
（PDF ファイル）について
SD-Jukeboxの取扱説明書は、PDF
ファイルとして同時にインストール
されます。
≥ 取扱説明書（PDFファイル）をお読
みいただくには、Adobe Acrobat
Reader が必要です。

◇ 取扱説明書（PDFファイル）を
読む

Windowsの「スタート」メニュー→
「すべてのプログラム」→
「Panasonic」→
「SD-JukeboxV6」→
「SD-JukeboxV6取扱説明書」
の順にクリックする

SD-Jukebox を
起動する

1 デスクトップの
アイコンをダブ
ルクリックする

2 表示モードを選び、ク
リックする

通常モード
SD-Jukeboxのすべての機能をお使い
いただけます。

カンタンモード
SD-Jukebox の主な機能のみを、ステレ
オシステムのような操作でお使いいただ
けます。
≥ 起動してから表示モードを変更すること

もできます。詳しい説明は、SD-Jukebox
の取扱説明書（PDF ファイル）をお読み
ください。

◇ デスクトップアイコンが表示
されていない場合は

Windowsの「スタート」メニュー→
「すべてのプログラム」→
「Panasonic」→
「SD-JukeboxV6」→
「SD-JukeboxV6」の順にクリック
する

◇ 取扱説明書（PDFファイル）が
開かない場合は

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM
ドライブに入れ、画面の指示に従って
Adobe Acrobat Reader をインストー
ルしてください。
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パソコンに接続する

充電式電池とSDカードを入れて
おいてください。（P23、26）
≥ USB接続だけでは動作しません。必
ず充電式電池を入れてください。

≥パソコンを起動させておく

1 USB接続ケーブルを本機
のD-snap port端子につ
なぐ

≥ 斜めや裏向きにして無理に挿入する
と、端子が変形して本機や接続する
機器の故障の原因になります。

「　　」面を
 上に向けて
 まっすぐ挿入

USB接続ケーブルを取り外す
パソコンのタスクトレイにある
［ ］アイコンをダブルクリック
し、画面の指示に従って取り外して
ください。（OS の設定によっては
表示されません）

2 USB接続ケーブルをパ
ソコンに差し込む

≥ SD カードへの音楽の書き込みや
プレイリストの作成、編集には、付
属のSD-Jukeboxをお使いくださ
い。（P10）

≥「ACCESS」表示中にSDカードや
USB接続ケーブルを抜き差しした
り、電池ふたを開けたりすると、
SD カード内のデータが消えたり、
壊れたりすることがあります。

≥ USB接続ケーブルは付属のものをお
使いください。また、付属のケーブル
は他の機器に使わないでください。 

≥ USB 接続した本機がパソコン上で
認識されない場合は、USB 接続
ケーブルを抜き差ししてください。

≥ 本機とパソコンを接続中にパソコ
ンを起動（再起動）したり、パソコ
ンが省電力モードになると、パソコ
ンが本機を認識しないことがあり
ます。本機を取り外して再接続する
か、パソコンを再起動してから本機
を接続し直してください。

≥ 本機とパソコンを接続している
と、パソコンが起動（再起動）し
ない場合があります。パソコンを
起動（再起動）するときは、本機
からUSB接続ケーブルを抜いてお
くことをおすすめします。

≥ 1台のパソコンに2台以上のUSB
機器を接続している場合や、USB
ハブ、延長ケーブルを使用する場
合は、動作を保証しません。
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SDカードを
フォーマットする

SDカードを正常に認識しない、また
は記録に失敗する場合、SD-Jukebox
を使ってフォーマットする必要があ
ります。
≥フォーマットすると、SDカード内
のすべてのデータが失われます。

パソコンに接続する
（つづき）

USB充電
パソコンと接続中は、充電式電池が
充電されます。
≥USB充電ではフル充電はされま
せん。フル充電するには ACア
ダプターで充電してください。
（右ページ）

本機で使用したSDカードの
フォルダー構造

エクスプローラなどでこれらのフォルダー
やフォルダー内のファイルの移動や削除な
どを行わないでください。本機でSDカー
ド内のデータが認識されなくなります。

128MB

PRIVATE MEIGROUP SDPLAYER SOMMELIE

SD  AUDIO

データ保存機能
本機は USB リーダーライターと
しても機能し、パソコンの外部デ
バイスとして認識されます。
そのため、音楽データ以外のパソコ
ン内のデータをドラッグ&ドロップ
でSDカードに保存できます。
≥音楽データを SD カードへ保存
するには、付属の SD-Jukebox
をお使いください。

≥本機のみで SD カードをフォー
マットすることはできません。
SD-Jukeboxを使ってフォー
マットしてください。

SDカードのフォーマットについて
の詳しい説明は、SD-Jukebox の
通常モード編の取扱説明書（PDF
ファイル）をお読みください。

≥ SDカードを他機でフォーマットす
ると、記録に時間がかかるようにな
る場合があります。また、パソコン
（Windows 標準のフォーマット機
能）でフォーマットすると本機では
使用できません。このようなとき
は、SD-Jukebox でフォーマット
し直してください。

SV-SD800N_400V.book  22 ページ  ２００６年８月７日　月曜日　午後４時７分



23

は
じ
め
に

準
備

そ
の
他

再
生

電源の準備

お買い上げ時は、まず充電してか
らお使いください。

1 充電式電池を入れる

1. 電池ふたを矢印の方向にずらし
て、開ける

2. 充電式電池を-側から入れる
3. 電池ふたを

閉じる

１
２

本機を裏向ける

2 充電する

1. ACアダプターをコンセントに差
し込む

2.「 」面を上に向けて、ACアダプ
ターのケーブルを本機の D-snap
port 端子にまっすぐ差し込む
≥ 斜めや裏向きにして無理に挿入す
ると、端子が変形して本機や接続
する機器の故障の原因になります。

動作表示ランプ
（電源を切った状態での充電時）

充電中 点滅（約2秒間隔）
充電完了 消灯

1「　」面を
上に向けて
まっすぐ 
挿入

２

≥ 電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。
≥ ACアダプターを電源として使用すると、連続して使用できます。この場合、
ACアダプターだけでは動作しません。必ず充電式電池を入れてください。

≥ SV-SD800N をお使いの場合、ノイズキャンセリングインサイドホンと、
ACアダプターは同時に接続できません。充電時やACアダプターを電源と
して使用時は、ノイズキャンセリングインサイドホンを外してください。

≥ ACアダプターは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。
また、他の機器のACアダプターを本機に使用しないでください。
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電源を入れる / 切る
≥AC アダプターだけでは動作しま
せん。必ず充電式電池を入れてく
ださい。

電源の準備
（つづき）

充電時間

フル充電時間（ACアダプター使用）：
約1時間30分
≥ 充電するには電源を切ってください。

ご使用後はホールド機能を使うことを
おすすめします。（P28）
かばんの中などに入れて持ち歩くとき
に、ボタンが押されて電源が入るのを
防ぎます。

急速充電
「電池残量がありません」と表示されて
いる場合、10 分の充電で約 3 時間、
オーディオ再生することができます。
≥ 充電式電池が過放電されている場
合や、周囲の温度により、再生時
間が短くなることがあります。

≥ SV-SD800N をお使いの場合、ノイ
ズキャンセリングインサイドホンを
ノイズキャンセルモード、モニター
モードに設定しているときは、再生
時間が短くなります。

電源を入れる：1/∫ を押す
≥ 設定メニューの「SYSTEM」で、
「操作音」を「オン」に設定してい
ても（P37）、電源を入れたときは
操作音は鳴りません。

電源を切る ：1/∫を約2秒以上
押したままにする

≥ 再生する曲を選択中、モード選択
画面や設定メニューを表示してい
る間は、電源を切ることができま
せん。
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電池残量表示
表示パネルに電池の残量が表示さ
れます。

≥ 点滅後、しばらくすると「電池残
量がありません」と表示され、電
源が切れます。

充電式電池を取り出す
長期間使用しないときは、本機か
ら充電式電池を取り出しておい
てください。

1. 電池ふたを開ける（P23）
2. 電池取り出しレバーを矢印の方

向に押して取り出す

≥ 本機の設定を変更したときは、電
源を切るまで充電式電池を取り出
さないでください。（変更した設定
が記憶されません）

≥ 取り出した充電式電池は付属の充
電式電池ケースに入れておくこと
をおすすめします。

電池取り出しレバー

充電式電池

◇ 電池残量表示が点滅している
ときは

≥ マーク登録 / 解除はできません。
≥ AC アダプターにつなぐ、または充
電式電池をフル充電してから操作
を行ってください。

◇ 電池を消耗して電源が切れた
ときは

≥ 本機は電源を切ったときに設定を
書き込みます。電池を消耗して電
源が切れた場合は、電源が切れる
前に変更した設定は本機に記憶さ
れません。
電池残量表示が点滅しているとき
は早めに充電してください。
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◇ SDカードを取り出す
1. カードふたを開ける
2. SD カードを「カチッ」と音がする

まで押す
3. まっすぐ引き出す

SDカードの出し入れ

≥SDカードの出し入れは、本機の電
源を切った状態で行ってください。

1 カードふたを開ける

miniSD カード
miniSDカードは専用のアダプ
ターを装着して、本機に挿入して
ください。

2 SDカードを入れる

≥ SDカード以外のカードは入れない
でください。

≥ ラベル面を上にして「カチッ」と
音がするまでまっすぐ押し込んで
ください。

ラベル面

≥ マルチメディアカード 
(MultiMediaCard) は使用できま
せん。

≥「カードにアクセス中です」表示中
は、読み込み・書き込みを行ってい
ます。電源を切ったり、SDカード
の取り出しを行うと、本機が正常に
動作しなくなったり、SDカードの
内容が破壊されたりすることがあ
ります。

SDカードの書き込み禁止
スイッチ

「LOCK」側にしておくと、データ
の書き込みや削除、フォーマット
はできません。

128MB
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モードを切り換える

≥ 1/∫ を押して電源
を入れておく

1 を押す

≥ オーディオ（P29）
音楽ファイルを再生

≥ FMチューナー（P39）
FMラジオを聞く

≥ オーディオ設定（P36）
FMチューナー設定（P40）

選んでいるモードの各種設定

≥ お買い上げ時は「オーディオ」モード
に設定されています。

オーディオ
FM SET

FM

FMチューナー
FM SET

SET

オーディオ設定
FM SET

2 :、9を押してモー
ドを選び、1/∫ を押す
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操作音
設定メニューの「SYSTEM」で、「操
作音」を「オン」に設定すると（P37）、
音で操作をお知らせします。（お買い
上げ時は「オン」です）

≥「オン」に設定していても、電源を入れ
たときは操作音は鳴りません。

≥「オン」に設定すると、FMチューナー
受信中にボタン操作をすると音が途切
れます。途切れないようにするには、
「オフ」に設定してください。

ピッピッ 早送り/スキップ（9方向）
ピッピッピッ 早戻し/スキップ（:方向）
ピピピッ 設定メニュー項目やト

ラックリスト表示などで
最後（先頭）の項目を表
示したあと、先頭（最後）
の項目に戻る場合

ピッピー 電源を切った場合
ピッ 再生など上記以外の操作

をした場合

便利機能

音量調整（０～２５まで）
大きくする：
i を押す

小さくする：
j を押す
≥ お買い上げ時は「12」に設定されて
います。

1/6

OUT!JoJo/1

12VOL

ホールド機能
HOLD スイッチを［3］の方向に切
り換えると、「 」が表示され、
ボタン操作を受け付けなくなります。
再生が中断するなどの誤操作防止に
なります。また、ご使用後、かばんの中
などに入れて持ち歩くときに、ボタンが
押されて電源が入るのを防ぎます。

≥ 解除するときは、HOLDスイッチを元
の位置に戻してください。

HOLD

HOLD

HOLD
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SDオーディオを聞く
（オーディオモード）

≥音楽を記録した SD カードを本
機に入れておく
SD-Jukebox を使って記録してくださ
い。WMA/MP3/AAC（拡張子：.m4a）
形式ファイルを SD カードに直接転送
しても本機では再生できません。音楽の
記録のしかたについては 10 ページを
お読みください。

■再生中の操作
停止 1/∫ を押す
とび越し（スキップ） :、9をポンと押す
早戻し / 早送り
（サーチ）

:、9 を押した
ままにする

≥インサイドホンを奥までしっか
り差し込んでおく

≥ 1/∫ を押して電源
を入れておく

1 「オーディオ」モードにする
（P27）

2 1/∫ を押して再生する

オーディオモードで電源を切った場
合、次に電源を入れると、自動的に前
回停止したところから再生します。

■停止中の操作
: を押すと、前の曲もしくは曲
の先頭が、9 を押すと次の曲が
選ばれます。1/∫ を押して再生し
てください。

≥ SDカードに記録した曲を選んで削除
することはできません。SD-Jukebox
やSDステレオシステムで削除してく
ださい。SD-Jukebox で削除する場
合、詳しい操作説明は SD-Jukebox
の通常モード編の取扱説明書（PDF
ファイル）をお読みください。

≥ 再生中に AC アダプターをつなぐ
と、再生を停止します。再度再生し
てください。
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お気に入りの曲を集める
（マーク登録）
マーク登録しておくと、あとから
簡単に選曲できます。マーク登録
曲の選曲のしかたは32ページを
お読みください。

SDオーディオを聞く
（つづき）

レジューム機能
前回停止したところから再生します。
≥ SDカードの交換を行うと解除されます。

■マーク登録する

1 「オーディオ」モードにする
（P27）

2 再生中、または停止中
に、マーク登録したい曲
を選ぶ

3 MARKを約 2秒以上押
したままにする

「マーク登録しました」と表示されます。
≥ 最大 99曲まで登録できます。

マーク登録
しました

MARK

オートパワーオフ
節電のため、オーディオモードで停
止状態が１分以上続くと、自動的に
電源が切れます。
≥ オートパワーオフしたときは、1/∫ を
押すともう一度電源が入り、自動的に前
回停止したところから再生します。
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■マーク登録を解除する

1 マーク登録した曲（★の
付いている曲）を選ぶ

2 MARKを約 2秒以上押
したままにする

2/6

あかるい家
★

3 ＋、－を押して「はい」
を選び、1/∫を押す
（5秒以内）

「マーク登録を解除しました」と表示
されます。
≥ オーディオ設定メニューの「マーク
登録リセット」でマーク登録をすべ
て解除できます。（P37）

≥ 再生中にマーク登録（または解除）した場合、再生を停止したあとで SD
カードに情報を書き込みますので、書き込みが終わるまで SD カードや充
電式電池を取り出さないでください。（情報が更新されません）

≥ 曲の終端付近（約5秒間）を再生中は登録 /解除できないことがあります。
≥ 再生するプレイリストを「マーク登録曲」にしている場合（P32）マーク
登録の追加はできません。

≥ A-B リピート中はマーク登録できません。
≥ ザッピング再生中やA-Bリピート中、イントロ再生中はマーク登録の解除は
できません。
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3 ＋、－を押して、プレイ
リストを選び、1/∫ を
押す

コスモス
アーティスト

4 ＋、－を押して、トラッ
クリストから再生した
い曲を選び、1/∫を押す

つながる気
トラック

SDオーディオを聞く
（つづき）

再生する曲を選ぶ

1 を押す

2 :、9を押して、分
類項目を選び、1/∫ を
押す

≥ 分類項目は右ページをお読みくだ
さい。

≥「50音検索」は34ページに詳しい
操作説明を記載しています。「50
音検索」選択時は 34 ページの手
順 3へすすんでください。

≥「全曲」、「マーク登録曲」選択時は
手順 4へすすんでください。

≥ 選んだ分類項目に、分類されたプ
レイリストがない場合は「該当項
目がありません」、マーク登録曲が
ない場合は「マーク登録がありま
せん」と表示されます。

アーティスト

■トラックリスト
を約 2秒以上押して、選択して

いるプレイリストのトラックリス
トを表示することもできます。

≥ 再生する曲を選択中は、 を約2秒
以上押して、トラックリストを表示
することはできません。

つながる気
トラック

トラックリスト画面
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分類項目

50音検索
プレイリストを50音から検索して選べます。

全曲
すべての曲から選べます。

マイベスト
当社製マイベスト機能搭載オーディオ機器でマイベストに分類された曲を選べます。
≥ マイベストに分類された曲がない場合は表示されません。
≥ 再生時、プレイリスト名は「マイベスト」と表示されます。

アーティスト
SD-Jukebox でアーティストに分類されたプレイリストから選べます。

アルバム
SD-Jukebox でアルバムに分類されたプレイリストから選べます。

プレイリスト
「マイベスト」、「アーティスト」、「アルバム」、「印象」に分類されたプレイリス
ト以外のプレイリストから選べます。

印象
SD-Jukeboxのミュージックソムリエ機能で分類されたプレイリストから選べます。

マーク登録曲
マーク登録（P30）した曲から選べます。
≥ 再生時、プレイリスト名は「マーク登録曲」と表示されます。

PL

≥ プレイリストの作りかたは、SD-Jukeboxの通常モード編の取扱説明書（PDF
ファイル）をお読みください。

≥ 選択中に を押すと、1つ前の画面に戻ります。
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SDオーディオを聞く
（つづき）

■50音検索機能
「50音検索」を選ぶと、すべての
プレイリストの中から50音順に
プレイリストを表示して検索する
ことができます。
≥ 50音検索機能は、プレイリストを
元にした検索機能です。曲のタイ
トルからの検索はできません。

2 :、9を押して、「50
音検索」を選び、1/∫ を
押す

50音検索

3 :、9を押して、行
を選ぶ

 

≥ 行は、あかさたな（ひらがな）…→
ABC（アルファベット）…→ etc.
（数字など）の順で表示されます。

≥ たとえば、「か」を選んだ場合、読
みが「かきくけこ」で始まるプレ
イリストが表示されます。

≥ プレイリストが作成されていない
行は選ぶことはできません。

≥ : を押すと、ひとつ前の行を選
べます。

風
あ か さ た

ワンダーラ
ま や ら わ

Beautiful 
ABC DEF GHI JKL

333
PQRS TUV WXYZ etc.

9

9

9

あめ

9

PL

あ か さ た 行

1 を押す
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4 ＋、－を押して再生した
いプレイリストを選び、
1/∫ を押す

≥ ＋、－を押すたびに選んでいるプレ
イリストが変わります。 

≥ ＋を押すと、ひとつ前の行の最後
のプレイリストが表示されます。

5 ＋、－を押してトラック
リストから再生したい
曲を選び、1/∫ を押す

風
あ か さ た

コスモス
あ か さ た

－

ひとりぼっ
さ た な は

－

きらり
あ か さ た

－

選んだ行の先頭の
プレイリスト

選んだ行の最後の
プレイリスト

選んだ行の次の
プレイリスト

次の行の最初のプ
レイリスト
さ行、た行、な行に
プレイリストがない
場合、次にプレイリ
ストの入っている行
へスキップします。

PL

空と星
トラック

50 音検索は、SD-Jukebox の「プ
レイリスト（半角）」欄に入力され
た文字を元に検索します。

以下の場合は正しく検索できません。
≥「プレイリスト（半角）」欄に半角文字で
プレイリストが入力されていない場合

≥「プレイリスト（半角）」欄に間
違って入力されている場合

プレイリスト名を確認 / 修正する
1. SD-Jukebox を「通常モード」

で起動する（P20）
2. を選ぶ
3. プレイリスト

を右クリック
して「プレイ
リスト名の変
更」を選ぶ

4.「プレイリスト（半角）」を確認
し、修正する

右クリック

≥ 選択中に を押すと、1つ前の画
面に戻ります。

≥ SD-Jukebox の「プレイリスト（半
角）」欄が空白の場合、「etc.」の行
に分類されます。

≥「プレイリスト（全角）」欄に入力さ
れた文字では50音検索することは
できません。
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オーディオ設定メニュー
1.「オーディオ設定」モードにする（P27）
2. ＋、－を押して項目を選び、1/∫を押す

≥ さらに選択項目があるときは繰り返してください。
≥ 設定中に を押すと、1つ前の画面に戻ります。

-
-ノーマル※ 選択したプレイリスト内の曲を再生
-1曲リピート 1曲を繰り返し再生
-全曲リピート 選択したプレイリスト内のすべての曲を繰り返し再生
-A-Bリピート （再生中のみ）同一曲内の AB 区間を繰り返し再生（区

間の設定については38ページをお読みください）
-ランダム 選択したプレイリスト内のすべての曲を順不同に再生

≥ランダム再生中は:を押して、再生し終わった曲へ戻
ることはできません。

-ザッピング 選択したプレイリスト内のすべての曲のサビ部分を順に
繰り返し再生（詳しくは38ページをお読みください）

-イントロ再生 選択したプレイリスト内の各曲の先頭10秒間を順に再生
≥お好みの曲をイントロ再生中に 1/∫ を押すと、再生中
の曲の始めから通常再生を開始し、MARKを 2 秒以上
押したままにするとマーク登録（P30）できます。

-
-ノーマル※ 通常の音質
-S-XBS1 迫力ある重低音強調
-S-XBS2 S-XBS1の効果をさらに強調
-トレイン 耳にやさしい音で、迷惑な音もれを防ぐ

-
-リ . マスター 圧縮録音時に失われた高音域を補完する効果

≥高ビットレートでは効果が少ない場合が
あります。

-P. SRD1 パーソナルサラウンド（臨場感あふれる立体的な効果）
-P. SRD2 P. SRD1をより強調
-効果オフ※ 効果をかけない
≥音楽ソースによっては、雑音が入ることがあります。この場合は「効果オ
フ」に設定してください。

オーディオ設定
FM SET

ノーマル
再生モード再生モード

ノーマル
EQEQ

効果オフ
音質効果音質効果

SDオーディオを聞く
（つづき）

≥ お買い上げ時は「※」の項目に設
定されています。
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-
-曲名 &PL名※ 曲名とプレイリスト名を表示
-曲名 &アーティスト 曲名とアーティスト名を表示
-曲名 &情報 曲名と情報（圧縮 /伸張方式）を表示
-カウンター 再生時間を表示

-
＋、－で「はい」を選ぶと、設定したマーク登録（P30）をすべて解除します。
≥再生する曲を「マーク登録曲」に設定して再生しているときは（P32）、
「マーク登録リセット」は表示されません。

-
-オン SDカードを交換したり、SDカードの内容を変更した

あと、本機の電源を入れたとき（電源を入れたときに
FMチューナーモードの場合は、オーディオモードに切
り換えたとき）、サビ部分を順に再生するか、確認画面
を表示します。（詳しくは38ページをお読みください）

-オフ※ 確認画面を表示せず、通常のオーディオ再生

-
本機の設定を変更できます。

-操作音
-オン※ 操作ボタンを押したときに音でお知らせ（詳しくは28

ページをお読みください）
-オフ 操作音を鳴らさない

-LANGUAGE 
-日本語※ 日本語
-ENGLISH 英語

-設定初期化 ( 停止中のみ）
＋、－で「はい」を選ぶと、本機の設定がお買い上げ時の設定に戻ります。
≥ プリセット登録された放送局はすべて削除されます。

-バージョン情報
本機のファームウェア（制御ソフト）バージョンを確認することができ
ます。

曲名&PL名
表示項目表示項目

マーク登録リセット

オートザッピング

SYSTEM

日本語
LANGUAGE

SV-SD800N_400V.book  37 ページ  ２００６年８月７日　月曜日　午後４時７分



38

SDオーディオを聞く
（つづき）

■A-B リピート
「A」点、「B」点を設定して、設定し
た A-B 区間を繰り返します。

1. 再生中に「A-B リピート」を選ぶ
2. 開始点（A) で 1/∫ を押し、さらに

同一曲内の終点（B) で 1/∫ を押す
≥ 設定する区間は1秒以上必要です。
≥ 曲の終端付近（約5秒間）を再生中
は、開始点（A）を設定できない場
合があります。

≥ 設定した区間は、スキップや停止
操作をすると解除されます。

■ザッピング/オートザッピン
グ機能

SD カードに記録した曲にサビ情報
が含まれている場合、約 20秒間、サ
ビ部分が再生されます。

サビ情報が含まれていない場合は曲の
先頭部分が約20秒間再生されます。

1/6

OUT!JoJo/
サビ

ザッピング

1

1/6

OUT!JoJo/
イントロ

ザッピング

1

オートザッピング設定時の再生順
一番最後にSDカードに記録したアルバムプレイリストからザッピング再生します。
各プレイリスト内では1曲目からザッピング再生します。

≥「全曲」プレイリスト内の曲をすべて再生し終えると、再生を停止します。
≥ SDカード内にアルバムプレイリストがない場合は、「全曲」プレイリストの1
曲目からザッピング再生します。

≥ すでにSDカードに記録されているプレイリストへ、曲の追加、削除した場合でも、
一番最後に記録したアルバムプレイリストからザッピング再生します。

１曲目
２曲目

最終曲

一番最後に記録した
アルバムプレイリスト

最後から2番目に記録した
アルバムプレイリスト

一番最初に記録した
アルバムプレイリスト

「全曲」
プレイリスト

１曲目
２曲目

最終曲

１曲目
２曲目

最終曲

１曲目
２曲目

最終曲

≥ ザッピング再生中に、1/∫ を押すと、再
生中の曲の始めから通常再生します。

≥ ザッピング再生中は :、9を押し
たままにして、早戻し、早送りするこ
とはできません。

≥ サビ情報の有無はSD-Jukeboxで確認で
きます。詳しい操作説明はSD-Jukebox
の通常モード編の取扱説明書（PDFファ
イル）をお読みください。
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FM放送を聞く
（FMチューナーモード）

≥インサイドホンを奥までしっ
かり差し込んでおく

≥ 1/∫ を押して電源
を入れておく

インサイドホンのコードは FM アンテ
ナを兼ねていますので、伸ばしてお使
いください。

◇ オートザッピング再生する
SD カードに新たに曲を追加したり、
別の SDカードを入れたときに、曲
のサビ部分（もしくはイントロ部分）
をザッピング再生します。
≥ D-snap port対応のSDステレオシ
ステムと接続した場合、オートザッ
ピングは機能しません。

≥ オーディオ設定メニューの「オー
トザッピング」を「オン」に設定
しておく（P37）
お買い上げ時は「オフ」です。

SDカードを交換したり、SD-Jukebox
などで曲を追加、削除した場合、次に
電源を入れたとき（電源を入れたとき
に FMチューナーモードの場合は、オー
ディオモードに切り換えたとき）に確
認画面が表示されます。

＋、－を押して「はい」を選び、
1/∫ を押す

オン
オートザッピング

はい
オートザッピングしますか？

1 「FM チューナー」モー
ドにする（P27）

2 :、9 を押して選局
する

≥ 自動選局するには、２秒以上押し
たままにします。離すと自動スク
ロールし、受信した放送局で自動
停止します。

≥付属品以外のヘッドホンなどを使用
すると、コードの長さによっては受
信感度が悪くなる場合があります。

≥ パソコン等のデジタル機器の周辺
では、雑音が入ることがあります。

≥ FMチューナー受信中にACアダプ
ターをつなぐと、しばらくの間、音
が出なくなります。
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FMチューナー設定メニュー
1.「FMチューナー設定」モードにする（P27）
2. ＋、－を押して項目を選び、1/∫を押す

≥ さらに選択項目があるときは繰り返してください。
≥ 設定中に を押すと、1つ前の画面に戻ります。

-  
-ノーマル※ 通常の音質
-S-XBS 重低音を強調

-
右ページの「自動で放送局を登録したいときは（20局まで）」を参照してください。

-
右ページの「手動で放送局を登録したいときは（20局まで）」を参照してください。
≥「チューニング方法」を「マニュアル」に設定したときのみ表示されます。

-
選んでいるプリセットした放送局を削除します。
＋、－で「はい」を選び、1/∫ を押して削除してください。
≥「チューニング方法」を「プリセット」に設定したときのみ表示されます。

-
-マニュアル※ 放送局（周波数）を手動で選ぶ（右ページ）
-プリセット 記憶させた放送局を選ぶ

-
-ステレオ※ オートステレオで受信（モノラル受信しても「 」は表示されません）
-モノラル モノラルで受信（「 」が表示されます）
≥ 雑音が多い場合、「モノラル」に設定すると軽減されます。

-
-日本※ 日本
-USA アメリカ
-ヨーロッパ ヨーロッパ / アジア
≥ 設定を変更すると、プリセットで登録された放送局はすべて削除されます。

-
オーディオ設定メニューの「SYSTEM」を参照してください。（P37）

FMチューナー設定
FM SET

EQ

オートプリセット

プリセット登録

CH削除

チューニング方法

ステレオ/モノラル
MONO

MONO

受信地域

SYSTEM

FM放送を聞く
（つづき）

≥ お買い上げ時は「※」の項目に設
定されています。
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■自動で放送局を登録したい
ときは（20局まで）

1 FMチューナー設定メニュー
から「オートプリセット」を
選び、1/∫を押す
（左ページ）

受信できる放送局を自動的に探し、
順番に登録します。
≥ 登録すると、「 」などが表示され
ます。

≥ 終了すると、最初にメモリーした
放送局が表示されます。「チューニ
ング方法」は「プリセット」にな
ります。

◇ 登録した放送局を選局する
:、9 を押して選局できます。

オートプリセット
FMチューナー設定

80.2 MHz
FM 1

1

■手動で放送局を登録したい
ときは（20局まで）

1 FMチューナー設定メ
ニューから「チューニン
グ方法」を選び、1/∫
を押す（左ページ）

2 ＋、－を押して「マニュア
ル」を選び、1/∫を押す

3 :、9を押して登録
したい放送局を受信する

4 FMチューナー設定メニュー
から「プリセット登録」を選
び、1/∫を押す（左ページ）

5 ＋、－を押してチャンネ
ルを選び、1/∫を押して
決定する

≥ 続けて登録するときは、手順3～5
を繰り返してください。

◇ 登録した放送局を選局する
「チューニング方法」を「プリセット」
に設定すると、:、9 を押して
選局できます。画面に「 」などが
表示されます。

チューニング方法
FMチューナー設定

マニュアル
チューニング方法

11：---.- MHz
プリセット登録

1

≥ オートプリセットの完了までに約40
秒かかります。（受信状態によっては、
それ以上かかる場合があります）

≥ 電波が弱いときや雑音が多いとき
は、登録できないことがあります。
不要な周波数や雑音を記憶してし
まうときは、「CH 削除」で削除し
（左ページ）、手動で登録し直してく
ださい。
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画面表示

オーディオモード

1. 再生表示（再生中）：1

モード（停止中）：
2. 現在の曲 /総曲数
3. EQ

：S-XBS1
：S-XBS2
：トレイン

4. 音質効果
：リ．マスター
：P.SRD1
：P.SRD2

5. ザッピング /
オートザッピング

6. 再生モード
：1曲リピート
：全曲リピート
：A-Bリピート
：ランダム
：イントロ

7. 電池残量
8. マーク登録
9. サビ情報

：サビ情報あり
：サビ情報なし

10.表示項目
「曲名 &PL名」
「曲名 &アーティスト」
「曲名 &情報」
「カウンター」

≥ 表示項目が長い場合、
スクロールして全体
を表示したあと、先頭
部分が表示されます。
（全角文字と半角文字
がある場合は、途中で
文字が切れる場合が
あります）

FM チューナーモード 1. モード
2. プリセットチャンネル
3. EQ

：S-XBS
4. 電池残量
5. FM音声

：モノラル

1/6

OUT!JoJo /

ALLS-XBS1 RMTR
★

６ ７

１

２ ８
９
１０

３ ４ ５

S-XBS1

S-XBS2

TRAIN

RMTR

P.SRD1

P.SRD2

ザッピング

オートザッピング

INTRO

サビ

イントロ

S-XBS

80.2 MHz
FM 1

MONO ５

１ ２ ３ ４
S-XBS

MONO
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■こんな表示が出たら
カードにアクセス中です ≥SDカードを抜かないでください。
パスワードでロックされ
ています

≥SDカードにパスワードがかかっていて、再生や記録がで
きません。パソコンでパスワードを解除してください。

HOLD ≥ホールド状態です。（P28）

ERROR ≥エラーです。SDカードの出し入れ、電源の入 /切で
直らないときは、電池の出し入れをしてください。

接続を確認してください

≥D-snap port 接続ができていません。本機と D-snap
port アジャスタ、接続機器が正しく接続しているか確
認してください。

≥D-snap portに対応していない機器と本機を接続し
ても使用できません。接続機器がD-snap port 対応
機器か確認してください。

カードを確認してください

≥Windows 標準のフォーマット機能などでフォー
マットしたカードは使用できません。SD-Jukeboxで
フォーマットしてください。

≥マルチメディアカードは使用できません。
≥SD規格外のカードは使用できません。（P7）
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まず、下表でご確認ください。直らない場合は、お買い上げの販売店
へご相談ください。

操作できない

≥ホールド状態になっていませんか？（P28）
≥電池が消耗していませんか？（P25）
（消耗していないときは、電池の出し入れを行ってみてください）

≥充電式電池の端子が汚れていませんか？

充電しても再生時
間が短い

≥はじめての充電や長時間未使用後の充電では短いことが
あります。何回か使用すると戻ります。

≥充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿
命です。充電回数は約300回です。

≥SDカードによっては、再生時間が極端に短い場合があり
ます。Panasonic の製品をおすすめします。

聞こえない

≥音量が最小になっていませんか？（P28）
≥インサイドホンのプラグは奥まで入っていますか？（一度
抜いて、再度差し込んでください）

≥プラグが汚れていませんか？

マーク登録できない
≥電池残量表示が点滅していませんか？（P25）
（AC アダプターをつなぐ、または充電式電池をフル充電
してから操作を行ってください（P23））

50音検索が正しく
できない

≥プレイリストが半角文字で正しく入力されていますか？
（P35）

オーディオ再生で
きない

≥本機で未対応のファイルを再生していませんか？（P10）
≥SD-Jukebox を使って音楽ファイルを記録しましたか？
（WMA/MP3/AAC（拡張子：.m4a）形式ファイルを
SDカードに直接転送しても本機で再生できません）

1 曲目から順番に
再生しない

≥ランダム再生になっていませんか？（P36）
≥レジューム機能が働いていませんか？（P30）
≥再生する曲を「全曲」以外に選んでいませんか？（P33）

雑音が多い ≥テレビや携帯電話などに近づけて使用していませんか？
本体やACアダプ
ターが熱い

≥充電中は多少熱くなりますが、異常ではありません。

故障かな ?
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SDカードが使えない

≥SDカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっ
ていませんか？（P26）

≥パソコンで NTFS 形式などにフォーマットしませんでし
たか？
（SD-Jukebox でフォーマットしてください）

パソコンが本機を
認識しない

≥USB接続ケーブルを抜き差ししてください。
≥SD-Jukebox Ver4.0 ～ 5.x を使用していませんか？
（付属のSD-Jukebox Ver6.0 を使用してください）

パソコンとの接続
中に、本機の
「ACCESS」表 示
が消えない

≥NTFS 形式でフォーマットしたカードを本機に入れた場合、
「Administrator（コンピューターの管理者）」（またはこれと
同等の権限を持つユーザー名）にしてログオンし、「マイコン
ピュータ」から「リムーバブルディスク」アイコンを右クリッ
クし、「取り出し」を選んでから本機とパソコンの接続を解除
してください。

付属のCD-ROMの
インストールがで
きない

≥お使いのパソコンがCD-ROMの動作環境に対応していま
すか？（P14）

FM チューナーモー
ドで雑音が入る

≥ACアダプターを接続すると雑音が入ったり、受信感度が
悪くなることがあります。
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オーディオ設定メニュー

設定初期化　停止中のみ
バージョン情報

EQ

音質効果

表示項目

マーク登録リセット
オートザッピング

操作音

LANGUAGE

リ. マスター
P. SRD1
P. SRD2
効果オフ
曲名& PL名
曲名&アーティスト
曲名&情報
カウンター

日本語
ENGLISH

再生モード

ノーマル
S-XBS1
S-XBS2
トレイン

SYSTEM

ノーマル
1曲リピート
全曲リピート
A-Bリピート 
再生中のみ
ランダム
ザッピング
イントロ再生

オン
オフ

オン
オフ

FMチューナー設定メニュー

受信地域

ステレオ/モノラル

EQ ノーマル
S-XBS

ステレオ
モノラル

マニュアル
プリセット

日本
USA
ヨーロッパ

オートプリセット
プリセット登録「マニュアル」設定時のみ
CH削除「プリセット」設定時のみ
チューニング方法

SYSTEM
オーディオ設定メニューの「SYSTEM」と同様

設定メニュー一覧
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お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する
ため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の
程度を、次の表示で区分し、説明しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していま
す。（下記は絵表示の一例です）

危険
この表示の欄は、「死亡または重傷など
を負う危険が切迫して生じることが想
定される」内容です。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷など
を負う可能性が想定される」内容です。

注意
この表示の欄は、「傷害を負う可能性ま
たは物的損害のみが発生する可能性が
想定される」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容
です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容
です。

安全上のご注意
（必ずお守りください）
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充電式電池は専用充電器（本体）を使っ
て充電する
本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、
破裂の原因になります。
≥ 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

本機専用の充電式電池です
この機器以外に使用しない
専用充電器を使用してください。
≥ 火への投入、加熱をしない
≥ はんだ付け、分解・改造をしない
液もれ・発熱・破裂の原因になります。

危険

安全上のご注意
（必ずお守りください）（つづき）
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分解・改造をしない
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因にな
ります。
≥ 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

ぬれた手で、AC アダプターの抜き差し
はしない
感電の原因になります。

雷が鳴ったら、本機やACアダプターの
プラグに触れない
感電の原因になります。

AC アダプターのコード・プラグを破損
するようなことはしない

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの
原因になります。
≥ コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

警告

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、
重い物を載せたり、束ねたりしない
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コンセントや配線器具の定格を超える
使いかたや、交流 100 V ～ 240 V 以
外での使用はしない
たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による
火災の原因になります。

乗り物を運転中に操作したり、インサイ
ドホンで使わない
事故の原因になることがあります。
付属のインサイドホンは周囲の音を遮断するタイ
プですので、警告音なども聞こえにくくなります。
≥ 歩行中でも周囲の状況に十分ご注意ください。
特に、踏切や横断歩道などではご注意ください。

充電式電池は誤った使いかたをしない
≥+と-を逆に入れない
≥ 外装チューブを破ったり、はがさない
≥+と-に金属物などを接触させない
≥ ネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運
んだり保管しない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを
起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。
≥ 持ち運びや保管するときは、付属の充電式電池
ケースに入れてください。

警告

安全上のご注意
（必ずお守りください）（つづき）
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SDメモリーカードや充電式電池、イヤーピー
スは、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
≥ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医
師にご相談ください。

反射光を人に当てない
本機（SV-SD800N）の表面は鏡面仕上げになってお
り、直射日光などの強い光の下では、反射光が乗り物を
運転中の人の目に入り、思わぬ事故を引き起こします。
≥ 本機の反射光に注意してお使いください。

ACアダプターのプラグは根元まで確実
に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災
の原因になります。
≥ 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わな
いでください。

AC アダプターのプラグのほこりなどは
定期的にとる
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁
不良となり、火災の原因になります。
≥ ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

異常があったときは、充電式電池を外す
≥ 内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
≥ 落下などで外装ケースが破損したとき
≥ 煙や異臭、異音が出たとき
そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
≥ 販売店にご相談ください。
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インサイドホン使用時は音量を上げす
ぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴
くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
突然大きな音が出ますので、操作する前には、音
量を小さくしてください。

異常に温度が高くなるところに置かない
特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上
に高温（約 60 ℃以上）になります。本機や充電
式電池、AC アダプターなどを絶対に放置しない
でください。外装ケースや内部部品が劣化するほ
か、火災の原因になることがあります。

本機は乳幼児の手の届くところに置かない
充電式電池や SD カードが内蔵されています。万
一取り出された場合は誤飲の恐れがあります。

インサイドホンなどが直接触れる耳や肌
などに異常を感じたら使用を中止する
そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因にな
ることがあります。

付属のACアダプターを使う
指定外の AC アダプターを使用すると、火災や感
電の原因になることがあります。

注意

安全上のご注意
（必ずお守りください）（つづき）
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使用上のお願い

■ 本機について
付属のコード、ケーブルを使用してください。また、コード、ケーブルは
延長しないでください。
本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしない
≥強い衝撃が加わると、外装ケースが壊れたり、故障や誤動作の原因になります。
お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない
≥お手入れの際は、充電式電池を取り出してください。また、電源プラグをコンセ
ントから抜いておいてください。

≥溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
≥柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、乾いた布
を水にひたし、よく絞ってから汚れをふき、そのあと、乾いた布でふいてください。

≥台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

－このマークがある場合は－

■ SDカードについて
メモリーカードを廃棄 / 譲渡するときのお願い
パソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更
されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。
廃棄 /譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用デー
タ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすす
めします。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

SDカードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気
の発生しやすいところに放置しない
また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない
≥SDカードが破壊される恐れがあります。また、SDカードの内容が破壊されたり、
消失する恐れがあります。

≥使用後や保管、持ち運びするときは収納袋などに入れてください。
≥カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手など
で触れないでください。

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または
販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

使用上のお願い
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■ 充電式電池について
不要になった電池（バッテリー）は、貴重な資源を守るために、
廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
使用済み充電式電池の届け先
≥最寄りのリサイクル協力店へ
≥詳細は、有限責任中間法人 JBRCの
ホームページをご参照ください。

≥ホームページ：http://www.jbrc.net/hp
使用済み充電式電池の取り扱いについて
≥＋端子、－端子をセロハンテープなどで絶縁してください。
≥被服をはがさないでください。
≥分解しないでください。

■ ACアダプターについて
機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置（電源プラグ）へ容易に
手が届くようにしてください。
≥必ず、付属のACアダプターをお使いください。
≥使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。（接続したまま
にしていると、ACアダプター単体で約0.1 Wの電力を消費しています）

≥ACアダプター、充電式電池の端子部を汚さないでください。

■ 海外で使用するには

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異な
ります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在
先に合ったプラグを準備してください。変換プラグは、お
買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。
充電のしかたは、国内と同じです。

AC アダプターは日本国内で使用することを前提として
設計されておりますが、海外旅行等での一時的な使用は
問題ありません。
≥ご使用にならないときは変換プラグをACコンセントから外してください。

ACアダプターは、電源電圧（100 V～ 240 V）、電源周波数（50 Hz、60 Hz）
でご使用いただけます。
市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ニッケル水素
電池使用

充電式

Ni-MH

変換プラグの一例

差し込む

使用上のお願い
（つづき）
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ª Initially set the LANGUAGE in 
SYSTEM to English

¬ Playing tracks 
(AUDIO mode)

1. Turn the unit on. 
(Press 1/∫)

2. Select AUDIO. 
(Press >
Press : or 
9>
Press 1/∫)

3. Start play. 
(Press 1/∫) 

4. Adjust the volume. (0 to 25) 
(Press ＋ or － )

¬ Using the FM radio 
(FM TUNER mode)

1. Turn the unit on. 
(Press 1/∫)

2. Select FM 
TUNER. 
(Press >
Press : or 9>
Press 1/∫)

3. Select the station. 
(Press : or 9)

4. Adjust the volume. (0 to 25) 
(Press ＋ or － )

1/6

OUT!JoJo/1 80.2 MHz
FM

Quick Guide 
(English)
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サンプリング周波数 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
圧縮 /伸長方式 AAC方式、WMA方式、MP3方式
チャンネル数 ステレオ：2 ch/ モノラル：1 ch
周波数特性 20 Hz ～ 20,000 Hz（＋ 0 dB～－8 dB）
受信周波数帯域 76 MHz～ 90 MHz（100 kHz ステップ）

音声出力

SV-SD800N
3.3 mW+3.3 mW（15 Ω、D-snap port 端子）
5.5 mW+5.5 mW（15 Ω、‰3.5 mmステレオミニジャック）
SV-SD400V
3.3 mW+3.3 mW（15 Ω、‰3.5 mmステレオミニジャック）

電源 DC 1.2 V
フル充電時間
（充電式電池：付属）ACアダプター使用 約1時間30分

電池持続時間
（SDオーディオ連
続再生）

SV-SD800N
( 当社製の SD カード、ノイズキャンセリングインサイドホン※ 1

使用時、EQ「ノーマル」、音質効果「効果オフ」、推奨ビットレー
ト（AAC：96 kbps））
※1 ノイズキャンセリングインサイドホンのモードによって

連続再生時間が変わります。
≥ オフモード ：約30時間
≥ ノイズキャンセルモード：約20時間
≥ モニターモード ：約17時間

SV-SD400V
( 当社製のSDカード、高音質密閉型インサイドホン使用、
EQ「ノーマル」、音質効果「効果オフ」、推奨ビットレート
（AAC：96 kbps））
約30時間

仕様
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≥この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
≥電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
≥本機では、フォントデータの制限により表示できない文字があります。
（表示できない文字は「_」と表示されます）
表示可能文字 日本語：JIS 第一水準 /第二水準準拠

≥Windows Media Audio 9 (WMA9)対応（WMA9のProfessional、Lossless、
Voice およびMBR※2には対応していません）

※2 Multiple Bit Rate は、1つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録
された音声を含む形式のことです。

この取扱説明書はエコマーク認定
の再生紙を使用しています。

電池持続時間
（FMチューナー受信）

SV-SD800N
ノイズキャンセリングインサイドホンのモードによって連続
受信時間が変わります。

≥ オフモード ：約9時間
≥ ノイズキャンセルモード：約8時間
≥ モニターモード ：約7時間

SV-SD400V
約9時間

対応USB USB 2.0（High Speed） 

ACアダプター 入力：AC 100 V ―240 V、50/60 Hz、13 VA
出力：DC 4.8 V、720 mA

使用温度範囲 0℃～ 40℃
充電温度範囲 0℃～ 40℃

寸法

本体寸法 ：幅35.1 mm×高さ86.1 mm×奥行き9.6 mm
（突起部除く）

最大外形寸法：幅35.1 mm×高さ86.9 mm×奥行き10.2 mm
（JEITA）

質量 約38.5 g（充電式電池含む）/約26.0 g（充電式電池含まず）

対応記録メディア SDメモリーカード（8 MB～ 2 GB）
SDHCメモリーカード（4 GBまで）
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修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合
は・・・
≥ 修理は、サービス会社・販売会社
の「修理ご相談窓口」へ！

≥ 使いかた・お買い物などのお問い
合わせは、「お客様ご相談セン
ター」へ！

保証書（裏表紙をご覧ください）
お買い上げ日・販売店名などの記入
を必ず確かめ、お買い上げの販売店
からお受け取りください。よくお読
みのあと、保存してください。

補修用性能部品の保有期間
当社は、この SD 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年保有しています。
注）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。

修理を依頼されるとき
この説明書をよくお読みのうえ、直
らないときは、まず接続している電
源を外して、お買い上げの販売店へ
ご連絡ください。

●保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの
販売店が修理をさせていただきます
ので、恐れ入りますが、製品に保証
書を添えてご持参ください。
●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品について
は、ご要望により修理させていただ
きます。下記修理料金の仕組みをご
参照のうえご相談ください。
●修理料金の仕組み
修理料金 は、技術料・部品代・出張
料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理お
よび部品交換・調整・修
理完了時の点検などの作
業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品およ
び補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を
派遣する場合の費用です。

保証期間 : 
お買い上げ日から本体１年間
（「本体」にはソフトウェアの内
容は含みません）

ご連絡いただきたい内容

製品名 SDオーディオ
プレーヤー

品　番 SV-SD800N/
SV-SD400V

お買い上げ日 　年　月　日
故障の状況 できるだけ具体的に

保証とアフターサービス（よくお読みください）
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ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談
内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録
を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委
託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問
い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活
用ください。

http://panasonic.jp/support/

SV-SD800N_400V.book  59 ページ  ２００６年８月７日　月曜日　午後４時７分



60

保証とアフターサービス （よくお読みください）（つづき）
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
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愛情点検 長年ご使用のＡＣアダプターの点検を！

こんな症状は
ありませんか

・電源コードやプラグが異常に熱い
・煙が出たり、異常なにおいや音がする
・水などの液体や異物が入った
・その他の異常や故障がある

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の
防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを
抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日 SV-SD800N/
SV-SD400V品　番年 　 月 　 日

販 売 店 名

お客様相談窓口

さくいん
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〈無料修理規定〉
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間

内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を

添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの

修理ご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの
修理ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫

化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる
故障及び損傷

（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご添付がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、ある

いは字句を書き替えられた場合
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の

負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の
負担となります

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口はP60、61をご参照ください。
　

　修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理
対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございま
すので、ご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束
するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証
責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するも
のではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お
買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書
のP58をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.
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SV-SD800N/SV-SD400V

松下電器産業株式会社
パナソニックＡＶＣネットワークス社
ネットワーク事業グループ

（「本体」にはソフトウェアの 
　　内容は含みません）
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