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正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他
の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その絵表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が
差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

【絵表示の例】

記号は注意（危険・警告を含む）を促す
内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感
電注意）が描かれています。

記号は禁止の行為であることを告げるも
のです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場
合は分解禁止）が描かれています。

記号は行為を強制したり指示する内容を
告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電
源プラグをコンセントから抜け）が描かれて
います。

絵表示について

ご使用になる前に

安全上のご注意

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定され
る内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

水が入ったり、濡らしたりしないように

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特に
ご注意ください。
火災・感電の原因となります。

内部に異物を入れない
通風孔などから内部に金属類や燃えやすい
ものなどを差し込んだり、落とし込んだり
しないでください。火災・感電の原因とな
ります。特にお子様のいるご家庭ではご注
意ください。万一内部に異物が入った場合
は、まず本体の電源を切り、電源プラグを
コンセントから抜いて販売店にご連絡くだ
さい。

■ 安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く
煙が出ている、変なにおいがする、異常な
音がするなどの異常状態のまま使用すると、
火災・感電の原因となります。すぐに本体
の電源を切り、必ず電源プラグをコンセン
トから抜いて、煙が出なくなるのを確認し
てから販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですので絶対にお
やめください。

電源プラグを
コンセント
から抜け

警告

ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外の電圧で使用しな
いでください。
火災・感電の原因となります。

電源コードは大切に
電源コードを傷つけたり、破損したり、加
工したりしないでください。また重いもの
をのせたり、加熱したり、引っ張ったりす
ると電源コードが破損し、火災・感電の原
因となります。
電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交
換をご依頼ください。

乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの
原因となります。

雷が鳴り出したら

電源プラグには触れないでください。
感電の原因となります。
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■ 安全上お守りいただきたいこと

警告 つづき

落としたり、キャビネットを破損した場合は
まず本体の電源を切り、電源プラグをコン
セントから抜いて販売店にご連絡くださ
い。そのまま使用すると火災・感電の原因
となります。

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・
薬品や水などが入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電
の原因となります。

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。

水場での使用禁止

この機器の上に小さな金属物を置かない
万一内部に異物が入った場合は、まず本体
の電源を切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いて販売店にご連絡ください。そのま
ま使用すると火災・感電の原因となります。

■ 取り扱いについて

■ 安全上お守りいただきたいこと

注意

付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しない
でください。
また、付属の電源コード以外には使用しな
いでください。
電流容量などの違いにより火災・感電の原
因になることがあります。

電源コードは確実に接続し、
束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確実
に差し込んでください。差し込みが不完全
な場合、火災・感電の原因となることがあ
ります。
また、電源コードは束ねたまま使用しない
でください。発熱し、火災の原因となるこ
とがあります。

電源コードを熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原
因となることがあります。

電源プラグを抜くときは

電源プラグを抜くときは、電源コードを
引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてく
ださい。コードが傷つき、火災・感電の原
因となることがあります。

キャビネット（裏ぶた）を外したり、
改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、
触ると感電の原因となります。内部の点
検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
この機器を改造しないでください。火災・
感電の原因となります。

電池を交換する場合は
極性表示に注意し、表示通りに正しく入れ
てください。間違えますと電池の破裂・液
漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する
原因となることがあります。指定以外の電
池は使用しないでください。また新しい電
池と古い電池を混ぜて使用しないでくださ
い。電池の破裂・液漏れにより、火災・け
がや周囲を汚損する原因となることがあり
ます。

機器の接続は説明書をよく読んでから接続する
テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器など
の機器を接続する場合は、電源を切り、
各々の機器の取扱説明書に従って接続して
ください。また接続は指定のケーブルを使
用してください。指定以外のケーブルを使
用したり、ケーブルを延長したりすると発
熱し、やけどの原因となることがあります。

電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因と
なることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。

ヘッドホンを使用するときは、
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
けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること
があります。
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■ 置き場所について

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いたところなど不安
定な場所に置かないでください。落ちたり
倒れたりして、けがの原因となることがあ
ります。

次のような場所には置かない
火災・感電の原因となることがあります。
● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が
当たるようなところ

● 湿気やほこりの多いところ
● 直射日光の当たるところや暖房器具の近
くなど高温になるところ

壁や他の機器から少し離して設置する
壁から少し離して据え付けてください。ま
た放熱をよくするために、他の機器との間
は少し離して置いてください。ラックなど
に入れるときは、機器の天面や背面から少
し隙間をあけてください。内部に熱がこも
り、火災の原因となることがあります。

■ 取り扱いについて

移動させる場合は
まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセ
ントから抜き、機器間の接続ケーブルなど
外部の接続ケーブルを外してからおこなっ
てください。コードが傷つき、火災・感電
の原因となることがあります。
この機器の上にテレビなどを載せたまま移
動しないでください。倒れたり、落下して、
けがの原因となることがあります。

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意
ください。倒れたり、壊れたりして、けが
の原因となることがあります。

重いものをのせない
機器の上に重いものや外枠からはみ出るよ
うな大きなものを置かないでください。バ
ランスがくずれて倒れたり、落下して、け
がの原因となることがあります。

通風孔をふさがない
内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部
や底部などに通風孔が開けてあります。次
のような使いかたはしないでください。内
部に熱がこもり、火災の原因となることが
あります。

● あお向けや横倒し、逆さまにする
● 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの悪
い狭い場所に押し込む

● テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上
に置いて使用する

ディスク挿入口に手を入れない

特に幼いお子様にご注意ください。けがの
原因となることがあります。
万一手を挟まれた場合は、すぐに本体の電
源を切り、電源プラグをコンセントから抜
いて販売店にご連絡ください。

レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると視力障害を起こ
すことがあります。

手を挟まれな
いよう注意

指のケガに注意

長期間の外出・旅行の場合は

安全のため必ず電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。火災の原因となること
があります。

お手入れの際は

安全のため電源プラグをコンセントから抜
いておこなってください。感電の原因とな
ることがあります。

5年に一度は内部の掃除を
販売店などにご相談ください。内部にほこ
りがたまったまま、長い間掃除をしないと
火災や故障の原因となることがあります。
特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこな
うと、より効果的です。
なお、内部の掃除費用については販売店な
どにご相談ください。

■ お手入れについて

■ 使わないときは

■ 安全上お守りいただきたいこと

注意 つづき
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付属品について

本体とは別に下記の付属品がついています。ご使用の前にご確認ください。

電源コード（本機専用） 1本 リモートコントロールユニット(RC-1006)
1個

システムコード 1本

取扱説明書（本書） 1冊
（クイックセットアップシートを含む）

製品のご相談と
修理・サービス窓口一覧表 1枚

保証書
（梱包箱に添付されています。）

スピーカーコード 2本 iPodコード 1本ビデオコード 1本

AMループアンテナ 1個 FMアンテナ 1本 スピーカースタンド 2個

壁掛けブラケット 2個 ねじ 4本 六角レンチ 1本

R6P（単3形）乾電池 2本
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■ SC-S301/DSW-S301について
スピーカーシステムの音質は、部屋の大きさ・形態（洋室、
和室）・設置のしかたによって変わりますので、次のことに
留意して設置してください。

● SC-S301をレコードプレーヤーと同じ台や棚の上に設置
するとハウリングを起こすことがありますのでご注意くだ
さい。

● SC-S301の背面や前面に壁やガラス戸などがある場合に
は、共振や反射を防止するために厚手のカーテンなどを掛
けるようにしてください。

● SC-S301はテレビとの近接使用が可能な防磁型スピーカ
ーシステムですが、テレビの種類によっては色むらを生じ
る場合があります。その場合には一度テレビの電源を切り、
少し離して、15～30分後に再びスイッチを入れてくださ
い。テレビの自己消磁回路により、画面への影響が改善さ
れます。その後も色むらが残るような場合には、スピーカ
ーをさらに離してご使用ください。

● SC-S301は付属のスピーカースタンドまたは壁掛けブラ
ケットを使用して設置してください。
下図のように付属の取り付けねじ2本を使用して、スピー
カーの背面の取り付けネジ穴にゆるみがなくなるまで完全
に締め付けてください。
ラックまたは棚の上に設置する場合も十分注意してしっか
りと設置してください。

スピーカースタンド

ねじ

壁

壁掛けブラケット

SC-S301SC-S301

ねじ

取り扱い上のご注意

設置の際のご注意

300Ωフィーダー線 75Ω同軸ケーブル

◎ 放熱のため、本機の天面、後面および両側面と壁や他の
AV機器などとは十分離して設置してください（下図参照）。

■ 結露とは
冬期に暖房をした部屋の窓ガラスに水滴がつくような現象を
いいます。

■ 結露後の処置は
● 結露が起こった場合は、電源を入れてしばらく放置して
おいてください。周囲の状況によって異なりますが、1～
2時間で使用できるようになります。

● ディスクに露がついている場合がありますので、きれい
にふきとってください。

■ 結露が起こる条件は
冬期などに本機を戸外から暖房中の室内に持ち込んだり、部
屋の温度を暖房などで急に上げたりすると本機内部の動作部
に露がつき、正常に動作しなくなることがあります。
結露は、夏にエアコンの風が直接当たるところでも起こること
があります。その場合には本機の設置場所を変えてください。

結露現象について（ADV-S301）

壁

※十分離す

■ ADV-S301について
◎ 本機やマイコンを搭載した電子機器をチューナーやテレ
ビと同時に使用する場合、チューナー・テレビの音声や
映像に雑音や画面の乱れが生じることがあります。この
ような場合には次の点に注意してください。

● 本機をチューナーやテレビからできるだけ離してください。
● チューナーやテレビのアンテナ線を本機の電源コードおよ
び入出力などの接続コードから離して設置してください。

● 特に室内アンテナや300Ωフィーダー線をご使用の場合に
起こりやすいので、屋外アンテナおよび75Ω同軸ケーブ
ルのご使用をおすすめします。

※※

※
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● ADV-S301の入力端子に機器を接続していない状態で入力
の切り替えをおこなうと、クリックノイズが発生すること
があります。このような場合には、主音量調節つまみを絞
るか、入力端子に機器を接続してください。

● 本機の電源を入れたままテレビ放送を見ると、テレビ放送
の電波状態によりしま模様が出る場合がありますが、本機
やテレビの故障ではありません。テレビ放送を見る場合に
は本機の電源を切ってご覧ください。

● DSW-S301の内蔵アンプにはミューティング回路が組み
込まれています。そのため、電源投入後数秒間は出力信
号が大幅に減衰されます。この動作時に音量を調節する
とミューティング終了後、非常に大きな出力となります
ので音量調節は必ず、ミューティング終了後におこなっ
てください。

● 近くにマグネット（磁石）など磁気を発生するものが置か
れている場合には、本機との相互作用により、テレビに色
むらを発生する場合がありますのでご注意ください。

【例】
● ラック、置き台などの扉に装着されたマグネットがあ
るとき

● マグネットを用いた健康器具などが近くに置かれてい
とき

● その他、マグネットを使用した玩具などが近くに置か
れているとき

● 本機の近くで携帯電話を使用すると、雑音（ノイズ）が入
ることがあります。携帯電話は本機から離れた位置でお使
いください。

● 説明のためのイラストは、実際の機器と異なる場合があり
ます。

その他のご注意● DSW-S301は転倒による事故を防止するため、しっかりと
した水平な床の上に設置してください。

● DSW-S301の上にレコードプレーヤー、CDプレーヤーな
どのAV機器を設置しないでください。

● DSW-S301は放熱のため、本機の天面、後面および両側面
と壁や他のAV機器などとは十分離して設置してください
（下図参照）。

警　告
● スピーカーコードを足や手に引っ掛けて本
機を落下させることのないように、コード
は必ず壁などに固定してください。

● 取り付け後は必ず安全性を確認してください。また、
その後定期的に落下や転倒の可能性がないか安全点検
を実施してください。取り付け場所、取り付け方法の
不備によるいかなる損害、事故についても当社は一切
その責を負いません。

壁

※十分離す

※ ※

※

◎ キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、
柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。

● 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ
さい。

◎ ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが
本機に付着すると、変質したり変色することがあります
ので使用しないでください。

お手入れについて

使わないときは

◎ ふだん使わないとき
● 電源を切ってください。
● 電源ボタンを押してスタンバイ状態にして
も、一部の回路は通電していますので、長期
間の外出やご旅行の場合には、必ず電源プラ
グをコンセントから抜いてください。

◎ 移動させるとき
● 衝撃を与えないでください。
● ディスクを取り出し、必ず電源プ
ラグをコンセントから抜いて、他
のオーディオ機器との接続コード
類を取り外してから移動させてく
ださい。
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ピクチャーCD
デジタル画像
（JPEG方式）

12cm

DVDビデオ
DVDオーディオ

＜注1＞

デジタル音声
＋

デジタル映像
（MPEG2方式）

12cm

8cm

ビデオCD
＜注1＞

デジタル映像
（MPEG1方式）

12cm

8cm

CD デジタル音声

ＭＰ3

デジタル画像
（JPEG方式）

12cm

8cm

V
C

Recordable ReWritable

CD-R
CD-RW
＜注4＞

DVD-R
DVD-RW
＜注2＞

ディスクについて

本機で再生できるディスクは下記の種類です。
ディスクのマークはディスクのレーベル、またはジャケットについています。

チャプター1 チャプター2 チャプター3 チャプター1 チャプター2

タイトル1 タイトル2
例えば、 

タイトル、チャプター（DVDビデオ）：
DVDビデオは、いくつかの大きな区切り（タイトル）と小さな
区切り（チャプター）に分けられています。それぞれの区切りに
は番号が割り当てられ、これらの番号をタイトル番号、チャプタ
ー番号と呼びます。

トラック1 トラック2 トラック3 トラック4 トラック5

例えば、 

トラック（ビデオCD/音楽CD）：
ビデオCDや音楽CDは、いくつかの区切り（トラック）に分けら
れています。この区切りには番号が割り当てられ、この番号をト
ラック番号と呼びます。

＜注1＞：DVDビデオ、DVDオーディオおよびビデオCDの中には、
ソフト制作者の意図により、本書の説明どおりに動作し
ないディスクがあります。

＜注2＞：本機はDVDレコーダでビデオフォーマット記録された
DVD-R/DVD-RWディスクを再生することができます。
なお、ディスクの記録状態によってはディスクを受付け
なかったり、映像や音声が途切れるなど正常に再生でき
ないことがあります。
また、ファイナライズ*していないディスクやVRモード
（ビデオレコーディングフォーマット）またはCPRM
（Content Protection for Recordable Media）で記録され
たディスクは再生できません。

＜注3＞：DVD+Rの2層ディスク（DL）は再生できません。
＜注4＞：CD-R/DVD-RWは、記録状態によっては再生できない場

合があります。

◎ 下記のディスクは再生できません。
● リージョン番号が『2』または『ALL』以外のDVD
● DVD-ROM/RAM
● CVD/VSD/SVCD
● CD-ROM（MP3/WMA/JPEGファイルは再生可能）
● CDV（音声パートのみ再生できます。）
● CD-G（音声は出力されますが、画像は出力されません。）
● フォトCD（絶対に再生しないでください。）
など

ディスクに関する用語について

プレイバックコントロール（ビデオCD）：
『プレイバックコントロール付き』などとディスクやジャケットに
書かれているビデオCDは、テレビに表示されるメニュー画面を見
ながら見たい場面や情報を対話形式で楽しむことができます。
本書では、メニュー画面を用いて再生することをビデオCDの
『メニュー再生』と呼びます。
本機はプレイバックコントロール付きビデオCDに対応しています。

ご注意
● 本機は、国ごとに割り当てられた番号（リージョン番
号）がDVDディスクに表示されている場合には、
DVDディスクと本機のリージョン番号が
一致しないと再生できません。

本機のリージョン番号は 2 です。
2

WMA
(Windows

Media Audio)
デジタル音声 12cm

トラック1 トラック2 トラック3 トラック1 トラック2

グループ1 グループ2
例えば、 

グループ、トラック（DVDオーディオ）：
グループ、トラック（DVDオーディオ）DVDオーディオは、い
くつかの大きな区切り（グループ）と小さな区切り（トラック）
に分けられています。それぞれの区切りには番号が割り当てられ、
これらの番号をグループ番号、トラック番号と呼びます。

DVD+R
＜注2＞＜注3＞

DVD+RW
＜注2＞

DVD+R

DVD+ReWritable

スーパー
オーディオCD

デジタル映像
（MPEG1方式）

12cm
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本機で再生できるディスクは、10ページにあるマークがつ
いているものです。
但し、ハート形や八角形など特殊形状のディスクは再生でき
ません。機器の故障の原因となりますのでご使用にならない
でください。

ディスクを装着したり取り出すときは、できるだけ表面を触
らないようにしてください。

信号記録面（虹色に光ってい
る面）には、指紋などをつけ
ないようにしてください。

●ディスクに指紋や汚れが付いた場合、音質や画質が低下し
たり、途切れることがありますので、拭きとってからご使
用ください。

●拭き取りには、市販のディスククリーニングセットまたは
柔らかい布などをご使用ください。

内周から外周方向へ軽く拭く。 円周に沿っては拭かない。

● 指紋・油・ゴミなどをつけないでください。
● 表面に傷をつけないよう、特にケースからの出し入れには
ご注意ください。

● 曲げたりしないでください。
● 熱を加えないでください。
● 中心の穴を大きくしないでください。
● レーベル面（印刷面）にボールペンや鉛筆などで文字を書
かないでください。

● 屋外など寒いところから急に暖かいところへ移すと表面に
水滴がつくことがありますが、ヘアードライヤーなどで乾
かさないでください。

●再生後は必ずディスクを取り出してください。
●ほこり・傷・変形などを避けるため、必ずケースに入れて
ください。

●次のような場所には置かないでください。
1．直射日光が長時間当たるところ
2．湿気・ほこりなどが多いところ
3．暖房器具などの熱が当たるところ

●ディスクは1枚だけ装着してください。2枚以上重ねて装着
すると故障の原因となり、ディスクを傷つけることにもな
ります。

● 8cmディスクは、アダプターを使用せずに確実にディスク
ガイド（凹部）に合わせて装着してください。正しく装着
しないとディスクが脱落しディスクトレイが開かなくなる
ことがあります。

●ディスクトレイが引き込まれるときに指を挟まないように
ご注意ください。

●ディスク以外のものをディスクトレイに載せないでくだ
さい。

●ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは
使用しないでください。

●ディスクにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊
がはみ出したり、剥がした痕があるものはお使いにならな
いでください。そのままDVDプレーヤーにかけると、ディ
スクが取り出せなくなったり、故障する原因となることが
あります。

ディスクについて

ディスクの取り扱いとご注意

ディスクの持ちかた

ディスクのお手入れのしかた

取り扱いについてのご注意

ご注意

● レコードスプレー・帯電防止
剤などは使用できません。ベ
ンジン・シンナーなどの揮発
性の薬品も使用しないでくだ
さい。

レコード 
スプレー シンナー ベンジン 

保存についてのご注意

ディスクを装着する際のご注意

ステレオ音のエチケット

● 楽しい音楽も、時と場所によっては気
になるものです。

● 隣り近所への配慮（おもいやり）を十
分にいたしましょう。

● ステレオの音量は、あなたの心がけ次
第で小さくも大きくもなります。

● 特に静かな夜間は、小さな音でも通り
やすいものです。夜間の音楽鑑賞には、
特に気を配りましょう。

● 窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用に
なるのも一つの方法です。

● お互いに心を配り、快い生活環境を守
りましょう。
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各部の名前について

各部のはたらきなど、詳しい説明については（ ）内のページを参照してください。

フロントパネル（ADV-S301）

zz ON
オ ン

/STANDBY
ス タ ン バ イ

ボタン……………（19）

xx iPod コネクタ ……………………（34）

cc ポータブルジャック ……………（36）

vv USB コネクタ ……………………（36）

bb FUNCTION
フ ァ ン ク シ ョ ン

ボタン ………………（38）

nn ディスプレイ………………………（12）

mm リモコン受光部 …………………（18）

,, ディスプレイ照度センサー
…………………………………（64、65）

.. VOLUME
ボ リ ウ ム

（主音量）調節つまみ
………………………………………（19）

⁄⁄00 ヘッドホンジャック ……………（41）

⁄⁄11 SKIP
スキップ

ボタン（8、9）……（27）

TUNING
チューニング

（＋、－）ボタン
…………………………………（32、33）

⁄⁄22 PLAY
プ レ イ

/ PAUSE
ポ ー ズ

（1 3）ボタン
…………………………………（25、26）

⁄⁄33 STOP
ストップ

(2)/ BAND
バ ン ド

ボタン …（26、32）

⁄⁄44 ディスクホルダー ………………（19）

⁄⁄55 OPEN
オープン

/CLOSE
ク ロ ー ズ

(5) ボタン ………（19）

z c bx v m , . ⁄0n

⁄1⁄2⁄4 ⁄3⁄5

⁄4⁄7 ⁄6 ⁄5 ⁄2 ⁄3 ⁄2 ⁄1 ⁄0 . , m

vxz nc b

ディスプレイ

zz 1 :再生中に点灯します。
3 :一時停止中に点灯します。

xx 再生するディスクの種類に合わせ、曲の
区切りの名称が点灯します。

cc チューナーの各種モードを表示します。
TUNED:
FM/AM受信時正しく同調したときに
点灯します。
AUTO:

BAND ボタンで“FM AUTO”モード
にしたときに点灯します。
ST:
“FM AUTO”モードでステレオ放送
を受信しているときに点灯します。
MONO:
“FM AUTO”モードでモノラル放送
を受信しているとき、および BAND ボ
タンで“FM MONO”モードにしたと
きに点灯します。

vv トーンコントロール（BASS、TREBLE）
がONの状態のときに点灯します。

bb SDB（スーパーダイナミックバス）が
ONの状態のときに点灯します。

nn 再生中、タイトル/トラック番号や経過
時間などを表示します。

mm リモコン信号を受信したときに点灯し
ます。

,, 音量レベルを表示します。

.. SLEEP:
スリープタイマー設定時に点灯します。
:

タイマーがスタンバイ状態のときに点
灯します。現在時刻およびタイマー未
設定の場合は点灯しません。

⁄⁄00 HDCDを再生したときに点灯します。

⁄⁄11 ドルビーバーチャルスピーカーモード時
に点灯します。

⁄⁄22 再生しているフォーマットが点灯します。

⁄⁄33 ドルビーヘッドホンモード時に点灯し
ます。

⁄⁄44 プログラム再生、ランダム再生およびリ
ピート再生中に点灯します。

⁄⁄55 再生しているディスクの種類が点灯し
ます。

⁄⁄66 プログレッシブ映像信号が出力されてい
るときに点灯します。

⁄⁄77 HDMI端子から映像（または音声）が出
力されているときに点灯します。（HDMI
端子の接続確認中は点滅します。）
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各部のはたらきなど、詳しい説明については（ ）内のページを参照してください。

リアパネル

zz 映像出力切り替えスイッチ
（HDMI/PROGRESSIVE/INTERLACED）

……………………（22、23、55、56）

xx TVアスペクト切り替えスイッチ
（WIDE/LB/PS) …………………（17）

cc トリガー出力端子
（TRIGGER OUT）…………（24、64）

vv AUX3音声出力端子
（AUX3 OUT）……………………（21）

bb AUX1/AUX2/AUX3音声入力端子
（AUX1/AUX2/AUX3 IN） ……（21）

nn AUX3デジタル音声出力端子
（OPTICAL DIGITAL OUT）…（21）

mm AUX3デジタル音声入力端子
（OPTICAL DIGITAL IN）………（21）

,, AUX1/AUX2デジタル音声入力端子
（COAXIAL DIGITAL IN）………（21）

.. アンテナ端子
（AM/FM ANTENNA）…………（23）

⁄⁄00 AUX1/AUX2 S映像入力端子
（S-VIDEO IN）……………………（21）

⁄⁄11 AUX1/AUX2 映像入力端子
（VIDEO IN）………………………（21）

⁄⁄22 映像出力端子（VIDEO OUT）…（17）

⁄⁄33 S映像出力端子
（S-VIDEO OUT） ………………（21）

⁄⁄44 HDMI出力端子
（HDMI OUT）……………………（22）

⁄⁄55 色差映像出力端子
（COMPONENT VIDEO OUT）
………………………………………（22）

⁄⁄66 システム端子
（SYSTEM CONNECTOR) ……（16）

⁄⁄77 D2映像出力端子（D2）…………（22）

z x c v b ,n m

.⁄0⁄3⁄4 ⁄1⁄2⁄6⁄7 ⁄5

外部コントローラを使用 
する場合に接続します。 

z

x c

v

zz 電源入力端子（AC IN）…………（18）

xx 保護表示（PROTECTION)……（16）
システムコードの接続不良時、またはサ
ブウーハー（DSW-S301）の保護回路
が動作したときに赤く点灯します。

cc システム端子
（SYSTEM CONNECTOR) ……（16）

vv スピーカーシステム端子
（SPEAKER SYSTEMS) ………（16）

■ DSW-S301

■ ADV-S301



CHANNEL
チ ャ ン ネ ル

+, –ボタン
……………………………(71)
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表　面

PLAY
プレイ

(1) ボタン ………(25)

SOURCE
ソ ー ス

POWER
パ ワ ー

ボタン
……………………………(71)

SLOW
ス ロ ー

/SEARCH
サ ー チ

(6, 7)
ボタン……………………(27)

CURSOR
カ ー ソ ル

(0, 1, •, ª) 
ボタン …………………（52）

VIDEO
ビ デ オ

INPUT
インプット

ボタン
……………………………(71)

SKIP
スキップ

(8, 9) ボタン
……………………………(27)
TUNING
チューニング

+, –ボタン …(32)

裏　面

側　面

NUMBER
ナ ン バ ー

ボタン ………(25)

SEARCH
サ ー チ

MODE
モ ー ド

ボタン
……………………………(27)

MODE
モ ー ド

SELECTOR
セ レ ク タ

ボタン……（71）

TV ：プリセットしたテレビを操作するときに選択
DVD ：本機を操作するときに選択
CABLE ：プリセットしたケーブルテレビチューナーを

操作するときに選択
DBS ：プリセットしたBS/CSデジタルチューナーを

操作するときに選択

各部のはたらきなど、詳しい説明については（ ）内のページを参照してください。

リモコン ご注意
● 表面または裏面のボタンを強く押すと、それぞれの反対側のボタンも一緒に動作して
しまう場合があるので注意してください。

TUNER
チューナー

ボタン …………(32)

DVD ボタン ……………(38)

STOP
ストップ

(2) / BAND
バ ン ド

ボタン
……………………(27、32)

STEREO
ス テ レ オ

/MUSIC 
ミュージック

ボタン
……………………………(40)

DVS/CINEMA
シ ネ マ

ボタン
……………………(38、39)

RETURN
リ タ ー ン

ボタン ………（25）

SLEEP
スリープ

ボタン …………（43）

ON
オン

/STANDBY
ス タ ン バ イ

ボタン…（19）

AUX
オキシャル

ボタン ……………(38)

STILL
スティル

/PAUSE
ポ ー ズ

(3) ボタン
……………………………(26)

VOLUME
ボ リ ウ ム

+, –ボタン …（19）

MENU
メニュー

/GUIDE
ガ イ ド

ボタン …（25）

PUSH
プッシュ

ENTER
エンター

ボタン …（52）

MUTE
ミュート

ボタン …………（19）

HELP
ヘルプ

ボタン……………（52）

MODE
モ ー ド

ボタン …………(32)

MEMO
メ モ

ボタン …………(33)

ZOOM
ズ ー ム

ボタン ……(30、31)

DISPLAY
ディスプレイ

ボタン ………(46)

STATUS
ステイタス

ボタン…………(38)

TOP
トップ

MENU
メニュー

ボタン
……………………………(25)

AUDIO
オーディオ

ボタン …………(26)

TONE
ト ー ン

/SDB ボタン ……(51)

HDMI ボタン……………(22)

PROGRAM
プ ロ グ ラ ム

/DIRECT
ダイレクト

ボタン
……………………………(45)

RANDOM
ラ ン ダ ム

ボタン ………(45)

REPEAT
リ ピ ー ト

1/ALL
オール

ボタン …(44)

CALL
コール

ボタン ……………(45)

CLEAR
ク リ ア

ボタン …………(45)

SKIP
スキップ

(8, 9) ボタン
……………………………（27）
TUNING
チューニング

+, –ボタン …(32)

SURROUND
サ ラ ウ ン ド

ボタン ……(38)

ENTER
エンター

ボタン …………(52)

CURSOR
カ ー ソ ル

(0, 1, •, ª) 
ボタン …………………（52）

SURROUND
サ ラ ウ ン ド

PARAMETER
パ ラ メ ー タ ー

ボタン……………………(38)

ANGLE
アングル

ボタン …………(26)SUBTITLE
サブタイトル

ボタン ………(26)
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DVDファンクション

■ 各ファンクションで有効なボタン

TUNERファンクション AUXファンクション
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簡単セットアップと操作のしかた

本機は付属されているそれぞれのコードを使って、DVDサラウンドレシーバー（ADV-
S301）、サブウーハー（DSW-S301）、スピーカー（SC-S301）およびお手持ちのテレビ
を接続するだけで簡単にホームシアターが楽しめます。
ここでは接続からDVDディスクを再生するまでを簡単にガイドします。

システム接続のしかた

ご注意
● すべての接続が終わるまで、電源プラ
グをコンセントに差し込まないでくだ
さい。

● 必ず左右のチャンネルを確かめてから
正しくLとL（白）、RとR（赤）をしっ
かりと接続してください。

● 電源コードを接続コードと一緒に束ね
たり、電源トランスなど他の電気製品
の近くに接続コードを設置すると、ハ
ムや雑音の原因となることがあります。

左チャンネル（正面から見て左側）のスピーカーをサブウーハーのL端子（白）に、
右チャンネル（正面から見て右側）のスピーカーをサブウーハーのR端子（赤）に
接続します。

保護回路について
本機には高速プロテクター回路が内蔵さ
れています。これはパワーアンプの出力
が誤って短絡された際に大電流が流れた
り、本機の周囲の温度が異常に高くなっ
たり、または長時間にわたり、本機を大
出力で使用した際の極端な温度上昇など
が発生した場合に、スピーカーを保護す
るためのものです。
保護回路が動作すると、スピーカー出力
は遮断され、サブウーハーのリアパネル
にある保護表示が赤色に点灯します。こ
のような場合は、電源コードを抜いてか
らスピーカーコードや入力コードの配線
に異常がないかを確認の上、本機の温度
が極端に上がっている場合は本機が冷え
るのを待って、周囲の通風状態を良くし
てから、もう一度電源コードを挿入して、
本機の電源を入れ直してください。
配線や本機の周囲の通風に問題がないの
にも関わらず、保護回路が動作してしま
う場合は、本機が故障していることも考
えられますので、電源を切った上で、弊
社お客様相談窓口または修理相談窓口に
ご連絡ください。

システム接続について
● 必ず付属のコードで接続してください。
● 操作中にシステムコードを抜くと誤動
作の原因になりますので、必ず電源プ
ラグをコンセントから抜いた後で接続
の変更をおこなってください。

(L) (R)

ADV-S301

SC-S301

シ
ス
テ
ム
コ
ー
ド

スピーカーコード

DSW-S301

スピーカーコード

白 赤

21

穴あり

突起あり
白

赤
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付属のアンテナの接続のしかた

AM用ループアンテナの接続

1. レバー
を倒す。

2. アンテナ線
を差し込む。

3. レバー
を戻す。

■ FM用屋内アンテナの設置方法

FM放送を受信（ 32ページ）し、音を
聞きながら歪みや雑音の最も少ない位置に
アンテナの先端をテープなどで、壁やラッ
クなどに固定してください。

■ AM用ループアンテナの設置方法

AM放送を受信（ 32ページ）し、音を
聞きながら本機からできるだけ離して歪みや
雑音の最も少ない位置に設置してください。
接続の極性を逆にした方が良い場合もあり
ます。
AM用ループアンテナを接続しなかったり、
また、接続していても金属部分に接近して
いるとAM放送を良好に受信することができ
ません。

AM用ループアンテナの組み立てかた

1. 取り出す。

2. 曲げる。

3. 穴に差し
込む。

テレビの接続のしかた

テレビ 

VIDEO
IN

WIDE/LB/PS

接続の際は、テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

■ TVアスペクト比の設定
ADV-S301のリアパネルにある WIDE/LB/PS スイッチで、
接続したテレビの画面サイズに応じて設定します。

PS：
ワイドテレビ以外のテレビに接続したときに選択します。
ワイド画面で記録されているソフトでは、パン＆スキャン（左右のきれた画面）で再生し
ます。ただし、パン＆スキャン指定されていないソフトはレターボックスで再生します。

LB：
ワイドテレビ以外のテレビに接続したときに選択します。
ワイド画面で記録されているソフトでは、レターボックス（上下に黒い帯のある画面）で
再生します。

WIDE：
ワイドテレビに接続したときに選択します。
ワイド画面で記録されているソフトはフル画面で再生します。

ご注意

● 本機の映像出力は直接テレビに接続してください。VCR（ビデオカセットレコーダー）
経由で接続しないでください。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものが
あり、そのようなディスクをVCRを通して再生するとコピーガードシステムにより、画
面が乱れることがあります。

ビデオーコード

ご注意
● AM用ループアンテナのコードの芯線
がADV-S301のリアパネルに接触しな
いようにしてください。

FM用屋内アンテナ AM用ループアンテナ

白黒
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① 矢印のように押して引き上げます。

② 単3形乾電池（2本）をそれぞれ乾電池
収納部の表示通りに入れてください。

③ 裏ぶたを元通りにしてください。

乾電池についてのご注意
● リモコンの使用回数にもよりますが、
乾電池は約1年毎に新しいものと交換
してください。

● 1年経っていなくてもリモコンを本機の
近くで操作して本機が動作しないとき
は、新しい乾電池と交換してください。
（付属の乾電池は動作確認用です。早目
に新しい乾電池と交換してください。）

● 乾電池を入れるときは、リモコンの乾
電池収納部の表示通りに<側・>側を
合わせて正しく入れてください。

● 破損・液漏れの恐れがありますので、
● 新しい乾電池と使用した乾電池を混
ぜて使用しないでください。

● 違う種類の乾電池を混ぜて使用しな
いでください。

● 乾電池をショートさせたり、分解や
加熱、または火に投入したりしない
でください。

● リモコンを長時間使用しないときは、
乾電池を取り出してください。

● 万一、乾電池の液漏れがおこったとき
は、乾電池収納部内についた液をよく
拭き取ってから新しい乾電池を入れて
ください。

● 乾電池を交換するときはあらかじめ交
換用の乾電池を用意し、できるだけ速
やかに交換してください。

リモコンの乾電池の入れかた リモコンの使いかた

● リモコンは図のようにリモコン受光部に向けてご使用ください。
● 直線距離では約7m離れたところまで使用できますが、障害物があったり、リモコン受光
部に向いていないと受信距離は短くなります。

● リモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。

約7m

30゜

ご注意
● リモコン受光部に直射日光や照明器具
の強い光が当たっているとリモコンが
動作しにくくなります。

● 本機とリモコンの操作ボタンを同時に
押さないでください。誤動作の原因と
なります。

30゜

電源コードの接続のしかた

電源コンセント
AC 100V 50/60Hz

ご注意
● 電源プラグはしっかり差し込んでください。
不完全な差し込みは、雑音発生の原因となります。

● 電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込むときは、
約5秒間経過してから差し込んでください。

時計機能を内蔵しているため、本機の
電源コードは常時通電されている壁の
電源コンセントに接続してください。

DSW-S301

1
電源コード

2



19

r簡単セットアップと操作のしかたq r簡単セットアップと操作のしかたq

VOLUMEON/STANDBY

5 12

VOLUME

ON/STANDBY

MUTE

1

2

DVDディスクの再生のしかた

● ディスク情報面に手が触れないように持ち、レーベル面を
上にして入れてください。

● ディスクホルダーが完全に開いた状態でディスクを載せて
ください。

ディスクホルダー

4 55 ボタンを押して、DVDディスクをディスクホ
ルダーにセットする。

5 5ボタンを押す。

※ 1 ボタンを押すとディスクホルダーが閉じて自動的に
再生を始めます。

6 11ボタンを押す。

7 音量を調節する。

音量がディスプレイに
表示されます。

（本体） （リモコン）

● ボタン操作中、テレビ画面に が表示されたときは本機
またはディスクがその操作を禁止しています。

● テレビ画面にメニューが出ている間は、ディスクは回り続
けています。

メモ

ご注意
● 万一指などを挟んだ場合は、慌てずに5ボタンを押し、
ディスクホルダーを開けてください。

● ディスクホルダーに異物を入れないでください。
故障の原因になります。

● ディスクホルダーを手で押し込まないでください。
故障の原因になります。

1 すべての接続が正しいか確認する。

2 テレビの電源を入れて、本機の映像を見ること
ができるようにテレビの入力を切り替える。

3 本機の ON/STANDBY スイッチを押す。
● 電源表示が青色に点灯して電源が入り、ディスプレ
イが点灯します。

※ ON/STANDBY スイッチを押してから音声が出力される
まで数秒間かかります。これは、電源ON/OFF時の雑
音を防止するミューティング回路が内蔵されているた
めです。ミューティング動作中は電源表示が青色に点
滅します。
もう一度 ON/STANDBY スイッチを押してスタンバイ
状態にすると電源表示は赤色になります。タイマー動
作を設定している場合はオレンジ色になります。

■ 一時的に音を消すには（ミューティング）

MUTE ボタンを押す。

■ 再生を停止するには

再生中に 2ボタンを押す。

■ 本機の電源を切るには

ON/STANDBY スイッチを押す。

※ 解除するためには、再度 MUTE ボタンを押すか、本体
の VOLUME つまみまたはリモコンの VOLUME ボタン
を押してください。
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電源コンセントから電源コードを外した後で、他の機器を接続してください。
下図に示す接続コード（別売り）を使用して、他の機器を接続してください。

ご注意
● すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセント
に差し込まないでください。

● 接続の際は、各機器の取扱説明書も合わせてご覧くだ
さい。

● 左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、RとR
を接続してください。

● 接続コードと電源コードを一緒に束ねたり、電源トラ
ンスなど他の電気製品の近くに接続ケーブルを設置す
ると、ハムや雑音の原因となることがあります。

他の機器との接続のしかた

接続コードの表示

アナログ端子（ステレオ）A

R

L

R

L

（オレンジ）

2ピンプラグコード

同軸デジタル端子（Coaxial)B

75Ωピンプラグコード

光デジタル端子（Optical)C

光伝送コード

映像端子D

映像用75Ωピンプラグコード

S映像端子E

S端子用接続コード

(黄)

(音声信号)

(映像信号)

(白)

(赤)

色差映像端子F

映像用75Ω 3ピンプラグコード

(Y)

(PB/CB)

(PR/CR)

(緑)

(青)

(赤)

入力 出力 出力 入力

入力 出力 出力 入力 HDMI端子H

HDMIケーブル

D2端子G

D端子用接続ケーブル

ビデオコンバージョン機能について

● 本機は映像信号のコンバージョン機能を装備しています。
このため、再生機器と本機の映像入力端子との接続方法に
関わらず、本機の映像出力端子とモニター（テレビ）間の
接続方法については、より高品位な接続方法のケーブルを
1本接続するだけで視聴できます。

● 映像信号の接続方法については、一般的に
① S映像端子
②映像端子（黄）

の順で高品位な再生をおこなうことができます。

映像端子 

S映像端子 

映像端子 

S映像端子 本機内部での
映像信号の流れ

本機の映像入力端子 本機の映像出力端子
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BS/CSデジタルチューナーやビデオデッキの接続のしかた

接続する機器にデジタル音声出力端子（COAXIAL OUT）がある場合はADV-S301のAUX1
またはAUX2のデジタル音声入力端子（COAXIAL IN）に接続してください。

BS/CSデジタルチューナー/ 
ケーブルテレビチューナー/ 

ビデオデッキ 

R

L
AUDIO OUT

COAXIAL
OUT

S VIDEO
OUT

VIDEO
OUT

R

L

R

L

B

E

D

A

● 複数の映像入力信号がある場合（S映像端子と映像端子（黄）の両方に映像信号を入力し
た場合）は①S映像端子、②映像端子（黄）の順で自動的に選択してADV-S301の映像出
力端子から映像信号が出力されます。

メモ

音声入出力信号はADV-S301のAUX3の音声入出力端子に接続してください。

カセットデッキやMD/CDレコーダーの接続のしかた

カセットデッキ/ 
MDレコーダー/ 
CDレコーダー 

R

L

AUDIO OUT

R

L

AUDIO IN

OPTICAL
IN

R

L

R

L

R

L

R

L

A

A

C
OPTICAL

OUT

C

● 映像信号をカラー（C）信号と輝度（Y）信号に分離してテレビに伝えるため、より鮮明
な画像が得られます。

● S映像入力端子付きテレビには、S端子用接続コード（市販）で接続することをおすすめ
します。

映像端子（黄）よりよい映像の接続のしかた

モニター/テレビ 

S VIDEO
IN

E

ご注意
● 本機を通して録画するときは再生機器のケーブルの種類と本機の映像出力端子に接続
するケーブルの種類を同じにしてください。

DVDレコーダーなどの二重音声出力について
● 二重音声の情報を持ったAACソースおよびドルビーデジタルソースについては、『音声
設定』の『二重音声出力設定』（ 59ページ）に従って出力されます。

● PCMソース、アナログソースおよび二重音声の情報を持たないAACとドルビーデジタ
ルソースの入力に対して、本機は主音声と副音声のどちらかを選択して音声出力する
機能がありませんので、その場合はアナログ音声出力を使用し、出力機器側のアナロ
グ音声出力設定で主音声と副音声を切り替えてください。出力機器側の主音声と副音
声の切り替えについては出力機器側（DVDレコーダーなどの）取扱説明書をご覧くだ
さい。
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HDMI（High-Definition Multimedia Interface）端子のある機器と1本のケーブル（市販）で
接続するだけで、DVDビデオなどのデジタル映像とDVDビデオやDVDオーディオのマルチ
チャンネル音声のデジタル伝送をおこなうことができます。
DVDビデオおよびDVDオーディオの映像のみHDMI機器に対して出力します。

HDMI端子付き機器の接続のしかた

モニター/テレビ 

H

HDMI/PROGRESSIVE/INTERLACED

■ HDMI映像出力の設定
ADV-S301のHDMI OUT端子から出力される
信号のカラー形式を『映像設定』の『HDMI
選択』で『Y Cb Cr』または『RGB』に設定
します（ 55ページ）。

■ 解像度の設定
リモコンの HDMI ボタンを押して、ADV-
S301のHDMI OUT端子から出力される信号
の解像度を接続しているモニターが対応し
ている解像度に合わせます。
ボタンを押すたびに下記のように切り替わ
ります。

1080i720P480P/576P AUTO

● ご使用になるテレビの映像方式を『映像設定』の『TVタイプ』で設定してください
（ 56ページ）。

メモ

S映像端子よりよい映像の接続のしかた

COMPONENT VIDEO IN

Y

PB/CB

PR/CR

モニター/テレビ 

DF

● DVDに記録されたY信号、PB/CB信号、PR/CR信号がそのまま出力されるため、色をより
忠実に再現します。

● テレビやモニターによって色差映像入力端子の表示が異なります（PR、PB、Y/R-Y、B-Y、
Y/CR、CB、Yなど）。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をよくお読みください。

■ HDMI音声出力の設定
ADV-S301のHDMI OUT端子から音声を出力
するかどうか『映像設定』の『HDMIオーデ
ィオ出力』で設定します（ 56ページ）。

■ インターレース映像と
プログレッシブ映像の切り替えかた

ADV-S301のリアパネルにある
HDMI/PROGRESSIVE/INTERLACED スイッチ
で、接続したモニターに応じて設定します。

PROGRESSIVE：
映像を画面に映し出す際、走査線を奇数段
および偶数段を同時に映し出す方式です。
インターレースに比べて画面のちらつきが
少ない方式です。
プログレッシブ方式のモニターを接続した
ときに選択します。

INTERLACED：
映像を画面に映し出す際、走査線を奇数段
および偶数段と交互に映し出す方式です。
インターレース方式のモニターを接続した
ときに選択します。

HDMI：
HDMI対応モニターを接続したときに選択
します。

HDMI/PROGRESSIVE/INTERLACED

D2 VIDEO IN

モニター/テレビ 

G

■ HDMIの映像に切り替えるにはADV-S301のリアパネルにある
HDMI/PROGRESSIVE/INTERLACED スイッチで、『HDMI』に切
り替えます。なお、スイッチを切り替える前には必ず、電源を
切ってからおこなってください。

■ テレビに色差映像入力端子が装備されている場合

■ テレビにD入力端子が装備されている場合
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● 本機はDVDオーディオの音声信号が伝送可能なHigh-Definition Multimedia Interface
specification Version 1.1に対応しています。

● マルチチャンネルソースを再生した場合、音声出力は2チャンネルにダウンミックスして
出力されます。また、サンプリング周波数は48kHzにダウンサンプリングされます。

● スーパーオーディオCDのマルチ/ステレオチャンネルエリアの音声は出力されません。
もし、スーパーオーディオCDがハイブリッド・ディスクの場合にはCDレイヤーの音声信
号のみ出力されます。

● CPPMで著作権保護されたDVDオーディオディスクを再生する場合は、対応したプレーヤ
ーをご使用ください。

● HDCPに対応していない機器をご使用の場合には、映像が正常に出力されません。
● 本機との接続にはHDMIの認証を受けたTYPE-Ａのケーブルを使用してください。
安定した伝送のために5m以下のケーブルを推奨します。

● 市販のHDMI-DVI変換ケーブルを使用してモニターに接続する場合は、音声信号は出力さ
れません。

● DVI-D対応モニターに接続した場合は、出力される信号のカラー形式が自動で『RGB』出
力に切り替わります。

● HDMI-DVI変換アダプターを使用した場合、接続したケーブルとの接触不良などにより、
正常に映像が出力されない場合があります。

メモ

著作権保護システム

HDMI接続を通してDVDビデオやDVDオーディオのデジタル映像と音声を再生するにはプ
レーヤーとモニターの双方がHDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System)
と呼ばれる著作権保護システムに対応している必要があります。HDCPはデータの暗号化
と相手機器の認証からなるコピープロテクション技術です。
本機はHDCPに対応しています。お手持ちのモニターについては取扱説明書をご覧ください。

75Ω同軸
ケーブル

FM用屋外アンテナ

AM用ループアンテナ
（付属）

AM用屋外アンテナ
（10～12mの長さのビニール電線）

大地アース

アンテナ
アダプター
（市販）

白黒

付属のアンテナで放送がきれいに聞こえないときは、必要な放送用の屋外アンテナを使用し
てください。

アンテナの接続

■ 屋外アンテナを立てる場所について
放送局の送信アンテナがある方向に立てます。
● ビルや山のかげなどでは、最も良く受信できるところに立てて方向を変えてください。
● 送電線の下には立てないでください。送電線がアンテナに触れると大変危険です。
● 自動車や電車の雑音が入らないよう、道路や線路から離れたところへ立ててください。
● 落雷の恐れがありますので、あまり高いところには立てないでください。

300Ωフィーダー線

ご注意
● FM用屋外アンテナを取り付ける場合は、75Ω同軸ケーブルまたは300Ωフィーダー線
のどちらか1本だけを接続してください。付属のFM用屋内アンテナは外してください。

● AM用屋外アンテナを取り付ける場合でも、付属のAM用ループアンテナは、必ず接続
しておいてください。

● 本機のアース端子（ ）はAM用ループアンテナのアースで、安全アースではありま
せん。

● ガス管に接続して大地アースをとるのは大変危険ですのでおやめください。
● アンテナプラグは、本機のアンテナ端子に合った市販のものを使用してください。
● 75Ω同軸ケーブルおよび300Ωフィーダー線のアンテナプラグへの接続は、アンテナ
プラグの取扱説明書に従ってください。
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① 付属の六角レンチを＋側コネクタ側面の穴
（矢印 A）に挿入します。

② 六角レンチを矢印Bの方向に回し、コードの
固定をゆるめます。

③ コードを完全に抜き取ります（矢印C）。
切れた芯線がコネクタ内に残らないように
注意してください。

④ コード（芯線銅色）の被覆をむき、芯線を
よじるか端末処理をして矢印Dの方向に挿入
します。

⑤ 六角レンチを矢印Eの方向に回し、コードが
抜けないように確実に固定します。

C

D

あなたのお好みのスピーカーコードに交換したい場合には、以下の手順でおこなってください。
ここでは、＋側のコードをコネクタに装着するしかたを説明しす。－側のケーブルも同じ手
順でおこなってください。

A

B

スピーカーコードの変えかた

● 極性を間違えると、位相が変わったり
低音域のない不自然な再生音になって
しまいます。

メモ

12V TRIGGER IN端子を持つ機器と接続します。この端子から12VのDC電圧を出力します。
DC12VのON/OFFは本機の電源に対して連動させることができます。

トリガー出力端子の接続のしかた

E
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ディスクの再生のしかた

3 ENTER ボタンを押す。
● 再生が始まります。
● 1ボタンを押しても再生は始まります。

1 再生中にMENU/GUIDE ボタンを押す。
● DVDメニュー画面が表示されます。

※ ディスクによっても異なりますが、DVD再生中は TOP
MENU ボタンを押すとメニュー画面に戻すことができ
ます。

※ ビデオCD再生中は RETURN ボタンを押すとメニュー
画面に戻すことができます。

2 CURSOR または NUMBER ボタンを押して項目
を選ぶ。
● NUMBER ボタンで選んだときは操作 3 は不要です。

3 ENTER ボタンを押す。
● 次々とメニューを表示するときは、操作 2 と 3 を
くり返します。

1ボタンを押す。
● ディスクのチャプターまたはトラックの最初から再生し
ます。

■ DVDメニューの使いかた
DVDによっては、DVDメニューと呼ばれる特別なメニュー
が用意されているものがあります。
例えば、複雑な内容で編集されたDVDではガイドメニューが
用意されていたり、多言語で収録されたDVDでは音声や字幕
の言語メニューが用意されていたりします。これらのメニュ
ーを『DVDメニュー』と呼びます。
本書では、DVDメニューの一般的な操作方法を紹介します。

■ トップメニューの使いかた
複数のタイトルが入っているDVDはトップメニューからお好
みのタイトルを選び、再生することができます。

基本操作のしかた

1

CURSORENTER

NUMBER

TOP MENU

MENU/GUIDE
CURSOR

ENTER

1

RETURN

再生のしかた

1 再生中に TOP MENU ボタンを押す。
● トップメニュー画面が表示されます。

【例】

りんご

みかん

もも

バナナ

イチゴ

パイナップル

TOP MENU

【例】『みかん』を選んだ場合

りんご

みかん

もも

バナナ

イチゴ

パイナップル

TOP MENU

みかん

【例】

2 CURSOR または NUMBER ボタンを押してお好
みのタイトルを選ぶ。
● NUMBER ボタンで選んだときは操作 3 は不要です。
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1 再生中に AUDIO ボタンを押す。
● 現在再生中の音声番号が表示されます。

2 CURSOR • または ª ボタンを押してお好みの
言語を選ぶ。

■ 音声言語の切り替えかた（マルチ音声機能）
複数の音声言語が記録されているDVDは、再生中に音声言語
を切り替えることができます。

● ディスクによっては再生中に音声言語または字幕言語を切
り替えられない場合があります。この場合には『言語設定』
の『音声言語』または『字幕言語』で選んでください
（ 53ページ）。

● 電源投入時およびディスク交換時は、『言語設定』の『音
声言語』または『字幕言語』で設定されている言語になり
ます（ 53ページ）。

メモ

1 再生中に SUBTITLE ボタンを押す。
● 現在再生中の字幕番号が表示されます。

2 CURSOR • または ª ボタンを押してお好みの
言語を選ぶ。

■ 字幕言語の切り替えかた（マルチ字幕機能）
複数の字幕言語が記録されているDVDは、再生中に字幕言語
を切り替えることができます。

1 再生中に ANGLE ボタンを押す。
● 現在再生中のアングル番号が表示されます。

2 CURSOR • または ª ボタンを押してお好みの
アングルを選ぶ。
● ANGLE ボタンを押すと表示が消えます。

■ アングル（角度）の切り替えかた
（マルチアングル機能）

複数のアングルが記録されているDVDは、再生中にアングル
を切り替えることができます。

※ AUDIO ボタンを押すと表示が消えます。

※ SUBTITLE ボタンを押すと表示が消えます。

再生中に 3ボタンを押す。
※ 1ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

静止（一時停止）のしかた

1/ 3
2 8, 9

CURSOR

ANGLE
SUBTITLE

8, 9

AUDIO

NUMBER

SEARCH MODE

8, 9

3

CURSOR

1

2

6, 7
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再生中に6または7ボタンを押す。
● 押すたびに、早送り/早戻しが速くなります。
（DVDおよびビデオCDは7段階、CDは4段階）

6：戻し方向
7：送り方向

※ 1ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

早送り/早戻しのしかた

● ビデオCDのメニュー再生中、6 または 7 ボタンを
押すとメニュー画面に戻ることがあります。

メモ

● ビデオCDのメニュー再生中、8 または 9 ボタンを
押すとメニュー画面に戻ることがあります。

メモ

再生中に8または9ボタンを押す。
● 押した回数だけチャプター/トラックを飛び越します。
● 戻し方向に1回押すと再生中のチャプター/トラックの先
頭に戻ります。

8：戻し方向（リバース）
9：送り方向（フォワード）

頭出しのしかた

チャプター/ 
トラック 

チャプター/ 
トラック 

チャプター/ 
トラック 

チャプター/ 
トラック 

戻し方向← →送り方向（再生方向） 

再生位置 

1 再生中に SEARCH MODE ボタンを押す。
● ボタンを押すたびに下記のようにモードが切り替
わります。
DVDビデオの場合：タイトル チャプター
DVDオーディオの場合：グループ トラック
スーパーオーディオCD/CD/ビデオCDの場合：

トラック固定

2 NUMBER ボタンを押して再生したいタイトル、
チャプターまたはトラックの番号を入力する。

■ NUMBERボタンで頭出しをする場合

※ SEARCH MODE ボタンを押して決めたサーチモードは、
電源をOFFにするまで記憶しています。

※ DVDオーディオ、DVDビデオおよびビデオCDの中に
はソフト制作者の意図により、本書の説明どおりに動
作しないディスクがあります。

再生中に 2ボタンを押す。
● 再生が停止し、壁紙が表示されます。

再生の止めかた

■ 続き再生メモリー機能について（DVDのみ）
● 再生中に 2ボタンを押すと止めた位置を記憶します。
（このとき、ディスプレイの“1”が点滅します。）
その後 1 ボタンを押すと、止めたところから再生が始ま
ります。

● ディスクホルダーを開けるか、もう一度 2 ボタンを押す
と続き再生メモリー機能は解除されます。

※ 続き再生メモリー機能は、再生中に表示窓に経過時間が
表示されるディスクで働きます。

■ オートパワーOFF機能について
● 停止状態で30分経過すると自動的にADV-S301の電源が
切れ、スタンバイ状態にするDVDオートパワーOFF機能を
搭載しています。

● 工場出荷時は『切』に設定されていますので、動作させる
場合は『特殊設定』の『オートパワーモード』で『入』に
設定してください（ 66ページ）。

静止中にリモコンの 3ボタンを押す。
● 押すたびに、1コマずつ再生します。

※ 1ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

コマ送り再生のしかた
（DVDビデオ/ビデオCDのみ）

静止中に6または7ボタンを押す。
● 押すたびに、スロー再生の速度が速くなります。
（DVDビデオは4段階、ビデオCDは3段階）

6：戻し方向
7：送り方向

※ 1ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

スロー再生のしかた
（DVDビデオ/ビデオCDのみ）

● ビデオCDは逆スロー再生できません。

メモ
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MP3/WMA形式で記録されたCD-R/CD-RW
の再生のしかた

● インターネットのホームページ上には、MP3形式の音楽
ファイルをダウンロードできる様々な音楽配信サイトがあ
ります。そのサイトの指示に従って音楽をダウンロードし、
CD-R/CD-RWに書き込めば、本機で再生することができ
ます。

● 市販の音楽CDに収録された音楽を、パソコン上でMP3エ
ンコーダ（変換ソフト）によりMP3ファイルに変換すれば、
12cm CD1枚が約10分の1のデータ量になります。これを
CD-R/CD-RWに書き込めば約10枚分の音楽CDがたった1
枚のCD-R/CD-RWにMP3ファイルとして書き込むことが
できます。約100曲以上＊の音楽が1枚のCD-R/CD-RWで
楽しめます。
＊約5分の曲を標準的なビットレート128kbpsでMP3ファ
イルに変換し、容量650MBのCD-R/CD-RWに書き込ん
だ場合のおよその値です。

● 本機はWMA（Windows Media Audio）＊形式の音声圧縮
フォーマットで記録されたCD-R/RWの音楽ファイルの再
生ができます。
＊WMA（Windows Media Audio）：
米国マイクロソフト社の新しいオーディオコーデック
です。

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。

● ディスク情報画面のファイル表示で、WMAファイルは
“MP3”アイコンの代わりに“WMA”アイコンが表示さ
れます。（“WMA”アイコンが表示されないファイルは再
生できません。飛ばして次のアイコンのあるファイルを再
生します。）

● あなたが録音したものは個人として楽しむなどのほかは著
作権法上、権利者に無断で使用できません。

1

2

CURSOR

REP 1/ALL
RANDOM

ENTER

NUMBER

DISPLAY

CURSOR

ENTER

1

2

1 MP3またはWMA形式の音楽ファイルを書き込
んだCD-R/CD-RWを本体にセットする。
（ 19ページ）
● ディスク情報画面が表示されます。

※ 複数のフォルダーがある場合は、操作 2 に進みます。
※ ディスクに記録されているフォルダーがない場合は、

操作 3 に進みます。
※ ディスクに記録されているすべてのフォルダーは表示

されますが、階層では表示されません。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して再生した
いフォルダーを選択し、ENTER ボタンを押す。

※ 再生したいフォルダーを変えたいときは
CURSOR •ボタンで画面上の“ROOT”表示を選択し、
ENTER ボタンを押すと操作 1 の画面が表示されますの
で、もう一度フォルダーを選択し直してください。
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3 CURSOR • または ª ボタンを押して再生した
いファイルを選択し、1 ボタンまたはENTER
ボタンを押す。
● 再生が開始します。

※ DISPLAY ボタンを押すと、1曲経過時間（シングルタ
イム）、1曲残り時間（シングルリメイン）、トラック
名、タイトル名およびアーティスト名を切り替え表示
することができます。

1 2ボタンを押す。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して再生した
いファイルを選択し直す。

■ 再生したいファイルを変えるには

1 停止中に RANDOM ボタンを押す。

2 1ボタンまたはENTER ボタンを押す。

■ ランダム再生をするには

再生中に REP 1/ALL ボタンを押す。
● ボタンを押すたびに下記のようにモードが切り替わり
ます。

■ リピート再生をするには

1 2ボタンを押す。

2 CURSOR •ボタンで画面右上の“ROOT”表示
を選択し、ENTER ボタンを押す。

■ 最初のディスク情報画面に戻すには

フォルダ フォルダリピート シングルリピート 

● MP3/WMAのディスクではプログラム再生はできません。
● 著作権保護されたWMAファイルは再生できません。また、
書き込みソフトや状態により再生できない場合や正しく表
示されない場合があります。

● NUMBER ボタンでのダイレクト選曲は1フォルダー当り、
999トラック（999ファイル）まで指定可能です。999ト
ラックを超える場合は停止中にディスク情報画面で
CURSOR ボタンでファイルを選択して、1 ボタンまたは
ENTER ボタンで再生します。

● 停止中、DISPLAY ボタンでタイトル名とアーティスト名を
切り替えて表示することができます。（1フォルダーあたり
99ファイルまで）

● MP3ファイルを再生したときのデジタル出力は、初期設定
の音声設定が『ノーマル』『PCM変換』に関わらずMP3を
PCMに変換して出力します。また、記録されている音楽
ソースのサンプリング周波数で出力します。

● 1フォルダーあたり99ファイル以内で記録されたディスク
をおすすめします。複数のフォルダー構成が可能ですが、
構成によりすべてのフォルダーやファイルが認識、再生で
きない場合があります。

● MP3/WMAファイルの再生順序は、CD-R/CD-RW書き込
み時にライティングソフトがフォルダー位置やファイル位
置を並び替える可能性があるため、任意の再生順序とは異
なる場合があります。

● MP3/WMAファイルをCD-R/CD-RWに書き込む場合、ラ
イティングソフトのフォーマットは『ISO9660レベル1』
を選択してください。他のフォーマットで記録された場合、
正常に再生または表示できないことがあります。ライティ
ングソフトによっては『ISO9660』フォーマットで記録で
きないものもあります。詳しくは、ご使用のライティング
ソフトの説明書をご覧ください。
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● 本機で対応しているMP3の規格は『MPEG-1 Audio Layer-
3』（サンプリング周波数fsは32、44.1または48kHz）で
す。それ以外の『MPEG-2 Audio Layer-3』、『MPEG-2.5
Audio Layer-3』、『MP1』、『MP2』などには対応していま
せん。

● 一般にMP3ファイルはビットレートが高いほど音質が良く
なります。本機では128kbps以上のビットレートで記録さ
れたMP3のディスクのご使用をおすすめします。

● ビットレートはMP3は32～320kbps、WMAは64k～
160kbpsで記録されたファイルに対応しています。

● マルチセッションディスクやファイナライズしていない
CD-R/CD-RWも再生可能ですが、10セッション以内でセ
ッションクローズまたはファイナライズしたディスクを再
生することをおすすめします。
WMAのサンプリング周波数fsは32、44.1または48kHzで
記録されたファイルに対応しています。

● 本機はフォルダーネームとファイルネームをタイトルのよ
うに表示することが可能です。半角の英数大文字と＿（ア
ンダースコア）を31文字まで表示できます。また、漢字・
ひらがな・カタカナ・その他の記号で記録されたフォルダ
ーネームとファイルネームは表示されません。

● MP3ファイルには必ず拡張子『.MP3』または『.mp3』を
付けてください。
WMAファイルには必ず拡張子『.WMA』または『.wma』
を付けてください。
『.MP3/.mp3』や『.WMA/.wma』以外の拡張子を付けた場
合や拡張子を付けなかった場合はファイルを再生すること
はできません。（マッキントッシュのパソコンの場合、半
角英数大文字小文字63文字以内のファイルネームの最後に
拡張子『.MP3/.mp3』や『.WMA/.wma』を付けてCD-
R/CD-RWに記録することにより、MP3やWMAファイル
の再生が可能です。）

● ディスクの特性、汚れ、傷などによってCD-R/CD-RWが
再生できない場合があります。

● CD-R/CD-RWのレーベル面や記録面にシールやテープな
どを貼らないでください。のりなどがディスク表面に付着
すると、本機の内部にディスクが残り、取り出せなくなる
恐れがあります。

● MP3 ID3-Tag（Ver.1およびVer.2）に対応しています。
● WMA METAタグに対応しています。
● パケットライトソフトには対応していません。
● プレイリストには対応していません。
● MP3 PROには対応していません。
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静止画ファイル（JPEG方式）の再生のしかた

ピクチャーCDおよびCD-R/CD-RWに記録したJPEGファイ
ルを、本機でスライドショーのように再生して楽しむことが
できます。

■ ピクチャーCDの再生のしかた
本機はKODAK＊社が扱っているピクチャーCDを再生するこ
とができます。これらのCDを再生することで、写真の画像
をテレビで楽しむことができます。
（ピクチャーCDは従来の銀塩フィルムカメラで撮った写真を
デジタルデータに変換してCDに書き込むサービスです。
ピクチャーCDに関する詳細は、コダック（株）の現像サー
ビスを取り扱っている店頭にお問い合わせください。）
＊“KODAK”はイーストマン・コダック社の登録商標です。

ピクチャーCDを本体にセットする。
● 本体にディスクが装着されると自動的に静止画の再生を
はじめます。

※ 2ボタンを押すと再生は停止します。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して再生した
いフォルダーを選択し、ENTER ボタンを押す。

※ 再生したいフォルダーを変えたいときは
CURSOR •ボタンで画面上の“ROOT”表示を選択し、
ENTER ボタンを押すと操作 1 の画面が表示されますの
で、もう一度フォルダーを選択し直してください。

1/ 3
2 8, 9

CURSOR
ZOOM
SEARCH MODE

ENTER

CURSOR

8, 9

ENTER

1

2

SLOW/SEARCH
6, 7

■ CD-R/CD-RWに記録した静止画の再生のしかた

1 静止画を記録したCD-R/CD-RWを本体にセッ
トする。
● ディスク情報画面が表示されます。

※ 複数のフォルダーがある場合は、操作 2 に進みます。
※ ディスクに記録されているフォルダーがない場合は、

操作 3 に進みます。

3 CURSOR • または ª ボタンを押して再生した
い静止画ファイルを選択し、1 ボタンまたは
ENTER ボタンを押す。
● 再生が開始します。

※ 選択したすべての静止画ファイルの再生が終わると、
再びディスク情報画面が表示されます。
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1 2ボタンを押す。
● 最大9つの静止画を一度に表示します。

2 CURSOR •、ª、0または1ボタンを押して再
生したい静止画を選択し、ENTER ボタンを押す。

■ 記録されている静止画を一度に表示するには

3ボタンを押す。
※ 1ボタンを押すと再度再生します。

■ 再生を一時停止するには

再生中に8または9ボタンを押す。
● 8：1つ前の静止画を表示
● 9：次の静止画を表示

■ 再生する静止画の頭出しをするには

再生中または一時停止中に CURSOR •、ª、0また
は1ボタンを押す。
● •：再生している静止画を上下反転
● ª：再生している静止画を左右反転
● 0：再生している静止画を反時計方向に90°回転
● 1：再生している静止画を時計方向に90°回転

■ 静止画の向きを変えるには

再生中に ZOOM ボタンを押し、6 または 7

ボタンを押す。
● 6：画像を縮小
● 7：画像を拡大

※ CURSOR •、ª、0または1ボタンでズーム画面を移
動させることができます。

※ ズームモードでの連続再生（スライドショー）はでき
ません。

■ 画像をズーム再生するには

SEARCH MODE ボタンを押す。
● モードは『スライドショーモード1～11』/『RAND
（ランダム）』/『OFF（特殊切り替えモードなし）』から
選択できます。

■ スライドショーモードを選択するには

1 CURSOR 0 または 1 ボタンを押して再生モー
ドを選択する。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して特殊再生
を選択する。

■ MP3/WMA/JPEGファイルの特殊再生について

フォルダー：
選択したファイルから再生を始め、そのフォルダー内の
MP3、WMAおよびJPEGファイルを順次再生します。

フォルダーリピート：
選択したファイルから再生を始め、そのフォルダー内の
すべてのMP3、WMAおよびJPEGファイルをくり返し再
生します。

ディスク：
選択したファイルから再生を始め、ディスク内のすべて
のMP3、WMAおよびJPEGファイルを順次再生します。

ディスクリピート：
選択したファイルから再生を始め、ディスク内のすべての
MP3、WMAおよびJPEGファイルをくり返し再生します。

ランダムオン：
選択したファイルから再生を始め、そのフォルダー内の
すべてのMP3、WMAおよびJPEGファイルを順不同に再
生します。

トラックリピート：
選択したMP3、WMAまたはJPEGファイルをくり返し再
生します。

● 本機はJPEG形式で記録された画像データに対応していま
すが、すべてのJPEG形式の画像データの再生を保証する
ものではありません。

● 解像度が2048×1536pixelまで表示できます。
● JPEGファイルをCD-R/CD-RWに書き込む場合、ライティ
ングソフトのフォーマットは『ISO9660レベル1』でおこ
なってください。

● JPEGファイルには必ず拡張子『.JPG』または『.JPE』を
付けてください。『.JPG』または『.JPE』以外の拡張子を
付けた場合や拡張子を付けなかった場合はファイルを再生
できません。（マッキントッシュのパソコンで書き込まれ
たJPEGファイルは再生できません。）

● 音楽CD（CDＡ形式）、MP3、WMAおよびJPEG以外のフ
ァイルが書き込まれたCD-R/CD-RWは再生しないでくだ
さい。ファイルの種類によっては誤動作および故障の原因
になります。

● ディスク特性、汚れ、傷などによってCD-R/CD-RWが再
生できない場合があります。

● CD/CD-R/RWのレーベル面や記録面にシールやテープな
どを貼らないでください。のりなどがディスク表面に付着
すると、本機の内部にディスクが残り、取り出せなくなる
恐れがあります。

メモ
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ラジオ放送の聞きかた

1 ファンクションを“TUNER”にする。

（本体） （リモコン）

3 受信周波数を調節する。
● 受信すると、“TUNED”表示が点灯します。

2 本体の BAND ボタンを押して“FM AUTO”、
“FM MONO”または“AM”を選択する。

※ リモコンの場合は BAND ボタンを押して“FM”また
は“AM”を選択してから、MODE ボタンを押して
“FM AUTO”または“FM MONO”を選択します。

1FUNCTION
BAND + ,  –

CURSOR
SEARCH MODE

CLEAR

ENTER

MODE
MEMO

NUMBER

TUNING +, –

CURSOR

TUNER

ENTER

1

BAND

SLOW/SEARCH

選局のしかた

（本体） （リモコン）

● AM放送受信中に近くでテレビなどを使用すると、“ピー”
という雑音が入る場合があります。このような場合は、本
機をテレビなどからできるだけ離して設置してください。

メモ

■ FMステレオ受信について
● 受信モードが『AUTO』のときにステレオ放送を受信する
と、“ST”表示が点灯してステレオ受信になります。

● アンテナ入力レベルが低く、ステレオ受信が困難なときは、
受信モードを『MONO』にしてモノラル受信にすると聞き
やすくなります。受信モードは最後に設定した状態を保持
します。

■ チューニングモードとプリセットモードについて
● 本体の + と – ボタンは受信周波数を合わせるチューニング
モードと、プリセットされた放送局を選ぶプリセットモー
ドの切り替え式になっています。

● 工場出荷時はチューニングモードに設定されています。
プリセットモードに切り替えるときは、BAND ボタンを押
しながら+ ボタンを押します。
（“PRESET”表示が約5秒間点滅します。）

● チューニングモードに切り替えるときは、BAND ボタンを
押しながら – ボタンを押します。
（“TUNING”表示が約5秒間点滅します。）

■ オートチューニングについて
● 本体の + または – ボタン（またはリモコンの

SLOW/SEARCH ボタン）を1回押すごとに受信周波数が変
化します。

● 本体の + または – ボタン（またはリモコンの
SLOW/SEARCH ボタン）を1秒以上押し続けると手を離し
ても変化を続け、放送を受信すると自動的に停止します。
なお、アンテナ入力レベルが弱い（“TUNED”表示が点灯
しない）場合は自動的に停止しません。

● オートチューニングを止めるときは、本体の + または – ボ
タン（またはリモコンの SLOW/SEARCH ボタン）を1回
（1秒以下）押してください。

● リモコンの CURSOR 0 または 1 ボタンは、本体またはリ
モコンの + または – ボタンと同じ働きをします。

メモ
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1 ファンクションを“TUNER”にしてから 1 ボ
タンを2秒以上押す。
●“AUTO PRESET?”と“－：NO/＋：START”
を交互に表示します。

2 +ボタンを押して“START”を選択する。
● サーチ中は“SEARCH”表示が点滅し、サーチが
終了すると“COMPLETED”が表示されます。

※ – ボタンを押すとキャンセルされます。

オートプリセットのしかた（本体のみ）

FM放送局を自動的にサーチしてプリセット1番～60番に記
録できます。

● アンテナ入力レベルの低い電波の放送局はオートプリセット
できません。このような場合にはマニュアルチューニング
（ 32ページ）で受信し、「受信した放送局のプリセット
のしかた」（ 33ページ）に従い、操作してください。

メモ

プリセットされた番号を選択する。

※ 本体の + と – ボタンはプリセットモードにした場合選
択できます（ 32ページ）。

※ NUMBER ボタンを押しても選択できます。

プリセットされた放送の聞きかた

（本体） （リモコン）

受信した放送局のプリセットのしかた・
放送局の名前の付けかた（リモコンのみ）

● FM/AM合わせて最大60局プリセットできます。
● プリセットした放送局に8桁までの名前を付けることがで
きます。（入力可能文字は英数記号）

● 付属のリモコンを使用してプリセットしてください。

1 プリセットしたい放送を受信する。

2 MEMO ボタンを続けて2回押す。
● ネーム入力モードになります。

P0- FM  2.50M

P0-  _

3 CURSOR •またはªボタンを押して文字を選択
し、ENTER ボタンを押して1文字ずつ入力する。

※ CURSOR 1 ボタンを押すと選択された文字を確定して
カーソルが次の文字に移り、次の文字の入力待ち状態
になります。

※ CURSOR 0 ボタン押すとカーソルを戻すことができま
す。入力文字を修正するときに使用してください。

4 ENTER ボタンを押して入力した放送局名を確定
する。
● プリセット番号表示“P0－”が点滅します。

5 CURSOR •またはªボタンを押してプリセット
番号を選択し、ENTER ボタンを押して確定する。
● プリセット番号、バンドおよび受信周波数を表示
したのち、ステーションネーム表示になります。

P0-  FM-DENON

P0-  F

P0-  F_

※ NUMBER ボタンを押して直接プリセット番号を入力し
確定することもできます。

P03 FM-92.50M

P03  FM-DENON

● 途中で止めたいときは、操作 4 で ENTER ボタンを押す前
に MODE ボタンを押してください。入力内容がすべて消
去されます。

● 記憶されている放送局名を消去するときは、その放送局を
呼び出し、操作 2 でネーム入力モードに入り、CLEAR ボ
タンを押してください。放送局名は消去され、プリセット
チャンネル周波数表示になります。

● プリセットのみをおこなうときは、放送受信中に MEMO
ボタンを1回押すと、プリセット番号表示“P0－”が点滅
してプリセット番号入力モードになります。CURSOR •ま
たは ª ボタンを押してプリセット番号を選択し、ENTER
ボタンを押すと放送局が選択した番号にメモリーされま
す。( NUMBER ボタンを押して直接プリセット番号を入力
し、確定することもできます。）

メモ
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iPod®の再生のしかたFUNCTION

ON/STANDBY

CURSOR

REP 1/ALL
RANDOM

8, 9

ENTER

8, 9

3

CURSOR

ENTER

MENU/GUIDE

AUX

1

2

6, 7

RETURN

ON/STANDBY

DVD
TUNER

iPodの接続のしかた

本機のiPodコネクタにiPodを接続することで、iPodの音楽
を再生できます。さらに、本機およびリモコンのボタンで
iPodを操作することができます。

iPodは米国およびその他の国々で登録された
Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

iPod

この向きで本機のiPodコネクタへ
接続します。

※ 付属のiPodコードを直接iPodに接続してください。
（iPod Dock経由では接続しないでください。）

※ iPodコードのコネクタ部にあるマークが上になるように
接続してください。

※ iPodの種類またはソフトウェアのバージョンによっては、
機能の一部が動作しない場合があります。

※ 本機は日本語表示に対応しておりません。

1 本機とiPodを付属のiPodコードで接続する。
● iPodの電源が入ります。

2 本体の FUNCTION ボタンまたはリモコンの
AUX ボタンを押して“IN iPod”を選択する。

 IN iPod    

3 テレビの電源を入れて、本機の映像を見ること
ができるようにテレビの入力を切り替える。

iPodの画面

ご注意
● iPodを本機と接続して使用しているときに、iPodのデ
ータが万一消失あるいは損傷した場合、当社は一切責
任を負いかねます。

● 本機では、iPod Dockコネクタポートを装備したiPodに
のみ、本機およびリモコンのボタンでの操作が可能で
す。iPodがiPod Dockコネクタポートを装備していない
場合には、「ポータブルプレーヤーの再生のしかた」
（ 36ページ）を参照してください。この場合、本機
およびリモコンのボタンでの操作はできませんが、
iPodの曲を再生することは可能です。

● 操作 3 の画面が表示されないときは、iPodが正しく接
続されていない可能性があります。再度接続をやり直
してください。

● iPodコネクタからのバッテリーチャージ用出力は最大
8Wです。

テレビの画面

 Browse iPod

本機のディスプレイ
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本機の動作リモコンのボタン iPodのボタン

2 リモコンのボタンとiPodのボタンの対応関係

1 13 再生

2 – 停止

3 13 一時停止

MENU/GUIDE MENU
メニューの呼び出し/
メニューのリターン

8, 9 8, 9 オートサーチ（頭出し）

6, 7 6, 7
マニュアルサーチ
（早戻し、早送り）

•, ª, 0, 1 Click Wheel カーソル上下左右

ENTER Select 設定の確定/再生

RETURN –
Browseモードと
Remoteモードの切り替え

REP 1/ALL – リピート再生

RANDOM – ランダム再生

音楽の聴きかた

1 CURSOR •、ª または ENTER ボタンを押して
曲を一覧表示させる。

2 ENTER ボタンを押す。
● 曲が再生します。

※ DISPLAY ボタンを押すとADV-S301のディスプレイの
表示を切り替えることができます。
ボタンを押すたびに下記のように表示が切り替わり
ます。

曲名 アーティスト名 アルバム名 

経過時間 残り時間 

● iPodのソフトウェアのバージョンによっては、本機で操作で
きない場合がありますので、最新バージョンのソフトウェア
をご使用ください。
なお、最新バージョンのソフトウェアについての情報は、
アップルコンピュータ株式会社のウェブサイトをご覧くだ
さい。

● Remote iPodモード時はリモコンの 1、2、3、8、
9、6および7ボタンのみ使用できます。

● Browse iPodモード時、トラック再生中にトップメニュー
から“Songs”を選択すると再生は停止します。

● Remote iPodモード時にリモコンの MENU/GUIDE ボタン
を2秒間押すとiPodのバックライトが消えます。（ボタンを
押すタイミングによっては消えない場合もあります。）

● Remote iPodモード時はリモコンの1ボタンは13ボタ
ンとして動作します。
iPod操作時には、iPodの取扱説明書も合わせてご覧くだ
さい。

メモ

静止画像の見かた
（スライドショー機能があるiPodのみ）

1 本機とiPodを接続する。（ 34ページ）

2 RETURN ボタンを押して“Browse iPod”モー
ドから“Remote iPod”モードへ切り替える。

iPodの写真をテレビのモニターで見ることができます。

3 iPodの画面を見ながら CURSOR •または ªボ
タンを押して“Photos”を選択する。

4 ENTER ボタンを押す。
● iPodの写真がテレビのモニターに写し出されます。

● iPodを使ってiPodのスライドショーを楽しむ場合は、
iPodへの充電はおこないません。iPodのスライドショーを
楽しむときは事前に充電してからおこなってください。

メモ

iPodの外しかた

ON/STANDBY スイッチを押して本機の電源をスタ
ンバイ状態にするか、本体の FUNCTION ボタンま
たはリモコンの DVD 、TUNER または AUX ボタン
を押して入力ファンクションをiPod以外に設定する
ことを推奨します。
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その他のソースの再生と録音のしかた

ポータブルプレーヤーの接続のしかた

本機のポータブルジャックにポータブルプレーヤーを接続す
ることで、ポータブルプレーヤーの音楽を再生できます。

本機とポータブルプレーヤーを別売りのステレオミ
ニプラグケーブルで接続する。

ポータブルプレーヤー 

AUDIO LINE
OUT

USBメモリー 

USB

ポータブルプレーヤーの再生のしかた

1 本体の FUNCTION ボタンまたはリモコンの
AUX ボタンを押して“IN Front IN”を選択する。

 IN Front  IN

2 ポータブルプレーヤーを再生する。
● ポータブルプレーヤーの音楽が本機から出力され
ます。

※ ポータブルプレーヤ操作時には、ポータブルプレーヤ
の取扱説明書も合わせてご覧ください。

USB大容量記憶装置（USBメモリー）の
接続のしかた

本機のUSBコネクタにUSBメモリーを接続することで、
MP3、WMAおよびWAVファイルを再生できます。

本機とUSBメモリーを接続する。

● USBメモリーとは、フラッシュメモリー、HDDなどを内
蔵したUSBマスストレージクラスに対応した装置です。

● USBメモリーのフォーマットはFAT16またはFAT32に対
応しています。

● USBメモリーが複数のパーティションに分かれている場合
は、先頭ドライブのみ選択が可能です。

● USBメモリーを取り外すときは、2 ボタンを2秒間押し続
けてから取り外してください。

● iPod shuffleには対応していません。
iPod shuffleを再生する場合には、ポータブルプレーヤー
の接続のしかたを参照してください。

メモ

FUNCTION 2

AUX

2
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USBメモリーでのMP3/WMA/WAVファイル
の再生のしかた

1 本体の FUNCTION ボタンまたはリモコンの
AUX ボタンを押して“IN USB”を選択する。

2 「MP3/WMA形式で記録されたCD-R/CD-RWの
再生のしかた」（ 28ページ）と同じ方法で
操作する。

 IN USB

外部機器でのアナログ録音について

■ 入力ファンクションを『DVD』にした場合

ドルビーデジタル、DTS、AACおよびPCMのデジタル信号
は自動的に2chステレオ音声に変換出力し、アナログ録音す
ることができます。
（ドルビーヘッドホンモードのときは 41ページ）

■ その他の入力ファンクション（アナログ）を選択し
た場合（AUX3は除く）

DVD以外から選択されたアナログ音声信号は本機の入力モー
ドやサラウンドモードに関係なく、変化せずにそのまま出力
されます。

ご注意
● USBメモリーを本機と接続して使用しているときに、
USBメモリーのデータが万一消失あるいは損傷した場
合、当社は一切責任を負いかねます。

● USBメモリーはUSBハブ経由では動作しません。
● すべてのUSBメモリーに対して、動作および電源の供
給を保証するものではありません。

● 本機のUSB端子はパソコンの音源を再生するためのイ
ンターフェースではありません。パソコンのUSB端子
に接続しても、パソコンの音声を出力することはでき
ません。
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入力ファンクションの設定

1 本体の FUNCTION ボタンまたはリモコンの
DVD、TUNER または AUX ボタンを押して再生
したい入力ファンクション選択する。
● ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。

※“iPod”、“USB”および“Portable”は、接続されてい
るときのみ表示され、選択可能になります。

iPodTUNERDVD

AUX1AUX3 AUX2

Portable
(Front IN)

USB

AUX3 AUX2

iPod Portable
(Front IN)

AUX1

USB

本体の FUNCTION ボタンを押したとき

（本体） （リモコン）

リモコの AUX ボタンを押したとき

2 SURROUND ボタン押してサラウンドモードを
選択する。
● ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。

STEREODOLBY VS WIDEDOLBY VS REF.

ROCK ARENAJAZZ CLUB

DIRECT ON OFF

FUNCTION

VOLUME

CURSOR
SURROUND

SURROUND 
PARAMETER

STATUS

CURSOR

AUX

VOLUME

DVD
TUNER

DVS/CINEMA

3 “STEREO”を選択したとき：
SURROUND PARAMETER ボタンを押すと
“DIRECT”モードを選択できる。

CURSOR 0または1ボタンを押して“ON”ま
たは“OFF”を選択する。

4 選択した機器の再生を始める。

※ 操作のしかたは各機器の取扱説明書をご覧ください。

5 音量を調節する。

（本体） （リモコン）

※ 音量はー60～0～＋18dBの範囲で調節できます。
ただし、入力信号、サラウンドモード、スピーカー設
定およびチャンネルレベルの設定によっては、音量
が＋18dBまで調節できない場合があります。

音量がディスプレイに
表示されます。

■ サラウンドパラメーター ①

DIRECT：
● ON：
アナログ入力信号をDSP処理せずに再生します。
この場合、『セットアップ』の『ディレー時間』（
61ページ）は反映されません。

● OFF：
アナログ入力信号をDSP処理してデジタル変換します。

※ DIRECTモードはアナログ入力のSTEREOモードで動作
します。

STATUS ボタンを押す。
※ ボタンを押すたびに現在のプログラムソースやサラウ

ンドの各種設定がディスプレイに表示されます。

■ 再生しているプログラムソース、各種設定などを確
認するには
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CDソースの再生をおこなう場合の入力モード
●『オート』モードにしてライブ録音などのCDを再生し
た場合、再生の初めの音声が若干途切れる場合があり
ます。このような場合は、『PCM』モード（ 57ペ
ージ）で再生してください。

DTSソースの再生をおこなう場合の入力モード
● DTS対応のCDを『PCM』モードで再生してもDTS再生
できないため、ノイズが出力されます。DTS対応のソ
ースを再生する場合は、必ず入力モードを『オート』
または『DTS』（ 57ページ）に設定してください。

●『オート』モードでDTSを再生した場合、再生の初めお
よびサーチ中にノイズを発生する場合があります。こ
のような場合は、『DTS』モードで再生してください。

サラウンド機能の操作のしかた

ドルビーデジタル、DTSおよびAACサラウ
ンドの再生（デジタル入力のみ）

適応ソース：デジタル入力
（DVD再生ディスクを含むAUXファンクション）
ドルビーデジタルマルチチャンネルソース
DTSソース
AACマルチチャンネルソース

1 デジタル入力ファンクションを選択する。
（DVD、AUX1、AUX2またはAUX3のデジタル
入力）

（本体） （リモコン）

2 DVS/CINEMA ボタン押してドルビーバーチャル
モードを“DOLBY VS REF”または“DOLBY
VS WIDE”に設定する。
● ドルビーバーチャルスピーカーモード表示
（ ）が点灯します。

DOLBY VS REF.

DOLBY VS WIDE

3 、 マークが付いたプログラムソ
ースまたはAACのプログラムソースを再生する。
● ドルビーデジタルソース再生中は、ドルビーデジ
タル表示（ ）が点灯します。

● DTSソース再生中は、DTS表示（ ）が点灯し
ます。

● AACソース再生中は、AAC表示（ ）が点灯し
ます。

※ 再生ソースのフォーマットに応じて自動的に切り替わ
ります。

4 SURROUND PARAMETER ボタンを押して各種
サラウンドパラメーターを表示させ、CURSOR
0または1ボタンを押して設定する。

NIGHT  ON OFF

 C.EQ  ON OFF

   LFE   0dB

● サラウンドパラメーターの設定が終了したらボタン操作を
止めてください。数秒間経つと表示が通常状態に戻り、設
定した内容は自動的に確定されます。

メモ

■ サラウンドパラメーター ②

DOLBY VS（ドルビーバーチャルスピーカーモード）：
● REF（標準モード）：
標準的なモードです。

● WIDE（ワイドモード）：
フロントチャンネルの音場を拡大します。

LFE（ローフリクエンシーエフェクト）：
● プログラムソースと可変範囲

1．ドルビーデジタル ：ー10dB～0dB
2．DTSサラウンド ：ー10dB～0dB
3．MPEG2 AAC ：ー10dB～0dB

※ ドルビーデジタルで録音されたソフトを再生する場合は、
正しいドルビーデジタル再生のためにLFEレベルを0dB
に設定するようお勧めします。

※ DTSで録音された映画ソフトを再生する場合は、正しい
DTS再生のためにLFEレベルを0dBに設定するようお勧
めします。

※ DTSで録音された音楽ソフトを再生する場合は、正しい
DTS再生のためにLFEレベルをー10dBに設定するようお
勧めします。

Cinema EQ:
● 映画ソフト再生中に会話部分が耳ざわりと感じるときに使
用します。（高域の成分を下げます。）

● この機能はドルビーバーチャルスピーカーモードとドルビ
ーヘッドホンモード（バイパスモードは除く）で動作しま
す。（同一コンテンツはすべて同じ動作になります。）

NIGHT:
● 夜またはより低い音量で聞くとき、NIGHTモードで聞きや
すくなります。

● ドルビーデジタルまたはDTSで録音されたソースに対して
有効です。

● DTS信号の再生は入力モード『DTS』でも再生できます
（ 57ページ参照）。この場合はDTS信号が入力された
ときだけデコード、再生をおこないます。

メモ

SURROUND PARAMETER ボタンを押して各種
サラウンドパラメーターを表示させ、CURSOR
0または1ボタンを押して設定する。



40

r基本操作のしかたq r基本操作のしかたq

CURSOR
SURROUND

SURROUND 
PARAMETER

CURSORDVS/CINEMA

STEREO MUSIC

PHONES

2チャンネルモードの設定

入力信号が2チャンネルの場合には、2チャンネルモードの
設定により2つの再生モード（バーチャル1またはバーチャ
ル2）から1つを選択して設定できます。
（工場出荷時：バーチャル1モード）

1 DVS/CINEMA ボタン押してドルビーバーチャル
モードを“DOLBY VS REF”または“DOLBY
VS WIDE”に設定する。
● ドルビーバーチャルスピーカーモード表示
（ ）が点灯します。

2 SURROUND PARAMETER ボタンを押してサラ
ウンドパラメーターを表示させ、CURSOR 0ま
たは 1 ボタンを押して“VIRTUAL 1”または
“VIRTUAL 2”を選択する。

  VIRTU L 1

※ デジタル入力が無信号、PCM信号、ドルビーデジタル
またはAACの2ch信号のとき、もしくはアナログ入力
のときに選択できます。

● サラウンドパラメーターの設定が終了したらボタン操作を
止めてください。数秒間経つと表示が通常状態に戻り、設
定した内容は自動的に確定されます。

メモ

ご注意
● ドルビーデジタル、AACの5.1ch信号またはDTS信号が
入力されているときは、2チャンネルモードの設定はで
きません。

● 2チャンネルモードはそれぞれのファンクションごとに
設定し記憶されます。

■ サラウンドパラメーター ③

VIRTUAL 1:
2チャンネルソースをドルビープロロジックIIシネマ処理
して再生します。ドルビーサラウンド録音された映画ソー
スをはじめ、一般的なステレオ録音ソースの再生にも適し
ています。

VIRTUAL 2:
2チャンネルソースをドルビープロロジック処理して再生
します。従来のドルビープロロジック再生互換モードです。
ドルビーサラウンド録音ソースに対して録音時の再生イメ
ージに忠実なデコードをおこないます。

■ ステレオモードにするには

STEREO MUSIC ボタンを押す。
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■ パーソナルメモリープラスについて

本機には、入力ファンクションごとに選択されたサラウンド
モードなどが自動的に記憶される『パーソナルメモリープラ
ス』という機能を搭載しています。入力ファンクションを切
り替えるたびに、前回使用されたときの記憶が自動的に呼び
出されます。
● パーソナルメモリープラス機能で各入力ファンクションご
とに自動的に記憶される内容
①サラウンドモード
②入力モード選択機能

※ サラウンドパラメーター、SDB/トーンコントロールの設
定および各出力チャンネルの再生レベルは、サラウンド
モードごとに記憶します。

ドルビーヘッドホンでの再生のしかたDENONオリジナルサラウンドについて

本機はデジタル信号処理により、音場を疑似的に再現する高
性能なDSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）を内蔵し
ています。再生するソースに合わせて用意されたDENONオ
リジナルサラウンドモード（DSPサラウンドシミュレーショ
ン）を選択して、リスニングルームの状態によりパラメータ
ーを調節することで、よりリアルでパワフルな音場を再現す
ることができます。なお、各サラウンドモードはドルビーサ
ラウンドプロロジックまたはドルビーデジタル録音されてい
ないソースでもその効果をお楽しみいただけます。

JAZZ
ジ ャ ズ

CLUB
ク ラ ブ

ROCK
ロ ッ ク

ARENA
ア リ ー ナ

反射音が回り込んでくるアリーナでの
ライブコンサートの雰囲気で楽しみた
いときに使用します。

天井が低く、固い壁に囲まれたライブ
ハウスのような場所で、アーティスト
がすぐ近くで演奏するような雰囲気で
楽しみたいときに選択します。

2

1

■ 各サラウンドモードとその特長

※ 再生するソースによっては、十分な効果が得られないこ
とがあります。この場合には、サラウンドモードの名称
にこだわらずに各モードを試して、お好みの音場を創り
出してください。

● 本機はドルビーラボラトリーズとレイクテクノロジー社との共同開発によるヘッドホン再生における立体音響技術である
ドルビーヘッドホンモードを搭載しています。

● 本機のヘッドホン端子にヘッドホンプラグを挿入するとドルビーヘッドホンモードになります。
● ドルビーヘッドホンモードは音場効果によりドルビーヘッドホンモードと通常のステレオ再生をするBYPASSの2モード
から選択できます。

● ドルビーデジタル、DTSおよびAACのマルチチャンネルソースに対応しております。

1 PHONES ジャックにヘッドホン（別売り）を差
し込む。
● ヘッドホンプラグを差し込むと、自動的にスピー
カーより音は出なくなります。

※ パラメーター表示中に6秒間操作しないと、定常表示
に戻ります。

2 SURROUND ボタン押して“DOLBY H/P”を
選択する。

3 無信号または2チャンネルソース再生時：
SURROUND PARAMETER ボタンを押してサラ
ウンドパラメーターを表示させ、CURSOR 0ま
たは 1 ボタンを押して“CINEMA”または
“MUSIC”を選択する。

4 プログラムソースを再生する。

5 SURROUND PARAMETER ボタンを押して各種
サラウンドパラメーターを表示させ、CURSOR
0 または 1 ボタンを押してCinema EQ、
NIGHTモードおよびLFEレベルを設定する
（ 39ページ）。

■ サラウンドパラメーター ④

● DOLBY H/P（ドルビーヘッドホンモード）：
ライブな部屋（やや残響間の多い部屋）

● DOLBY H BYPAS
（ドルビーヘッドホンバイパスモード）：
ステレオ再生になります。

アナログ、PCMなどの2チャンネルソースを再生中に選択で
きます。以下のデコーダでマルチチャンネル化してからドル
ビーヘッドホンで再生します。
BYPASSモード時には表示されません。
● CINEMA：
ドルビープロロジックIIxのシネマモード

● MUSIC：
ドルビープロロジックIIxのミュージックモード
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CURSORENTER

STATUS

CURSOR

ENTER

HELP

SLEEP

HELPメニューの使いかた

現在設定されているファンクションの確認とファンクション
の切り替えをOSDからおこなうことができます。

1 HELP ボタンを押す。
● HELPメニュー画面が表示されます。

※ 灰色で表示されている項目は、該当入力機器が接続さ
れていないことを示します。

※ 再び HELP ボタンを押すとHELPメニュー画面が消え
ます。

DVDを見る：
DVDビデオとビデオCDのディスクを再生するときに選
択します。

CD/SACD/DVD-Aを聴く：
音楽CD/スーパーオーディオCD/DVDオーディオを再生
するときに選択します。

MP3/WMA/JPEG CDを聴く：
MP3/WMA/JPEG形式で記録されたディスクを再生す
るときに選択します。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して選択した
い項目を選ぶ。
● 選択された項目は青色で表示されます。

ラジオを聴く：
ファンクションを“TUNER”にするときに選択します。

iPodを聴く：
本機前面のiPod端子に接続されているiPodの操作をする
ときに選択します。

USBプレーヤーを聴く：
本機前面のUSB端子に接続されているUSBメモリーの
操作をするときに選択します。

ポータブルプレーヤーを聴く：
本機前面のポータブル端子に接続されているポータブル
プレーヤーの操作をするときに選択します。

AUX-1を見る/聴く：
AUX1に接続されている外部機器の映像を見るときに選
択します。

AUX-2を見る/聴く：
AUX2に接続されている外部機器の映像を見るときに選
択します。

AUX-3を聴く：
AUX3に接続されている外部機器の音声を聴くときに選
択します。

セットアップ：
システム設定値の変更をおこなうときに選択します。

3 ENTER ボタンを押して設定を確定する。
● HELPモードを終了し、選択されたファンクション
の動作をおこないます。

タイマーの使いかた

時刻の合わせかた（24時間表示）

必ず現在時刻を設定してください。現在時刻が設定されてい
ない場合、タイマー動作はおこなわれません。

1 CURSOR •またはªボタンを押してHELP画面
で“セットアップ”を選択し、ENTER ボタンを
押す。
● セットアップメニュー画面が表示されます。

2 CURSOR 0または1ボタンを押して“タイマー
設定”アイコンを選択し、ENTER ボタンを押す。
● タイマー設定メニュー画面が表示されます。

※ 灰色で表示されている項目は、該当入力機器が接続さ
れていないことを示します。

※ 再び HELP ボタンを押すとHELPメニュー画面が消え
ます。
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4 CURSOR •、ª、0 または 1 ボタンを押して
現在の時刻を設定し、ENTER ボタンを押す。

3 ENTER ボタンを2回押して現在時刻の設定画面
にする。

【例】現在時刻を『19時30分（午後7時30分）』に合
わせたとき

5 ENTER ボタンを押して設定を確定する。

● 通常表示から現在時刻を確認するときは STATUS ボタンを
1回押してください。

● 電源スタンバイ時にも STATUS ボタンを押すと、時刻表示
ができます。（省エネスタンバイ状態ではなくなります。）
時刻表示中に2回押すと表示が消えて、省エネスタンバイ
状態に戻ります。

● 時計は電源周波数同期方式です。月におよそ2～3分程度
のズレを生じることがあります。このようなときは時刻を
合わせ直してください。

メモ

スリープタイマーの設定

● 付属のリモコンを使用して、電源をスタンバイ状態にする
スリープタイマーを最大120分まで設定できます。

● 設定した時間（分）後に、自動的に電源をスタンバイ状態
にすることができます。

【例】50分後に電源をスタンバイになるように設定するとき

1 お好みのファンクションを選び、再生する。

2 SLEEP ボタンを押す。
●“120”が表示され、“SLEEP”表示が点滅します。

※ ボタンを押すたびに下記のように表示が切り替わり
ます。

     120    

90120 60 50 3040 20 10

“SLEEP”表示消灯

      50    

3 “SLEEP”表示が点滅している間に、さらに
SLEEP ボタンを押し“50”を表示させる。
●“50”が表示され、“SLEEP”表示が点滅します。

※ 約4秒後、スリープタイマー設定前の状態に戻り
“SLEEP”表示が点灯します。（これでスリープタイマ
ーの設定が完了です。）

4 50分後に電源がスタンバイになる。

※ スリープタイマーを止めるときは、“SLEEP”表示が消
灯するまで SLEEP ボタンをくり返し押してください。
また、本機またはリモコンの電源ボタンを押してシ
ステム全体の電源をスタンバイにしたときも、スリ
ープタイマーを止めることができます。

● スリープタイマー動作中に SLEEP ボタンを押すと、設定
時間が120に戻ります。もう一度設定してください。

● スリープタイマー、エブリタイマーおよびワンスタイマー
の設定時刻範囲が重なったときは、スリープタイマーが優
先されます。

メモ

● また、スリープタイマーの動作時間内にエブリタイマーと
ワンスタイマーの開始時刻を設定しても、エブリタイマー
とワンスタイマーは動作しません。

20:00 21:00 22:00

ON OFF

スリープタイマー 
の設定 ON OFF

+

動作しない エブリタイマー 
ワンスタイマー 

の設定 

20:00 21:00 22:00

ON OFF

エブリタイマー 

スリープタイマー 
の設定 ON OFF

+

このように設定時間が重なったときは、次のように動作します。 

20:00 21:00 22:00

ON OFF
タイマー動作 

動作しない 

ワンスタイマー 
の設定 

● スリープタイマーの動作開始までの残り時間は SLEEP ボ
タンを押すと確認できます。
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応用操作のしかた

ディスクのいろいろな再生のしかた

CURSOR

REP 1/ALL
CLEAR

CALL

RANDOM
PROG/DIR.

ZOOM
SEARCH MODE

NUMBER

CURSOR

1

2

12 くり返し再生する（リピート再生）

お気に入りの映像や音声をくり返して再生することができ
ます。

再生中に REP 1/ALL ボタンを押す。
● ボタンを押すたびにテレビ画面の表示が切り替わり、そ
れぞれのくり返し再生が始まります。

※ オールリピート再生時は本体ディスプレイに“ ”
が点灯します。
トラックまたはチャプターのリピート再生時は“ ”
が点灯します。

通常の再生

タイトルをくり返す

チャプターをくり返す

リピート再生終了

チャプターリピート

タイトルリピート

リピートオフ

DVDビデオの場合

通常の再生

グループをくり返す

トラックをくり返す

リピート再生終了

シングルリピート

グループリピート

リピートオフ

DVDオーディオの場合

通常の再生

ディスク全体をくり返す

トラックをくり返す

リピート再生終了

シングルリピート

オールリピート

リピートオフ

ビデオCD/スーパーオーディオCD/音楽CDの場合

■ 通常の再生に戻すには

テレビ画面に“リピートオフ”が表示されるまで
REP 1/ALL ボタンを押す。

DVDビデオの場合
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好きな順に再生する（プログラム再生）

● DVDオーディオ、ビデオCD、スーパーオーディオCDおよ
び音楽CDはトラック番号を予約して好きな順に再生するこ
とができます。

● DVDビデオ、MP3/WMAのディスクでは動作しません。

1 停止中に PROG/DIR. ボタンを押す。
● プログラム選択画面が表示されます。

2 NUMBER ボタンを押してプログラムしたい番
号を選択する。
● 20曲までプログラムできます。
● 例えば、5トラックと12トラックをプログラムする
場合は、NUMBER 5、+10、2 と押します。

● DVDオーディオの場合は、グループ番号を指定し
てもプログラムします。ただし、ボーナストラッ
クはプログラムすることはできません。

3 11ボタンを押す。
● プログラムした順に再生が始まります。

■ 通常の再生に戻す（予約をすべて取り消す）には

1 22 ボタンを押してプログラム再生を止め、
PROG/DIR. ボタンを押す。

2 11ボタンを押す。
● ディスクの先頭から通常の再生が始まります。

■ 予約を1つずつ取り消すには

1 22ボタンを押してプログラム再生を止める。

2 CLEAR ボタンを押す。
● ボタンを押すたびに最後に予約したものから順に
取り消されます。

■ プログラムされた内容を確認するには

停止中に CALL ボタンを押す。
● プログラムされた内容が画面上に表示されます。
● 本体ディスプレイではボタンを押すたびにプログラムさ
れたトラックが表示されます。

順不同に再生する（ランダム再生）

● ビデオCD、スーパーオーディオCDおよび音楽CDはトラッ
ク単位で順不同（ランダム）に再生することができます。
DVDオーディオは選択されているグループで動作します。

● DVDビデオでは動作しません。

1 停止中に RANDOM ボタンを押す。
● プログラム選択画面が表示されます。

ランダムオン

2 11ボタンを押す。
● 順不同に再生が始まります。

※ DVDオーディオの場合、再生したいグループ番号を
SEARCH MODE ボタンで入力します。
ディスクによってはランダム再生ができないものもあ
ります。

■ 通常の再生に戻すには

22 ボタンを押してランダム再生を止め、もう一度
RANDOM ボタンを押す。

ズーム再生

1 再生中または一時停止中に ZOOM ボタンを押す。
● ボタンを押すたびに倍率が上がります。
DVDビデオ/ビデオCDの場合：

.OFF→×1.5→×2→×4→×OFF

2 CURSOR •、ª、0または1ボタンを押す。
● ズーム画面が移動します。

● ディスクによってはズーム再生ができないものもあります。
● 場面によってはズームが正しく働かないことがあります。
● トップメニューおよびメニュー画面ではズーム再生はでき
ません。

● 拡大すると画質が悪化したり、画像がぶれることがあります。

メモ
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CURSORENTER
DISPLAY

NUMBER

CURSOR

ENTER

ON-SCREEN画面を使って操作する

ディスク情報OSDの使いかた

ディスクに関する情報（タイトル/チャプター/時間）を表示
したり、再生位置を指定することができます。

1 再生中に DISPLAY ボタンを押す。
● 時間表示アイコン（ ）、マルチ機能アイコン

（ ）および画質調節アイコン（ ）が

画面に表示されます。

【例】DVDビデオの場合

2 CURSOR 0または1ボタンを押して“ ”
アイコンを選択する。

3 CURSOR • または ª ボタンを押して変更した
い項目を選択する。
● DISPLAY ボタンを押すたびにテレビ画面の表示が
切り替わります。

● 表示される項目はディスクによって変わります。
● 選択された項目は黄色の枠で表示されます。

DVDビデオの場合：

DVDオーディオの場合：

ビデオCD/スーパーオーディオ/音楽CDの場合：

※ ビデオCD/音楽CDの場合、経過時間のみ切り替わり
ます。

■ 経過時間の指定

NUMBER ボタンを押して時間を入力し、 ENTER ボ
タンを押す。

【例】1時間32分47秒の場合→“１３２４７”と押します。
0時間01分26秒の場合→“００１２６”と押します。

■ グループ/タイトル/トラック/チャプターの指定

NUMBER ボタンを押して番号を入力し、ENTER ボ
タンを押す。（DVDの場合）
※ ディスクによっては指定できない場合があります。

NUMBER ボタンを押して番号を入力する。
（ビデオCD/音楽CDの場合）
● 指定したところから再生が始まります。
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マルチ機能の使いかた

複数の音声言語、字幕言語およびアングルが記録されている
DVDは、再生中に音声言語、字幕言語およびアングルを切り
替えることができます。

1 再生中に DISPLAY ボタンを押す。
● 時間表示アイコン（ ）、マルチ機能アイコン

（ ）および画質調整アイコン（ ）が

画面に表示されます。

2 CURSOR 0または1ボタンを押して“ ”
アイコンを選択する。
● 現在再生中の音声番号、字幕番号およびアングル
番号が表示されます。

3 CURSOR • または ª ボタンを押して“音声”
を選択する。

■ 音声言語を切り替える（マルチ音声機能）

4 CURSOR 0または1ボタン、またはNUMBER
ボタンを押して音声番号を選択する。

※ DISPLAY ボタンを押すと表示は消えます。

● ディスクによっては再生中に音声言語を切り替えられない
場合があります。この場合には、DVDメニュー（ 25
ページ）で選んでください。

● CURSOR 0 または 1 ボタンを数回押しても希望の言語が
表示されないときは、その言語がディスクに記録されてい
ません。

● 電源投入時およびディスク交換時は、セットアップで設定
されている言語になります。

メモ

1 CURSOR • または ª ボタンを押して“字幕”
を選択する。

2 CURSOR 0または1ボタン、またはNUMBER
ボタンを押して字幕番号を選択する。

■ 字幕言語を切り替える（マルチ字幕機能）

● CURSOR 0 または 1 ボタンを数回押しても希望の言語が
表示されないときは、その言語がディスクに記録されてい
ません。

● 電源投入時およびディスク交換時は、セットアップで設定
されている言語になります。
なお、その言語がディスクにないときはディスクで決めら
れている言語になります。

● 字幕言語を変更してからその言語が表示されるまでに多少
時間がかかる場合があります。

メモ

1 CURSOR • または ª ボタンを押して“アング
ル”を選択する。

2 CURSOR 0または1ボタン、またはNUMBER
ボタンを押して字幕番号を選択する。

■ アングル（角度）を切り替える
（マルチアングル機能）

● マルチアングル機能は複数のアングルが記録されているディ
スクで操作できます。

● 複数のアングルが記録されている場面でアングルを切り替
えることができます。

メモ



48

r応用操作のしかたq r応用操作のしかたq

CURSOR

CLEAR

ENTER
DISPLAY

CURSOR

ENTER

3 CURSOR 0 または 1 ボタンを押して項目を選
択し、ENTER ボタンを押す。

M1～M5：
お好みで調整した画質設定をメモリー1～5までの5種類
記憶させることができます。

標準：
画質調整の各項目が、工場出荷の標準設定値に設定さ
れます。

SET：
黒色の浮きを補正したり、画面の表示位置（水平・垂
直）を設定することができます。

4
-1

“M1”～“M5”を選択したとき
CURSOR 0 または 1 ボタンを押してメモリー
を選択し、CURSOR ªボタンを押す。

画質調整2：
白レベル、クロマレベル（色の濃さ）クロマディレイ
およびデジタルノイズリダクションが調整できます。

画質調整1：
コントラスト、ブライトネス、シャープネス、色合い
およびCCS（クロスカラー除去）が調整できます。

ガンマ補正：
画像などの色のデータと、それが実際に出力される際
の信号の相対関係を調整できます。

4
-2

“画質調整1”を選択したとき
CURSOR 0 または 1 ボタンを押して画質調整
項目を選択し、CURSOR • または ª ボタンを
押して調整値を設定してENTER ボタンを押す。
● 調整した内容がすべて記憶されます。

ブライトネス（0～＋12）＜工場出荷時：0＞：
映像の明るさを調整します。

コントラスト（－6～＋6）＜工場出荷時：0＞：
映像の明暗の差を調整します。

シャープネス（中域）（－6～＋6）＜工場出荷時：0＞：
中域の周波数に対して、映像の鮮明度を調整します。

シャープネス（高域）（－6～＋6）＜工場出荷時：0＞：
高域の周波数に対して、映像の鮮明度を調整します。
（プログレッシブ映像に対して効果があります。）

色合い（－6～＋6）＜工場出荷時：0＞：
緑色と赤色のバランスを調整します。

CCS（0～＋3）＜工場出荷時：0＞：
輝度信号に色信号成分が混入した映像に対し、色信号
成分の除去をおこないます。
（プログレッシブ映像に対して効果があります。）

画質調整のしかた

ディスク再生時の画質を調節することができます。

1 再生中に DISPLAY ボタンを押す。
● 時間表示アイコン（ ）、マルチ機能アイコン

（ ）および画質調整アイコン（ ）が

画面に表示されます。

2 CURSOR 0または1ボタンを押して“ ”
アイコンを選択し、CURSOR ªボタンを押す。
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4
-3

“画質調整2”を選択したとき
CURSOR 0 または 1 ボタンを押して画質調整
項目を選択し、CURSOR • または ª ボタンを
押して調整値を設定して ENTER ボタンを押す。
● 調整した内容がすべて記憶されます。

CHROMA LEVEL（クロマレベル=色の濃さ）（－6～＋6）
＜工場出荷時：0＞：
色の濃さを調整します。

WHITE LEVEL（白レベル）（－5～＋5）
＜工場出荷時：0＞：
白色のレベルを調整します。

CHROMA DELAY（クロマディレイ）（－2～＋2）
＜工場出荷時：0＞：
映像の輝度信号と色信号のずれを調整します。
（プログレッシブ映像に対して効果があります。）

DNR（デジタルノイズリダクション）（0～＋6）
＜工場出荷時：0＞：
映像全体のノイズを軽減します。

4
-4

“ガンマ補正”を選択したとき
数値表の画面を見て調整する場合とグラフの画
面を見て調整する場合があります。

4
-5

CURSOR 0 または 1 ボタンを押して設定ポイ
ントを選択し、CURSOR • または ª ボタンを
押して明るさのレベルを調整して ENTER ボタ
ンを押す。
● 調整した内容はすべて記憶されます。

※ ENTER ボタンを押す前に DISPLAY ボタンを押すと設
定は記憶されません。

※ 明るさのレベルは16～235の範囲で調整できます。
※ CURSOR • ボタンを押すとレベルが上がり（明るくな

る）、CURSOR ª ボタンを押すとレベルが下がり（暗
くなる）ます。

※ CLEAR ボタンを押すとすべての設定ポイントが基準レ
ベルに戻ります。

※ 選択したポイントのレベルはそのポイントの上下のポ
イントのレベルを超えることはできません。
（暗い部分がそれより明るい部分を超えるような設定
はできません。）

数値表で調整する場合：CURSOR ªボタンを押す。

グラフで調整する場合：ENTER ボタンを押す。

【参考】
ガンマ補正の表示は横軸がディスクに記録されている映像
の輝度レベルを表わし、縦軸は本機から出力するときの映
像の輝度レベルを表わします。

● ディスク側の明るいポイントを出力側の
『暗』に調整すると、通常では明るい部分
の細部が見えにくくなるものが見やすい
映像になります。

● ディスク側の暗いポイントを出力側の
『明』に調整すると、通常では暗い部分の
細部が見えにくくなるものが見やすい映
像になります。
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5 “SET”を選択したとき
CURSOR 0 または 1 ボタンを押して画質調整
項目を選択する。

H.POSITION（水平方向）（－7～＋7）：
左右の位置調整ができます。

SETUP LEVEL
（セットアップレベル（0 IRE、7.5 IRE））：

黒い色の浮きを補正します。

V.POSITION（垂直方向）（－3～＋7）：
上下の位置調整ができます。

6 それぞれ選択した項目で
CURSOR • または ª ボタンを押して調整値を
設定し、ENTER ボタンを押す。
● 調整した内容がすべて記憶されます。

ON/STANDBY

5          FUNCTION 1

CURSORENTER

TONE/SDB

DISPLAY

CURSOR

ENTER

1

ON/STANDBY

“SETUP LEVEL”を選択した場合：

“H.POSITION”を選択した場合：

“V.POSITION”を選択した場合：

ご注意
● 再生するディスクによってはOSDを表示させると画像
や音声が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

※ 画質調整を終了するときは、DISPLAY ボタンを再度押
します。
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その他の機能について

音質の調節

1 TONE/SDB ボタンを押す。
● ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。

2 調整したい項目を表示中に CURSOR 0 または
1ボタンを押して調節する。

BASSSDB
(ON/OFF)

DEFEAT TREBLE

SDB（スーパー ダイナミック バス）：
CURSOR 0 または 1 ボタンを押して“ON”または
“OFF”を選択します。
“ON”を選択すると迫力ある重低音が楽しめます。

DEFEAT：
SDB、トーンともOFFになります。

BASS/TREBLE：
● トーンコントロールがONになり、BASS（低音）と
TREBLE（高音）の調節ができます。

● 強くするとき：
CURSOR 1 ボタンを押して、＋10dBまで2dB単位で調
節できます。

● 弱くするとき：
CURSOR 0 ボタンを押して、－10dBまで2dB単位で調
節できます。

※ トーン/SDBの表示中は、CURSOR • または ª ボタン
でも項目を切り替えることができます。

※ 各表示で約4秒間操作しないとディスプレイ表示は元
の表示に戻ります。

オートパワーオン機能

● 電源がスタンバイ状態のとき、1 ボタンを押すだけで本機
の電源が入り、本機にディスクが装着されていればディス
クの再生をおこなうことができます。

● 本機がスタンバイ状態のとき、ディスクホルダーを開けた
場合もオートパワーオン機能で本機の電源が入ります。

システムファンクション機能

● 本機には電源をOFFにする直前の各種ボタンの設定状態を
記憶するラストファンクションメモリー機能を備えていま
す。電源をONにすると、電源をOFFにする直前の入出力
状態が呼び出されますので、再度設定し直す必要はありま
せん。

● また、本機にはバックアップメモリー機能を備えています。
これにより電源がOFFになったとき、および電源コードを
抜いた場合でも各種の設定状態を保持することができます。

● 操作 3 の状態にならない場合は、もう一度操作 1 からや
り直してください。

● マイコンの初期化をおこなった場合は、各種ボタンやセッ
トアップの設定内容がすべて工場出荷時の初期設定に戻り
ます。

メモ

マイコンの初期化について

本体のディスプレイ表示が正常でない、または本体やリモコ
ンのボタンで操作できない場合は、下記の操作でマイコンの
初期化をおこなってください。

1 ON/STANDBY スイッチを押してスタンバイ状
態にしてから、壁の電源コンセントから本機の
電源コードを抜く。

2 30秒以上たってから5 ボタンと FUNCTION ボ
タンを同時に押しながら、本機の電源コードを
コンセントに差し込む。

3 数秒後、ディスプレイ表示が約1秒間隔で点滅
するのを確認後、2つのボタンから指を離す。
● マイコンが初期化します。
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セットアップのしかた

システム設定の変更のしかた

工場出荷時にあらかじめ設定されている初期設定を変更することができます。設定内容は電源を切っても次に変更するまで
保持されます。

システムセットアップの内容

● 16ページから22ページに従って、他のAV機器との接続が
終わったら、本機のオンスクリーンディスプレイ機能によ
りモニター上で各種セッティングをおこないます。

● システムセットアップはリモコンの下記のボタンでおこな
います。

ENTER

CURSOR

HELP

ENTER ボタン：
画面を切り替えるときや設定を確定するときに押します。

CURSOR ボタン：
画面上でカーソル（上、下、左、右）を移動させるときに
押します。

HELP ボタン：
システムセットアップのメニュー画面を表示させるときに
押します。

1 HELP ボタンを押す。
● HELPメニュー画面が表示されます。

3 CURSOR 0 または 1 ボタンを押して変更した
い設定アイコンを選択する。

言語設定：
ディスクに準備されている各種言語の設定ができます。
設定した言語がディスクにないときは、ディスクで決め
られている言語が選択されます。

映像設定：
ご使用なるテレビの画面モードの設定ができます。
（HDMI設定/TVタイプ/プレーヤーモード/プログレッシ
ブモード/スクイーズモードが設定できます。）

音声設定：
本機の音声出力モードの設定ができます。
（スピーカー設定/入力モード/デジタル出力/LPCM変換
モード/SACDレイヤー/ダイナミックレンジ圧縮/二重
音声出力設定/オーディオディレーが設定できます。）

2 CURSOR • または ª ボタンを押して“セット
アップ”を選択し、ENTER ボタンを押す。
● 言語設定メニュー画面が表示されます。

視聴制限設定：
お子様などに見せたくない成人向けDVDの再生が制限で
きます。ただし、成人向けDVDでもディスクに視聴制限
レベルが記録されていない場合は視聴制限はできません。
また、すべてのDVDの再生を禁止することもできます。

特殊設定：
トリガー出力/キャプション/壁紙/明るさセンサー/ディ
スプレイ/スライド間隔時間/オートパワーモード/スク
リーンセイバーの設定ができます。

タイマー設定：
ワンスタイマー/エブリタイマー/時計の設定ができま
す。時計設定で現在時刻を設定してからワンスタイマー
とエブリタイマーは設定できます。

1 CURSOR 0 または 1 ボタンを押して“時計設
定”アイコンを選択し、CURSOR ª ボタンを押
して“設定終了”を選択する。

2 ENTER ボタンを押す。

■ セットアップモードの終了のしかた

※ HELP ボタンを押しても終了できます。
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1 CURSOR 0 または 1 ボタンを押して“言語設
定”アイコンを選択し、ENTER ボタンを押す。
● 言語設定メニュー画面が表示されます。

3
-1

“OSD言語”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い言語を選択し、ENTER ボタンを押す。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

『言語設定』のしかた

OSD言語：
OSD画面の言語の設定ができます。

音声言語：
スピーカーから出力される音声言語の設定ができます。

字幕言語：
ＴＶに表示される字幕言語の設定ができます。

メニュー言語：
ディスクに記録されているメニュー（トップメニューな
ど）の画面言語の設定ができます。

※“その他”を選択した場合は「言語番号一覧表」
（ 54ページ）を参照して、NUMBER ボタンを押
してコード番号を入力してください。

※ ここで設定される言語は音声言語、字幕言語およびメ
ニュー言語の設定で反映されます。

3
-2

“音声言語”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い言語を選択し、ENTER ボタンを押す。

3
-3

“字幕言語”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い言語を選択し、ENTER ボタンを押す。

※“その他”を選択した場合は「言語番号一覧表」
（ 54ページ）を参照して、NUMBER ボタンを押
してコード番号を入力してください。

※“その他”を選択した場合は「言語番号一覧表」
（ 54ページ）を参照して、NUMBER ボタンを押
してコード番号を入力してください。

3
-4

“メニュー言語”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い言語を選択し、ENTER ボタンを押す。

4 CURSOR ª ボタンを押して“終了（次のメニュ
ー）”を選択し、ENTER ボタンを押して設定を
確定する。
● 次のセットアップメニュー画面が表示されます。



番号

6985

7065

7073

7074

7079

7082

7089

7165

7168

7176

7178

7185

7265

7273

7282

7285

7289

7365

7378

7383

7384

7387

7465

7473

7487

7565

7575

言語名

アファル

アプハジア

アフリカーンス

アムハラ

アラビア

アッサム

アイマラ

アゼルバイジャン

バシキール

ベロルシア（白ロシア）

ブルガリア

ビハール

ベンガル（バングラ）

チベット

ブルターニュ

カタロニア

コルシカ

チェコ

ウェールズ

デンマーク

ドイツ

ブータン

ギリシャ

英語

エスペラント

スペイン

エストニア

番号

6565

6566

6570

6577

6582

6583

6588

6590

6665

6669

6671

6672

6678

6679

6682

6765

6779

6783

6789

6865

6869

6890

6976

6978

6979

6983

6984

番号

8065

8076

8083

8084

8185

8277

8279

8285

8365

8368

8372

8373

8375

8376

8377

8378

8379

8381

8382

8385

8386

8387

8465

8469

8471

8472

8473

言語名

グリーンランド

カンボジア

カンナダ

韓国（朝鮮）語

カシミール

クルド

キルギス

ラテン

リンガラ

ラオ

リトアニア

ラトビア（レット）

マダガスカル

マオリ

マケドニア

マラヤーラム

モンゴル

モルダビア

マラッタ

マライ（マレー）

マルタ

ビルマ

ナウル

ネパール

オランダ

ノルウェー

オーリヤ

番号

7576

7577

7578

7579

7583

7585

7589

7665

7678

7679

7684

7686

7771

7773

7775

7776

7778

7779

7782

7783

7784

7789

7865

7869

7876

7879

7982

言語名

バスク

ペルシャ

フィンランド

フィジー

フェロー

フランス

フリジア

アイルランド（ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ）

ゲール

ガリチア

グアラニー

グジャラト

ハウサ

ヒンディー

クロアチア

ハンガリー

アルメニア

インターリングア

インドネシア

アイスランド

イタリア

ヘブライ

日本語

イディッシュ

ジャワ

グルジア

カザフ

言語名

パンジャブ

ポーランド

パシュト

ポルトガル

ケチュア

レトロマンス

ルーマニア

ロシア

サンスクリット

シンド

セルボクロアチア

シンハラ

スロバキア

スロベニア

サモア

ショナ

ソマリ

アルバニア

セルビア

スンダ

スウェーデン

スワヒリ

タミル

テルグ

タジク

タイ

ティグリニア

言語名

トルクメン

タガログ

トンガ

トルコ

タタール

トウイ

ウクライナ

ウルドゥー

ウズベク

ベトナム

ヴォラピュック

ウォロフ

コーサ

ヨルバ

中国語

ズールー

番号

8475

8476

8479

8482

8484

8487

8575

8582

8590

8673

8679

8779

8872

8979

9072

9085

54
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■ 言語番号一覧表
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1 CURSOR 0 または 1 ボタンを押して“映像設
定”アイコンを選択し、ENTER ボタンを押す。
● 映像設定メニュー画面が表示されます。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

『映像設定』のしかた

HDMI設定：
HDMI端子から出力される映像信号のカラー形式や解像
度、音声出力の設定ができます。

TVタイプ：
ご使用になるテレビの映像方式（NTSC/PAL/マルチ）
の設定ができます。

プレーヤーモード：
DVDオーディオに含まれるDVDビデオの内容を再生した
いときに、DVDビデオ再生モードの設定ができます。

プログレッシブモード：
DVDに記録されている映像によって、プログレッシブ変
換方法の設定ができます。

スクイーズモード：
出力する画面のサイズの設定ができます。

3 “HDMI設定”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

HDMI選択：
HDMI端子から出力される映像信号のカラー形式の設定
ができます。

HDMIフォーマット：
接続したHDMI機器の解像度が設定できます。

3
-1

“HDMI選択”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

Y Cb Cr ＜工場出荷時＞：
HDMI端子から色差形式の映像信号を出力します。

RGB：
HDMI端子からRGB形式の映像信号を出力します。

HDMI黒レベル：
HDMI端子から出力するデジタルRGB映像レベル（デー
タ範囲）の設定ができます。

HDMIオーディオ出力：
HDMI端子から出力される音声信号を出力するかしない
か設定できます。

3
-2

“HDMIフォーマット”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

PANEL RES. ＜工場出荷時＞：
接続したHDMI機器のパネル画素数を検出し、HDMI出力
解像度を自動で選択します。

MAX RES.：
接続したHDMI機器に入力できる最大の解像度を検出し、
HDMI出力解像度を自動で選択します。

3
-3

“HDMI黒レベル”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

NORMAL ＜工場出荷時＞：
HDMI端子から出力されるデジタルＲＧＢ映像レンジ
（データ範囲）を16（黒）～ 235（白）で出力します。

ENHANCED：
HDMI端子から出力されるデジタルＲＧＢ映像レンジ
（データ範囲）を0（黒）～ 246（白）で出力します。

※ HDMI接続時にご使用のＴＶやモニタ－によっては、
黒色が浮くような場合があります。その際には
“ENHANCED”に設定してください。

※“HDMI選択”が“Y Cb Cr”設定のときは効果があり
ません。
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3
-4

“HDMIオーディオ出力”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

切 ＜工場出荷時＞：
HDMI端子から音声信号が出力されません。

入：
HDMI端子から音声信号が出力されます。

4 “TVタイプ”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

NTSC ＜工場出荷時＞：
通常は“NTSC”を選択してください。
（日本国内で使われているテレビはNTSC方式です。）

PAL：
ご使用のテレビがPAL方式のときに選択します。

マルチ：
ご使用のテレビがNTSC方式とPAL方式を兼用している
ときに選択します。

5 “プレーヤーモード”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

オーディオ ＜工場出荷時＞：
DVDオーディオをそのまま再生するときに選択します。

ビデオ：
DVDオーディオに含まれるDVDビデオの内容を再生した
いときに選択します。

6 “プログレッシブモード”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

オート1 ＜工場出荷時＞：
フィルム素材のディスク再生に適しています。

オート2：
30フレームフィルム素材のディスク再生に適しています。

ビデオ1：
普通のビデオ素材のディスク再生に適しています。

ビデオ2：
ほとんど動きがないビデオ素材のディスク再生に適して
います。

ビデオ3：
多くの動きがあるビデオ素材のディスク再生に適してい
ます。

7 “スクイーズモード”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

切 ＜工場出荷時＞：
映像のサイズに係わらず、16：9のTV画面全体に表示し
ます。

入：
4：3の映像を再生したとき、16：9のTVの中央部に4：
3の映像比率で表示します。

※ ADV-S301のリアパネルにある WIDE/LB/PS スイッチ
を“WIDE”に設定した場合のみ選択できます。

※ インターレース映像出力では効果がありません。

8 CURSOR ª ボタンを押して“終了（次のメニュ
ー）”を選択し、ENTER ボタンを押して設定を
確定する。
● 次のセットアップメニュー画面が表示されます。

※ ADV-S301のリアパネルにある WIDE/LB/PS スイッチ
を“WIDE”に設定した場合のみ選択できます。

※ インターレース映像出力では効果がありません。
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1 CURSOR 0 または 1 ボタンを押して“音声設
定”アイコンを選択し、ENTER ボタンを押す。
● 音声設定メニュー画面が表示されます。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

『音声設定』のしかた

スピーカー設定：
“チャンネルレベル”( 60ページ)、“ディレー時間”
( 61ページ)および“スピーカー位置”( 62ペー
ジ)の設定ができます。

入力モード：
入力ファンクションが“DVD”または“AUX”のときの
入力モードの設定ができます。

デジタル出力：
デジタル出力の信号形式の設定ができます。

LPCM変換モード：
リニアPCM音声で記録されたDVD再生のデジタル音声出
力の設定ができます。

SACDレイヤー：
スーパーオーディオCDで優先的に再生させるエリア/レ
イヤーの設定ができます。

ダイナミックレンジ圧縮：
DVDを再生したときに出力される音のダイナミックレン
ジの設定ができます。（“ダイナミックレンジ”とは機器
が出すノイズに埋もれてしまわない最小音と、音割れし
ない最大音との音量差のことです。）
（AACソースに対しては無効です。）

二重音声出力設定：
AACソースおよびドルビーデジタルソースの二重音声内
容の設定ができます。

オーディオディレー：
音声信号と映像信号の時間差の設定ができます。

3
-1

“入力モード”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

オート ＜工場出荷時＞：
選択された入力ファンクションごとにデジタル入力端
子・アナログ入力端子に入力されている信号の種類を検
出し、自動的に本機のサラウンドデコーダ内部のプログ
ラムを切り替えて再生するモードです。
デジタル信号の有無を検出して、入力されている信号を
判断し、DTS/ドルビーデジタル/AAC/PCMいずれかの
方式で自動的にデコードおよび再生をおこないます。
デジタル信号が入力されていない場合は、アナログ入力
端子を選択します。
ドルビーデジタル/AAC信号を再生する場合には、この
モードを使用してください。

DTS：
DTS信号が入力されたときだけデコードおよび再生をお
こないます。

PCM：
PCM信号が入力されたときだけデコードおよび再生をお
こないます。

アナログ：
アナログ入力端子に入力されている信号の再生をおこな
います。（“DVD”では選択できません。）
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3
-2

“デジタル出力”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

ノーマル ＜工場出荷時＞：
本機でドルビーデジタルまたはDTSサラウンド再生をす
るときに選択します。ドルビーデジタルまたはDTSで記
録されたDVDを再生したとき、それぞれのビットストリ
ーム信号を出力します。また、リニアPCMで記録された
ディスクを再生したときはリニアPCMで出力します。

PCM変換：
本機のデジタル出力端子からデジタル録音機器にデジタ
ル録音するときに選びます。ドルビーデジタルまたは
DTSで記録されたDVDを再生したときは、48kHz/16bit
のPCM（2ch）に変換して出力します。また、リニア
PCMで記録されたディスクを再生したときはリニア
PCMで出力します。

3
-3

“LPCM変換モード”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

変換しない ＜工場出荷時＞：
48kHz/20bit/24bitおよび96kHzのリニアPCM音声で記
録された著作権保護のための処理がされていないDVD
と、48kHz/16bitで記録されたリニアPCM音声の場合に
はそのままの音声記録方式で出力されます。
著作権保護の処理がされているDVDの場合は著作権への
配慮から48kHz/16bitで出力されます。

変換する：
48kHz/20bit/24bitおよび96kHzのリニアPCM音声で記
録されたDVDの再生時はすべて48kHz/16bitに変換し、
デジタル出力します。（PCM音声のデジタル出力は著作
権への配慮から48kHz/16bit以下となります。）
本機のデジタル出力端子からデジタル録音機器にデジタ
ル録音するときに選択します。

※ 本機でドルビーデジタル、DTSサラウンドまたは
96kHZのリニアPCMのDVDを再生する場合は必ず、
“デジタル出力”を“ノーマル”に、“LPCM変換モー
ド”を“変換しない”に設定してください。

※ 本機で再生するドルビーデジタルまたはDTSのDVDを
デジタルPCM機器へデジタル出力する場合のみ“デジ
タル出力”を“PCM変換”に設定してください。
この設定では本機でドルビーデジタルまたはDTSのサ
ラウンドモード再生はできません。（PCM 2ch信号で
再生可能なサラウンドモードになります。）

※ 本機で再生する48kHz/20bit/24bitおよび96kHzのリ
ニアPCMのDVDをデジタル録音機器へデジタル録音す
る場合のみ“LPCM変換モード”を“変換する”に設
定してください。
この設定で、録音中は本機で48kHz/20bit/24bitおよ
び96kHzのリニアPCMをデコード再生することはでき
ません。（48kHz/16bitリニアPCMでのデコード再生
となります。）

3
-4

“SACDレイヤー”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

マルチ：
スーパーオーディオCDのディスクを再生する場合、マル
チチャンネルエリアを優先的に再生します。

ステレオ ＜工場出荷時＞：
スーパーオーディオCDのディスクを再生する場合、ステ
レオチャンネルエリアを優先的に再生します。

CD：
スーパーオーディオCDのディスクを再生する場合、CD
レイヤーを優先的に再生します。

※ 選択したエリア/レイヤーがないディスクを再生する場
合、マルチエリアを優先的に再生します。

3
-5

“ダイナミックレンジ圧縮”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。
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切 ＜工場出荷時＞：
標準的なダイナミックレンジに設定します。

低、中、高：
ドルビーデジタル音声DTSのダイナミックレンジを調節
するパラメーターです。深夜など、比較的小さな音量で
再生する場合に“高”にすると音のピークを抑え、また、
小さな音を増幅することによりダイナミックレンジが狭
くなり、聴きやすくなります。（AACソースに対しては
無効です。）

※ DTSソースの場合、対応するソフトのみ表示されます。

3
-6

“二重音声出力設定”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

主音声/副音声：
主音声は左チャンネルから、副音声は右チャンネルから
出力されます。

主音声 ＜工場出荷時＞：
主音声のみ出力されます。

副音声：
副音声のみ出力されます。

※ AACソースおよびドルビーデジタルソースで、二重音
声の情報がある場合のみ有効です。

3
-7

“オーディオディレー”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

0～200mSEC ＜工場出荷時：0mSEC＞：
DVDなどの映像ソフトを視聴しているときに、モニター
画面の映像が音声に対して遅れていると感じる場合があ
ります。このような場合にはオーディオディレーを調整
し、音声を遅らせることで映像とのタイミングを合わせ
ます。
オーディオディレイの設定値は設定した入力ソースごと
に記憶されます。

※ 映画ソースなどで俳優の口の動きと声の出るタイミン
グなどを見て調整します。

※ アナログ入力時のステレオモード（DIRECT ON）の再
生中は、オーディオディレイは効きません。

4 CURSOR ªボタンを押して“終了（次のメニュ
ー）”を選択し、ENTER ボタンを押して設定を
確定する。
● 次のセットアップメニュー画面が表示されます。
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1 CURSOR • または ª ボタンを押して“音声設
定”で“スピーカー設定”を選択し、ENTER ボ
タンを押す。
● スピーカー設定メニュー画面が表示されます。

『チャンネルレベル』設定のしかた

● 各チャンネル間の再生レベルが等しくなるように調整し
ます。

● リスニングポジションで、各スピーカーより出力されるテ
ストトーン（再生音）を聞きながら調整します。
テストトーンの音量は本体の VOLUME つまみまたはリモ
コンの VOLUME ボタンで調整しやすい音量にしてからお
こなってください。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して“チャン
ネルレベル”を選択し、ENTER ボタンを押す。
● チャンネルレベル設定画面が表示されます。

3 CURSOR 0 または 1 ボタンを押してテストト
ーンモードを選択し、ENTER ボタンを押す。

自動：
各スピーカーより自動的に出力されるテストトーンを聞
きながらレベルを調整します。

手動：
テストトーンを出力させたいスピーカーを選んでレベル
調整します。

切 ＜工場出荷時＞：
テストトーンは出力されません。

※ 最初の設定は“手動”でおこなうと詳細な設定ができ
ます。

4
-1

“自動”を選択したとき
CURSOR 0 または 1 ボタンを押して各スピー
カーのテストトーンが同じ音量に聞こえるよう
に調整する。
● 音量は－12dB～＋12dBの範囲で、1dB単位で調
整できます。

● 下記の順序で2周目までは4秒間隔で、3周目からは
2秒間隔でテストトーンが各スピーカーより自動的
に出力されます。
フロント左 サブウーハー フロント右 

4
-2

“手動”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押してスピーカ
ーを選択し、CURSOR 0 または 1 ボタンを押
して各スピーカーのテストトーンが同じ音量に
聞こえるように調整する。

5 ENTER ボタンを2回押す。
● スピーカー設定メニュー画面が表示されます。

6 CURSOR ªボタンを押して“設定メニュー”を
選択し、ENTER ボタンを押す。
● 音声設定メニュー画面が表示されます。

7 CURSOR ªボタンを押して“終了（次のメニュ
ー）”を選択し、ENTER ボタンを押して設定を
確定する。
● 次のセットアップメニュー画面が表示されます。

● チャンネルレベルの設定でチャンネルレベルを調整した場
合には、調整した値がすべての再生モードに対して設定さ
れます。

メモ
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1 CURSOR • または ª ボタンを押して“音声設
定”で“スピーカー設定”を選択し、ENTER ボ
タンを押す。
● スピーカー設定メニュー画面が表示されます。

『ディレー時間』設定のしかた

● リスニングポジションと各スピーカーとの距離を入力して
ディレイタイムを設定します。

● 工場出荷時は下記操作 4 の初期設定値に設定されています。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して“ディレ
ー時間”を選択し、ENTER ボタンを押す。
● ディレー時間設定画面が表示されます。

3 CURSOR 0 または 1 ボタンを押して“フィー
ト”または“メートル”を選択し、ENTER ボタ
ンを押す。

5 CURSOR ªボタンを押して“設定メニュー”を
選択し、ENTER ボタンを押す。
● スピーカー設定メニュー画面が表示されます。

6 CURSOR ªボタンを押して“終了（次のメニュ
ー）”を選択し、ENTER ボタンを押して設定を
確定する。
● 次のセットアップメニュー画面が表示されます。

フロント右 

リスニングポジション 

フロント左 

サブウーハー 

準備：リスニングポジションと各スピーカーとの距離を測
定します。

L1：フロント右スピーカーとリスニングポジションとの距離
L2：フロント左スピーカーとリスニングポジションとの距離
L3：サブウーハーとリスニングポジションとの距離

4 CURSOR • または ª ボタンを押してスピーカ
ーを選択し、CURSOR 0 または 1 ボタンを押
してスピーカーとリスニングポジションとの距
離を設定する。
● CURSOR 0 または 1 ボタンを押すたびに数値が
0.1m単位（フィートの場合は1ft単位）で変化しま
すので、測定した距離に最も近い値を選択してく
ださい。

※ 各スピーカーに設定した距離の差はどれも3.0m（10ft）
以下にしてください。不適切な距離を設定すると“注
意：設定範囲外”と表示されますので、スピーカーの
位置を変更して再設定してください。

※ CURSOR •またはªボタンを押して“初期化”を選択
して ENTER ボタンを押すと初期設定値に戻ります。
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1 CURSOR • または ª ボタンを押して“音声設
定”で“スピーカー設定”を選択し、ENTER ボ
タンを押す。
● スピーカー設定メニュー画面が表示されます。

『スピーカー位置』設定のしかた

スピーカーの場所と部屋の状態を設定することによって、最
適な音響効果を設定することができます。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して“スピー
カー位置”を選択し、ENTER ボタンを押す。
● スピーカー位置設定画面が表示されます。

位置：
スピーカーの設置場所を選択できます。

部屋のひびき：
スピーカーを設置した部屋の音の響き（反射）を選択で
きます。

1 壁掛け：
スピーカーを壁に設置した場合や、スピーカーのすぐ後
ろに壁がある場合に選択します。

2 棚置き ＜工場出荷時＞：
付属のスピーカースタンドを使用してテーブルやラック
の上に設置した場合に選択します。

3 床置き：
別売りのフロアスタンドに設置した場合に選択します。

※ スピーカーのすぐ後ろに壁がある場合は、“壁掛け”、
“棚置き”または“床置き”に関わらず、“壁掛け”を
選択してください。

3 “位置”を選択したとき
CURSOR 0 または 1 ボタンを押して位置を選
択し、CURSOR ªボタンを押す。

低：
厚手のカーテンを使用していて音の響きが少ない部屋の
場合（高音域がもの足りなく感じられる場合）に選択し
ます。

中 ＜工場出荷時＞：
“低”にも“高”にも該当しない部屋の場合に選択します。

高：
硬い壁が多く音の響きが多い部屋の場合（高音域が多い
と感じられる場合）に選択します。

4 “部屋のひびき”を選択したとき
CURSOR 0 または 1 ボタンを押して部屋のひ
びきの状態を選択し、CURSOR ªボタンを押す。

5 CURSOR ªボタンを押して“設定メニュー”を
選択し、ENTER ボタンを押す。
● スピーカー設定メニュー画面が表示されます。

6 CURSOR ªボタンを押して“終了（次のメニュ
ー）”を選択し、ENTER ボタンを押して設定を
確定する。
● 次のセットアップメニュー画面が表示されます。



63

rセットアップのしかたq rセットアップのしかたq

1 CURSOR 0または1ボタンを押して“視聴制限
設定”アイコンを選択し、ENTER ボタンを押す。
● 視聴制限設定メニュー画面が表示されます。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

『視聴制限設定』のしかた

視聴制限レベル：
お子さまなどに見せたくない成人向けDVDの再生が制限
できます。ただし、成人向けDVDでもディスクに視聴制
限レベルが記録されていない場合は視聴制限できません。
また、すべてのDVDの再生を禁止することもできます。

パスワード：
パスワードの変更をするときに使用します。
パスワードの初期設定は“0000”です。

3
-1

“視聴制限レベル”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

レベル0：
すべてのDVDの再生を禁止したいときに選びます。
例えば、視聴制限が記録されていない成人向けDVDの再
生を禁止したいときなど。

レベル1：
子供向けのDVDのみを再生したいときに選びます。
（成人向けと一般向けのDVDの再生を禁止します。）

制限しない ＜工場出荷時＞：
すべてのDVD（成人向け/一般向け/子供向け）を再生し
たいときに選びます。

レベル2～レベル7：
一般向けと子供向けのDVDのみを再生したいときに選び
ます。（成人向けDVDの再生を禁止します。）

3
-2

NUMBER ボタンを押してパスワード（4桁の数
字）を入力し、ENTER ボタンを押す。
● パスワードの初期設定は“0000”です。

※ 正しいパスワードを入力しないと視聴制限レベルは変
更されません。

4
-1

“パスワード”を選択したとき
ENTER ボタンを2回押す。
● パスワードの初期設定は“0000”です。

4
-2

NUMBER ボタンを押してパスワード（4桁の数
字）を入力（旧パスワード → 新パスワード →
新パスワード（再入力））し、ENTER ボタンを
押す。

5 CURSOR ªボタンを押して“終了（次のメニュ
ー）”を選択し、ENTER ボタンを押して設定を
確定する。
● 次のセットアップメニュー画面が表示されます。
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1 CURSOR 0 または 1 ボタンを押して“特殊設
定”アイコンを選択し、ENTER ボタンを押す。
● 特殊設定メニュー画面が表示されます。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

『特殊設定』のしかた

トリガー出力：
入力ファンクション（DVD/AUX1/AUX2）に対して、
それぞれTRIGGER OUT端子から出力されるDC12V電圧
の入/切の設定ができます。

キャプション：
DVDに記録されているクローズド・キャプション（字幕）
を画面に表示させるか、させないかの設定ができます。
（字幕を表示させるにはキャプションデコーダ（市販）が
必要です。）

壁紙：
停止中やCD再生中、テレビ画面に表示する画面の設定が
できます。

明るさセンサー：
周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを自動
調整する設定ができます。

ディスプレイ：
ディスプレイの明るさの設定ができます。

スライド間隔時間：
静止画（JPEG方式）再生において、次の静止画に切り
替わる時間間隔の設定ができます。

オートパワーモード：
節電のため長時間使わないときに、本機の電源を自動的
にスタンバイ状態にすることができます。

スクリーンセーバー：
スクリーンセーバー機能によってテレビ画面の焼き付を
防止します。

3
-1

“トリガー出力”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

3
-1

“DVD”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

DVD：
DVDの入力ソースに対してTRIGGER OUT端子から出力
される電源を設定するときに選択します。

AUX1：
AUX1の入力ソースに対してTRIGGER OUT端子から出
力される電源を設定するときに選択します。

AUX2：
AUX2の入力ソースに対してTRIGGER OUT端子から出
力される電源を設定するときに選択します。

切 ＜工場出荷時＞：
DVDの入力ソースに対してTRIGGER OUT端子から出力
される電源をオフにするときに選択します。

入：
DVDの入力ソースに対してTRIGGER OUT端子から出力
される電源をオンにするときに選択します。

※“明るさセンサー”が“入”に設定されている場合、
“ディスプレイ”は選択できません。

※“AUX1”または“AUX2”も同様に設定してください。
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4
-1

“キャプション”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

表示しない ＜工場出荷時＞：
キャプション（字幕）を画面に表示しないときに選択し
ます。

表示する：
キャプション（字幕）入りDVDを再生し、そのキャプ
ション（字幕）を画面に表示するときに選択します。

※ 字幕を表示させるには、市販のキャプションデコーダ
が必要です。

※ クローズド・キャプション（字幕）信号入りのDVDに
は 、 、 のマークが表示されています。

※ クローズド・キャプション（字幕）信号が入っていな
いDVDでは字幕は出ません。

※ 字幕の文字には大文字、小文字、イタリック文字（斜
体）などがありDVDによって異なります。本機では選
択することはできません。

4
-2

“壁紙”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

ピクチャー：
壁紙をピクチャーにします。

青色 ＜工場出荷時＞：
壁紙を青色にします。

灰色：
壁紙を灰色にします。

黒色：
壁紙を黒色にします。

4
-3

“明るさセンサー”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

切：
ディスプレイ照度センサーが無効になり、本機のディス
プレイの明るさを手動で調節できます。

入 ＜工場出荷時＞：
ディスプレイ照度センサーが有効になり、本機のディス
プレイの明るさを自動で調節します。
周囲が明るければディスプレイは明るくなり、暗くなれ
ば暗くなります。

4
-4

“ディスプレイ”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

明るい ＜工場出荷時＞：
ディスプレイは明くなります。

中間：
“明るい”と“暗い”の中間になります。

暗い：
ディスプレイは暗くなります。

切：
本機の操作が開始されるまでディスプレイは消灯します。

※“明るさセンサー”が“切”に設定されている場合、本
機のディスプレイの明るさを4段階で調節できます。
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4
-5

“スライド間隔時間”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い時間を選択し、ENTER ボタンを押す。

5～15SEC ＜工場出荷時：5SEC＞：
5～15秒までの範囲で、1秒単位で設定できます。

4
-6

“オートパワーモード”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

切 ＜工場出荷時＞：
電源を自動的にスタンバイ状態にしないときに選択し
ます。

入：
入力ファンクションが“DVD”のとき停止状態で約30
分経過すると自動的に本機の電源が切れ、スタンバイ状
態になります。

4
-7

“スクリーンセーバー”を選択したとき
CURSOR • または ª ボタンを押して設定した
い項目を選択し、ENTER ボタンを押す。

切 ＜工場出荷時＞：
スクリーンセーバー機能は働きません。

入：
停止や一時停止などの状態が約5分続くとテレビ画面の
焼き付きを防止するために、スクリーンセーバー機能が
働きます。

5 CURSOR ªボタンを押して“終了（次のメニュ
ー）”を選択し、ENTER ボタンを押して設定を
確定する。
● 次のセットアップメニュー画面が表示されます。

『タイマー設定』のしかた

● 本機ではファンクションが“DVD”または“TUNER”の
とき、タイマー設定ができます。

● タイマー予約をおこなう前には、必ず現在時刻を設定
（ 42ページ）してください。

■『ワンスタイマー』と『エブリタイマー』の設定

1 CURSOR 0または1ボタンを押して“タイマー
設定”アイコンを選択し、ENTER ボタンを押す。
● タイマー設定メニュー画面が表示されます。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して“ワンス
タイマー”または“エブリタイマー”を選択し、
ENTER ボタンを押す。
● それぞれのタイマー設定画面が表示されます。

ワンスタイマー：
1回のみ指定した時刻に電源のオンとスタンバイ（オフ）
の設定ができます。

エブリタイマー：
毎日1回、同じ時刻に電源のオンとスタンバイ（オフ）
の設定ができます。

時計設定：
現在の時刻が設定できます（ 42ページ）。
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3 CURSOR • または ª ボタンを押して“有効”
を選択し、ENTER ボタンを押す。

無効 ＜工場出荷時＞：
設定した“ワンスタイマー”または“エブリタイマー”
機能を動作しないときに選択します。

有効：
設定した“ワンスタイマー”または“エブリタイマー”
機能を動作するときに選択します。

4 CURSOR •、ª、0 または 1 ボタンを押して
開始時刻、終了時刻およびファンクションを選
択し、ENTER ボタンを押す。

※ ファンクションを“TUNER”にした場合は、プリセッ
トした周波数も選択してください。

※ タイマー開始時刻になると、タイマーが動作します。

1 HELP ボタンを押す。
● HELPメニュー画面が表示されます。

【例】12時35分から12時56分までプリセット番号3
（FM 82.5MHz）をエブリタイマーで聞くとき

5 CURSOR ªボタンを押して“設定終了”を選択
し、ENTER ボタンを押して設定を確定する。
● タイマーが設定されてタイマースタンバイ表示
“ ”が点灯し、タイマー予約が完了します。

6 ON/STANDBY スイッチを押す。
● スタンバイ状態になります。
（電源表示がオレンジ色になります。）

■ タイマー予約の内容を確認するには

3 CURSOR 0または1ボタンを押して“タイマー
設定”アイコンを選択し、ENTER ボタンを押す。
● タイマー設定メニュー画面が表示されます。

2 CURSOR • または ª ボタンを押して“セット
アップ”を選択し、ENTER ボタンを押す。
● 言語設定メニュー画面が表示されます。

● スタンバイ状態のときに STATUS ボタンを押すと本機の
ディスプレイでタイマーの有効または無効を確認するこ
とができます。

メモ

【例】ワンスタイマーが“有効”でエブリタイマーが“無効”
のとき

  1 on/Eoff

■ スリープタイマー/ワンスタイマー/エブリタイマー
の優先順位

スリープタイマー/ワンスタイマー/エブリタイマーの予約設
定時刻範囲が重なったときの優先順位は以下の通りです。

エブリタイマー → ワンスタイマー → スリープタイマー

■ タイマー予約の内容を変更するには
変更したい内容でタイマー予約の操作を最初からおこなって
ください。以前に予約された内容が消えて、新しく予約され
た内容になります。

■ タイマー予約を止めるとき
（タイマー動作をおこなわないとき）

タイマー設定画面で“無効”を選択します。再度動作させた
いときは“有効”を選択してください。

■ 停電になったとき
● 停電になったときや電源コードをコンセントから抜いた
後、再び電源が入ると時計表示にしたとき時計表示が点滅
します。もう一度、現在時刻を合わせてください。

● ワンスタイマーの予約内容は消去されます。もう一度タイ
マー予約をおこなってください。

● エブリタイマー内容およびチューナーのプリセット内容が
消えていた場合は、もう一度プリセットしてください。

システム設定変更後の操作

● 以上でシステム設定変更のセットアップは終了です。
『チャンネルレベル』、『ディレー時間』および『スピーカ
ー位置』は一度設定をおこなったら接続するAV機器やスピ
ーカーを取り替えたり、スピーカーの配置を変えない限り
再度設定をおこなう必要はありません。

●『二重音声出力設定』および『オートパワーモード』は、
必要に応じて設定変更してください。

セットアップメニュー画面上で HELP ボタンを押す。
● 変更した設定値が確定され、オンスクリーン表示が消え
ます。

※ 本ボタンを押すと、セットアップ中、どこからでもセッ
トアップを終了することができます。

● ワンスタイマーまたはエブリタイマー設定時に RETURN
ボタンを押すと、1つ前の設定項目に移動できます。

メモ
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セットアップの項目と初期設定（工場出荷時）

ページ初 期 設 定内　　　　　　　　　容

言語設定

OSD言語 セットアップ画面や操作画面表示のOSD言語を設定します。 日本語

音声言語 セットアップ画面や操作画面表示のOSD言語を設定します。

テレビに表示される字幕言語の設定をします。

トップメニュー（ディスクに記録されているメニュー）などの画面言語の設定
ができます。

日本語

字幕言語 日本語

メニュー言語 日本語

TVタイプ
ご使用されているテレビの映像方式（NTSC/PAL/マルチ）に応じて設定がで
きます。

NTSC

スクイーズモード 出力する画面のサイズを切り替えることができます。 切

映像設定

スピーカー設定

音声設定

チャンネルレベル
テストトーン フロント左 フロント右 サブウーハー

ディレー時間
リスニングポジションに応じて書くスピーカー、サブウー
ハーから発生される音声のタイミングを最適にするための
パラメーターです。

リスニングポジションで各スピーカーから出力されるテス
トトーンを聞きながら、各スピーカーの再生レベルが同じ
になるように設定します。 切 0 dB 0 dB 0 dB

距離 フロント左 フロント右 サブウーハー 初期化

スピーカー位置

入力モード

デジタル出力

LPCM変換モード

ダイナミックレンジ圧縮

二重音声出力設定

メートル 2.7 m 2.7 m 2.7 m オン

最適な音響効果を出すために、スピーカーの場所と部屋の
状態を設定します。

位置

DVD , AUX が選択されているときに、入力モードの設定ができます。

デジタル出力の信号形式の設定ができます。

リニアPCM音声で記録されたDVD再生のデジタル音声出力の設定ができます。

DVDを再生したときに出力される音のダイナミックレンジが設定できます。

AACソースおよびドルビーデジタルソースの二重音声内容が設定できます。

オート

ノーマル

変換しない

切

主音声

61

62

57

58

58

58、59

59

オーディオディレー 音声信号と映像信号の時間差の調整ができます。 0 mSEC 59

53

53

53

53

56

56

60

部屋のひびき

２：棚置き 中

HDMI設定
HDMI端子から映像信号を出力する時に、映像出力信号のフォーマット、デジタ
ル RGB の範囲の設定ができます。

HDMI
選択

Y Cb Cr
55、56

HDMI
フォーマット
PANEL RES.

HDMI
黒レベル
NORMAL

プログレッシブモード
DVDに記録されている映像によって、プログレッシブ変換の方法を設定するこ
とができます。

オート１ 56

SACDレイヤー スーパーオーディオCDで優先的に再生させるエリア/レイヤーが設定できます。 ステレオ 58

HDMI
オーディオ出力

切

プレーヤーモード
DVDオーディオに含まれるDVDビデオコンテンツを再生したいときに、DVDビ
デオ再生モードに設定できます。

オーディオ 56
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ページ初 期 設 定内　　　　　　　　　容

視聴制限設定
視聴制限レベル 視聴制限付きDVDの再生制限の設定をします。 制限しない

パスワード 設定変更に必要なパスワードを設定します。

入力ファンクション（DVD/AUX1/AUX2）に対して、それぞれTRIGGER OUT
端子から出力されるDC12V電圧の入/切の設定ができます。

0000

トリガー出力

壁紙 停止中やCD再生中、テレビ画面に表示する画面の設定ができます。 青色

表示しない

スライド間隔時間
静止画（JPEG方式）再生において、次の静止画に切り替わる時間の間隔を設定
できます。

5 SEC

特殊設定

音声設定

オートパワーモード

スクリーンセーバー

ワンスタイマー

時計設定

節電のため長時間使わないときに、本機の電源を自動的にスタンバイ状態にす
ることができます。

スクリーンセーバー機能によってテレビ画面の焼き付を防止します。

指定した時刻に１回だけ電源のオンとスタンバイ（オフ）ができます。

現在時刻を設定します。

切

切

無効

0:00

66

66

66、67

42、43

63

63

64

65

66

キャプション
DVDに記録されているクローズド・キャプション（字幕）を画面に表示させる
か、させないかの設定ができます。（字幕を表示させるにはキャプションデコー
ダ（市販）が必要です。）

DVD

65

AUX1

ディスプレイ ディスプレイの明るさを設定できます。 明るい 65

エブリタイマー 毎日１回同じ時刻に電源のオンとスタンバイ（オフ）ができます。 無効 66、67

AUX2

切 切 切

明るさセンサー 周囲の明るさにあわせてディスプレイの明るさを自動調整する設定ができます。 入 65
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出 力 さ れ る デ ジ タ ル 音 声 デ ー タページセ ッ ト ア ッ プ 設 定音 声 記 録 方 式

DVDビデオ

DVDオーディオ

ドルビーデジタル

CP：ON

ビデオCD

CP：OFF

DTS

48kHz

音楽CD

MP3/WMA CD

リ
ニ
ア
P
C
M

96kHz

32～48kHz/16bit PCM

44.1kHz/16bit PCM

44.1kHz/16bit PCM

LPCM変換モード：変換しない

LPCM変換モード：変換しない

MPEG 1

リニアPCM

MP3/WMA

LPCM変換モード：変換する

LPCM変換モード：変換する

LPCM変換モード：変換しない

デジタル出力：PCM変換

デジタル出力：ノーマル

デジタル出力：PCM変換

デジタル出力：ノーマル

96kHz PCM（コピープロテクト無しの場合）

48kHz/16bit PCM（コピープロテクト有りの場合）

48kHz/16bit PCM

48kHz/16bit PCM

48kHz/16～24bit PCM

2チャンネルPCM（48kHz/16bit）

DTSのビットストリーム

2チャンネルPCMデータ（48kHz/16bit）

ドルビーデジタルのビットストリーム

58

58

スーパーオーディオ
CD

出力しない（CDレイヤー再生時は44.1kHz/16bit
リニアPCM信号が出力)

DSD (ダイレクト ス

トリーム デジタル)

デジタル音声出力端子から出力される信号について

本機でディスクを再生した場合

ビットストリーム信号は録音できません。また、PCM信号であってもソフトでコピープロテクトされているものはデジタル
録音することができません。（ほとんどのDVDソフトはコピープロテクトされています。）

※ リニアPCMは音楽CDに用いられている信号記録方式です。
音楽CDでは44.1ｋHz/16bitで記録されているのに対し、DVDでは44.1ｋHz/16～96ｋHz/24bitで記録されていますので、
音楽CDよりも高音質の再生が可能です。
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PROG/DIR.

NUMBER

CHANNEL +, –
ON/STANDBYSOURCE POWER

VIDEO INPUT

MENU/GUIDE

ENTER
MODE SELECTOR

CURSOR

リモコンによる他機器の操作のしかた

テレビ、ケーブルテレビチューナーおよび
BS/CSデジタルチューナーのプリセットメ
モリーについて

お手持ちの機器のメーカーをプリセットメモリーすること
により、付属のリモコンで各社の機器を操作することがで
きます。
この設定により SOURCE POWER、VIDEO INPUT、CHANNEL
＋、CHANNEL－、GUIDE、CURSOR •ª0 1および ENTER
（リモコン表面）ボタンを使うことができます。
なお、機種によっては操作できないものや正常に動作しない
ものもあります。

工場出荷時は以下の設定になっています。

プリセット番号とメーカーMODE SELECTOR スイッチ

TV 0047 RCA TV

CABLE 0476 Motorola

DBS 0392 RCA SAT for DirecTV

1 MODE SELECTOR スイッチを操作したい機器
の位置（TV、CABLEまたはDBS）に合わせる。

※ 最初の１桁目は操作 2 をおこなってから3秒以内に入
力してください。

※ 残りの桁はそれぞれ60秒以内に入力してください。
※ PROG/DIR. ボタンまたは NUMBER ボタン以外のボタ

ンを押したり、規定時間内にボタン入力がないとプリ
セットモードは中止され、前回設定のプリセットを保
持します。

※ 本機を操作する場合は MODE SELECTOR スイッチを
“DVD”の位置に設定してください。

2 PROG/DIR. ボタンを3秒以上押す。

3 リモコンのプリセットコード一覧表（ 72ペ
ージ）を参照して、NUMBER ボタンでメモリ
ーする機器のメーカーに対応する数字（4桁）
を入力する。

● プリセットメモリー中でも押したボタンの信号は送信され
ますので、メモリー中は誤動作防止のためリモコン受光部
を覆ってください。

● リモコンのプリセットコード表中のメーカー製品であって
も形式・年式によっては使用できないものがあります。

● メーカーによってはリモコンコードを数種類持っていま
す。動作しない場合は設定を変えて確認してください。

メモ

プリセットメモリー後のテレビ、ケーブル
テレビチューナーおよびBS/CSデジタル
チューナーの操作のしかた

1 MODE SELECTOR スイッチを操作したい機器
の位置（TV、CABLEまたはDBS）に合わせる。

2 機器を操作する。
● 詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

※ 機種によっては操作できないものがあります。
※ 本機を操作する場合は MODE SELECTOR スイッチで選

択された機器で使用可能なボタンは下記の通りです。
SOURCE POWER、VIDEO INPUT、
CHANNEL －、CHANNEL＋、GUIDE、
CURSOR •ª0 1、ENTER（リモコン表面）ボタン

パンチスルーについて

通常は MODE SELECTOR スイッチを“DVD”の位置に設定し
ておきます。この場合、テレビに対して SOURCE POWER、
VIDEO INPUT、CHANNEL ＋および CHANNEL－ ボタンは有
効です。
パンチスルーの設定をするとケーブルテレビチューナーまたは
BS/CSデジタルチューナーでも上記ボタンが有効になります。

1 MODE SELECTOR スイッチをパンチスルーに
設定したい機器の位置（CABLEまたはDBS）に
合わせる。

2 SOURCE POWER ボ タ ン を 押 し な が ら
ON/STANDBY ボタンを3秒以上押す。
● パンチスルーが設定されます。

※ リモコンの乾電池を交換した場合は初期設定（テレビ）
になりますので、再度設定してください。
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CABLE

ABC 0003, 0008, 0014, 0017

ADB 1063

Alcatel 0896

Americast 0899

Auna 0277, 1269

Bell & Howell 0014

Bell South 0899

Birmingham Cable Communications

0276

British Telecom 0003

Cable & Wireless 1068

Cabletime 0448, 0665

Clearmaster 0883

ClearMax 0883

Contec 0019

Coolmax 0883

Cryptovision 0600

Digi 0637

Director 0476

Dumont 0637

DX Antenna 1500

Filmnet 0443

France Telecom 0451, 0896

General Instrument 0003, 0276, 0476, 0810

Golden Channel 1063, 1110

GoldStar 0144

Hamlin 0009, 0273

Jerrold 0003, 0012, 0014, 0276,

0476, 0810

Maspro 1510

Memorex 0000

MNET 0019, 0443

Motorola 0276, 0476, 0810, 1106,

1254, 1376

Mr Zap 1112

Multichoice 0019, 0443

Multitech 0883

NEC 1496

Noos 0817

NTL 0003, 0250, 0277, 1060,

1068

Oak 0019

Ono 1068

Pace 0237, 1060, 1068, 1877

Panasonic 0000, 0107, 1488

Panther 0637

Paragon 0000

Philips 0317, 1305

Pioneer 0144, 0533, 0877, 1021,

1500, 1877, 

Pulsar 0000

PVP Stereo Visual Matrix

0003

Quasar 0000

RadioShack 0883

Regal 0273, 0279

Runco 0000

Sagem 0817

Samsung 0144

Scientific Atlanta 0008, 0017, 0277, 0477,

0877, 1510, 1877

Sony 1006, 1460

Starcom 0003

Sumitomo 1500

Supercable 0276

Supermax 0883

Tele+1 0443

Telewest 1068

Thomson 1110

Tocom 0012

Torx 0003

Toshiba 0000, 1509

Tristar 0883

United Cable 0003

V2 0883

Videoway 0250

Viewmaster 0883

Vision 0883

Visionetics 1064

Vortex View 0883

Zenith 0000, 0525, 0899

DBS

@sat 1300

ABsat 0123

Aiwa 1514

AlphaStar 0772

Amstrad 0847

Aston 1261

Astro 0173

Atsat 1300

Blaupunkt 0173

British Sky Broadcasting

0847, 1175

Canal Digital 0853

Canal Satellite 0853

Canal+ 0853

Chaparral 0216

CityCom 1176

Crossdigital 1109

Cyrus 0200

D-box 0873

Digiturk 1076

DirecTV 0099, 0247, 0392, 0566,

0639, 0724, 0749, 0819,

1076, 1108, 1109, 1142,

1377, 1392, 1414, 1442,

1609, 1640, 1749, 1856

Dish Network System

0775, 1505, 1775

Dishpro 0775, 1505, 1775

DNT 0200

Dream Multimedia 1237

DX Antenna 1530

Echostar 0167, 0610, 0775, 0853,

0871, 1086, 1200, 1505,

1775

Expressvu 0775, 1775

Fracarro 0871

Galaxis 1111

GE 0566

General Instrument 0869

GOI 0775, 1775

Gold Box 0853

Goodmans 1246, 1284

Grundig 0173, 0847, 1330

Hirschmann 0173

Hisense 1535

Hitachi 0819, 1250, 1525

HTS 0775, 1775

Hughes Network Systems

0749, 1142, 1442, 1749

Humax 1176

iLo 1535

InVideo 0871

JVC 0775, 1531, 1775

Kathrein 0123, 0173, 0200, 0658,

1221

Kreiselmeyer 0173

■ プリセットコード一覧表



73

rセットアップのしかたq rセットアップのしかたq

LG 1226, 1414

Magnavox 0722, 0724

Marantz 0200

Maspro 1520, 1530

MediaSat 0853

Memorex 0724

Mitsubishi 0749

Motorola 0869

Multichoice 0642, 0879

Myryad 0200

NEC 1270, 1519

Next Level 0869

Nokia 0751, 0873, 1223

OctalTV 1505

Pace 0497, 0720, 0795, 0847,

0887, 1175, 1323

Panasat 0615, 0879

Panasonic 0247, 0701, 0847, 1304,

1526, 1528

Paysat 0724

Philips 0099, 0200, 0722, 0724,

0749, 0853, 1076, 1114,

1142, 1442, 1749

Pioneer 0853, 1308

Proscan 0392, 0566

Proton 1535

Radiola 0200

RadioShack 0869

RCA 0143, 0392, 0566, 0855,

1392

Sagem 0820, 1114, 1253

Samsung 1108, 1109, 1243, 1276,

1292, 1293, 1609

Sanyo 1219

Sat Control 1300

Schwaiger 1111

Sharp 1489, 1517

Siemens 0173

SKY 0847, 0856, 1175

Sky Television 1014

SM Electronic 1200

Sony 0639, 0847, 1524, 1640

Star Choice 0869

Strong 0879

Supernova 0887

TechniSat 1099

Thomson 0853, 1046, 1291

Tivo 1142, 1442

Toshiba 0749, 0790, 1285, 1501,

1530, 1749

TPS 0820, 1253

UEC 0879

UltimateTV 1392, 1640

Uniden 0722, 0724, 1521

Universum 0173

US Digital 1535

USDTV 1535

Ventana 0200

Voom 0869

Wisi 0173

Xsat 0123, 1323

Yes 0887

Zenith 0856, 1856

TV

Acura 0009

Admiral 0093, 0463

Advent 0761, 0842

Aiko 0092

Aiwa 0701, 1916

Akai 0030, 0208, 0672, 0702,

0812

Alba 0009, 0037, 0668

Albatron 0700, 0843

America Action 0180

Ampro 0751

Amstrad 0009, 0037, 0171

Anam 0009, 0180

Anitech 0009

AOC 0030

Apex Digital 0748, 0765, 0879

Audiosonic 0037

Audiovox 0092, 0180, 0451

Aventura 0171

Bang & Olufsen 0565

Basic Line 0009

Baur 0037

Beaumark 0178

Beko 0370, 0486, 0714

Bell & Howell 0154

BenQ 1032

Beon 0037

Blaupunkt 0195

Blue Sky 0668, 1037

Bradford 0180

Broksonic 0236, 0463

Bush 0009, 0037, 0668, 0698,

1037

Candle 0030

Carnivale 0030

Carver 0054

Cascade 0009

Cathay 0037

Celebrity 0000

Celera 0765

Centurion 0037

Changhong 0765

Cimline 0009

Citizen 0030, 0060, 0092

Clarion 0180

Clarivox 0037

Clatronic 0370

Commercial Solutions

0047

Condor 0370

Conrac 0808

Contec 0009, 0180

Craig 0180

Crosley 0054

Crown 0009, 0037, 0180, 0370

Curtis Mathes 0030, 0047, 0054, 0060,

0093, 0145, 0154, 0166,

0451, 0466, 0702

CXC 0180

Daewoo 0009, 0037, 0092, 0451,

0634, 0661, 0672, 1661

Dansai 0037

Dayton 0009

De Graaf 0208, 0548

Decca 0037

Dell 1080, 1178, 1264

Denon 0145, 0511

Denver 0587

Digatron 0037

Dixi 0009, 0037

Dumont 0017

Durabrand 0171, 0178, 0180, 0463,

1034

Dwin 0720, 0774

Electroband 0000

Electrograph 1755

Elin 0037, 0548

Elta 0009
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HCM 0009

Helios 0865

Hello Kitty 0451

Hinari 0009, 0037

Hisense 0748

Hitachi 0145, 0178, 0548, 0578,

0730, 0744, 1037, 1145,

1150, 1225, 1245

Hypson 0037

Hyundai 0849, 0865

Imperial 0370

Indiana 0037

Infinity 0054

Inteq 0017

Interfunk 0037

Intervision 0037

ITT 0548

JBL 0054

JCB 0000

Jensen 0761

JVC 0053, 0653, 0683, 0731,

1253

Kaisui 0009

Karcher 0610

Kathrein 0556

KEC 0180

Kendo 0037

Kenwood 0030

KLH 0765

Korpel 0037

Koyoda 0009

KTV 0030, 0180

L&S Electronic 0808

Leyco 0037

LG 0178, 0442, 0700, 0714,

0856, 1178, 1934

Emerson 0154, 0171, 0178, 0180,

0236, 0463

Envision 0030

Epson 0833, 0840

Erres 0037

ESA 0171, 0812

Ferguson 0037, 0073, 0560

Finlandia 0208

Finlux 0037

Firstline 0009, 0668

Fisher 0154, 0208, 0370

Formenti 0037

Fujitsu 0683, 0809, 0853

Funai 0171, 0180

Futuretech 0180

Gateway 1755, 1756

GE 0047, 0051, 0178, 0451

GEC 0037

Geloso 0009

Gibralter 0017, 0030

Go Video 0886

GoldStar 0030, 0037, 0178

Goodmans 0037, 0360, 0634

Gorenje 0370

Graetz 0714

Granada 0037, 0208

Grandin 0610

Grundig 0195, 0487, 0556, 0587,

0706

Grunpy 0180

Haier 1034

Hallmark 0178

Hanseatic 0037, 0556, 0661, 0808

Harman/Kardon 0054

Harvard 0180

Havermy 0093

Liesenk & Tter 0037

Loewe 0136, 0633

LXI 0047, 0054, 0154, 0156,

0178

M Electronic 0009, 0037, 0480

Magnavox 0030, 0054, 0706, 1454

Marantz 0030, 0037, 0054, 0556,

0704, 0855, 1154

Mark 0037

Matsui 0009, 0037, 0208, 0443,

0487

Matsushita 0250, 0650

Maxent 1755

Mediator 0037

Medion 0668, 0808, 1037

Megapower 0700

Megatron 0145, 0178

Memorex 0009, 0150, 0154, 0178,

0463, 1037

Metronic 0625

Metz 0447, 0746

MGA 0030, 0150, 0178

Micromaxx 0808

Microstar 0808

Midland 0017, 0047, 0051

Minerva 0487

Mitsubishi 0093, 0108, 0150, 0178,

0250, 0836, 0868, 1150,

1250

Mivar 0609

Monivision 0700, 0843

Motorola 0093

MTC 0030, 0060

Multitech 0009, 0180

Myryad 0556

NAD 0156, 0178, 0866

NEC 0030, 0156, 0497, 0704,

0882, 1704

Neckermann 0037, 0556

NEI 0037

NetTV 1755

Nikkai 0037

Nikko 0030, 0092, 0178

Nokia 0480, 0548

Norcent 0748, 0824

Nordmende 0560

NTC 0092

Onwa 0180

Optimus 0154, 0166, 0250, 0650

Optoma 0887

Optonica 0093

Orion 0037, 0236, 0443, 0463,

1463

Otto Versand 0037, 0556

Palladium 0370

Panasonic 0051, 0250, 0650, 1410

Pausa 0009

Penney 0030, 0047, 0051, 0060,

0156, 0178

Philco 0030, 0054

Philips 0037, 0054, 0556, 0690,

1154, 1454

Phonola 0037

Pilot 0030, 0706

Pioneer 0166, 0679, 0760, 0866,

1260

Portland 0092

Prima 0761

Princeton 0700, 0717

Prism 0051

Profex 0009

Proscan 0047



75

rセットアップのしかたq rセットアップのしかたq

Sharp 0093, 0491, 0688, 0689,

0787, 0818, 0851, 1193

Sheng Chia 0093

Siemens 0037, 0195

Sonitron 0208

Sonoko 0009, 0037

Sonolor 0208

Sontec 0037

Sony 0000, 0834, 1010, 1300,

1651

Soundesign 0178, 0180

Soundwave 0037

Squareview 0171

SSS 0180

Standard 0009

Starlite 0180

Studio Experience 0843

Superscan 0864

Supreme 0000

SVA 0587, 0748, 0865, 0872

Sylvania 0030, 0054, 0171

Symphonic 0171, 0180

Sysline 0037

T + A 0447

Tandy 0093

Tatung 0037, 1756

TCM 0808

Teac 0037, 0698

Technics 0051, 0250, 0650

Technisson 0714

Techwood 0051

Teknika 0054, 0060, 0092, 0150,

0180

Telefunken 0625, 0702

Teletech 0009

Thomson 0560, 0625

Thorn 0037

TMK 0178

TNCi 0017

Toshiba 0060, 0154, 0156, 0508,

0618, 0650, 0718, 0832,

0845, 1256, 1704

TVS 0463

Universum 0037, 0370

V7 VideoSeven 1755

Vector Research 0030

Vestel 0037

Victor 0053, 0653

Videocon 0508

Vidikron 0054

Vidtech 0178

Viewsonic 0857, 0864, 0885, 1755

Vizio 0864, 0885, 1756

Wards 0030, 0054, 0178, 0866

Watson 0037

Waycon 0156

Westinghouse 0889

White Westinghouse 0337, 0463

Xenius 0661

Yamaha 0030, 0833, 0838, 0839

Yapshe 0250

Yoko 0037

Zenith 0017, 0092, 0178, 0463

Protech 0009, 0037, 0668

Proton 0178, 0466

Pulsar 0017

Pye 0037

Quasar 0051, 0250, 0650

Quelle 0037

R-Line 0037

Radiola 0037

RadioShack 0030, 0047, 0154, 0178,

0180

RCA 0047, 0090, 0679, 1047,

1247, 1547

Realistic 0030, 0154, 0178, 0180

Relisys 0865

Reoc 0714

Revox 0037

Roadstar 0009

Runco 0017, 0030, 0497, 0603

Sagem 0610

Saisho 0009

Salora 0548

Sampo 0030, 1755

Samsung 0009, 0030, 0037, 0060,

0090, 0178, 0370, 0556,

0587, 0618, 0682, 0702,

0766, 0812, 0814, 1060

Sansui 0463, 0706

Sanyo 0088, 0154, 0208, 0798,

0799, 0893

SBR 0037

Schneider 0037, 0668

Scotch 0178

Scott 0178, 0180, 0236

Sears 0047, 0054, 0154, 0156,

0171, 0178

SEG 0668, 1037
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サラウンドについて

ドルビーサラウンドについて

■ ドルビーデジタル
● ドルビーデジタルは、ドルビー研究所が開発したマルチチ
ャンネルデジタル信号フォーマットです。
再生チャンネルはCDと同等以上の再生帯域（高域は
20kHz以上再生可）を持つフロント3ch（フロント左（FL）、
フロント右（FR）、センター（C））とサラウンド2ch（サ
ラウンド左（SL）、サラウンド右（SR））に加え、低域
（～120Hz）効果音専用のLFE（ロー・フリクエンシー・
エフェクト）の合計5.1chに対応しており、さらにモノラ
ル1chやステレオ2ch、ドルビープロロジック信号の伝送
など幅広い対応ができます。

● また、各チャンネルの信号はそれぞれ完全に独立して記録
されるため、各信号間の干渉、クロストークなどで劣化す
る心配がありません。これらのデジタル信号を、高効率符
号化技術によってCDの半分以下のデータ量（最大
640kbps）にて伝送可能といった特徴を持っています。

● この特徴を映画のサウンドトラックに生かし、映画館用に
開発されたサラウンドシステムが『DOLBY SR-D（ドル
ビーステレオデジタル）』です。従来一般的であったドル
ビーサラウンド（ドルビープロロジック）がアナログ・マ
トリクス方式であったのに対して、各チャンネルが完全に
独立したデジタル・ディスクリート方式となり、音の遠近
感、移動感、定位感のある音場をよりリアルに再現するこ
とができるようになりました。そしてドルビーデジタル対
応メディアであるLD、DVDなどは、AVルームでDOLBY
SR-Dのサラウンドトラックをそのまま再現することを可
能にしたため、映画館と同様に驚くほどリアルで圧倒的な
臨場感を生み出します。

◎ドルビーデジタルとドルビープロロジック

［ドルビーデジタル対応LDの記録信号スペクトラム］35mmドルビー
SR-Dフィルム

光学アナログ
音声トラック

光学デジタル音声トラック
（5.1チャンネル）

1 2 4 6 8 14（MHz）

FM音声信号

（dB） デジタル
音声信号

FM
音声信号

音声信号
(圧縮)記

録
レ
ベ
ル

サラウンドchの
高域再生限界

記録（素材）ch数 5.1ch 2ch

再生ch数 5.1ch 4ch

再生ch構成（MAX） L/R/C/SL/SR/SW L/R/C/S（SWは推奨）

音声処理

デジタルディスク
リート処理

ドルビーデジタル
エンコード/デコード

アナログマトリックス
処理

ドルビーサラウンド

20kHz 7kHz

◎ SR-Dとドルビーデジタルの関係

◎ドルビーデジタル対応メディアとその再生方法

ドルビーデジタル対応マーク：
以下の内容は一般的な例です。
必ずお手持ちの再生機器の取扱説明書とあわせて確認してく
ださい。

その他
（衛星放送、
CATVなど）

LD（VDP）
ドルビーデジタルRF
出力専用同軸端子

※1

入力モードを『オート』
に設定します

（ 57ページ）。

DVD
光または同軸デジタル
出力（PCMと共通）

※2

入力モードを『オート』
に設定します

（ 57ページ）。

光または同軸デジタル
出力（PCMと共通）

入力モードを『オート』
に設定します

（ 57ページ）。

※1：デジタル入力端子にドルビーデジタルRFを接続するときは、
市販のアダプターを使用してください。（アダプターの取扱説
明書を参照してください。）

※2：本機でドルビーデジタルサラウンド再生をおこなう場合は、
『セットアップ』の『音声設定』で『デジタル出力』を『ノー
マル』に設定してください。（工場出荷時は『ノーマル』に設
定されています。）
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■ ドルビープロロジックII
● ドルビープロロジックIIは、従来のドルビープロロジック
回路をさらに進化させたフィードバックロジックステアリ
ング技術を用いて、ドルビー研究所により開発された新し
いマルチチャンネル再生方式です。

● ドルビーサラウンド録音されたソース（＊）に加え、音楽
ソースなどの通常のステレオ録音ソースも5ch（FL、FR、
C、SL、SR）の信号にデコードし、サラウンド再生を楽
しむことができます。

● サラウンドチャンネルの再生周波数帯域は、帯域制限のあ
った従来のドルビープロロジックに比較して広帯域（20～
20kHz以上）になっています。また、従来サラウンドチャ
ンネルはサラウンドL（左）＝サラウンドR（右）のモノラ
ル再生でしたが、新たにステレオ信号として再生する方式
をとっています。

＊：“ドルビーサラウンド録音されたソース”とは
● 3ch以上で構成されるサラウンド信号を、ドルビーサラ
ウンドエンコード技術によって2chの信号として記録し
たソースです。

● DVD、LD、ステレオVCRで再生される映画のサウンド
トラックをはじめ、FM、TV、BS、CSなどのステレオ
放送信号にて用いられています。

● この信号に対して、プロロジックデコードを施すことに
より、マルチチャンネルでのサラウンド再生が可能にな
りますが、一般的なステレオ機器でそのままステレオ再
生することも可能です。

● DVDのドルビーサラウンド録音信号には2種類あります。
① PCMステレオ2ch信号
②ドルビーデジタル2ch信号

◎ドルビーサラウンド録音されたソースには以下のロゴマ
ークが表示されています。

ドルビーサラウンド対応マーク：

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”、“Pro Logic”およびダブルD記号はドルビーラ
ボラトリーズの商標です。

DTSデジタルサラウンドについて

● DTSデジタルサラウンド（または単にDTSと呼ばれます）
は、デジタル・シアター・システムズ社が開発したマルチ
チャンネルデジタル信号フォーマットです。

● 再生チャンネルや再生帯域はドルビーデジタルと同様、FL、
FR、C、SL、SRの5chに加えてLFE 0.1chを持つ5.1chで、
他にステレオ2chモードがあります。いずれも各チャンネ
ルの信号は完全に独立して記録されるため、各信号間の干
渉、クロストーク等で劣化する心配はありません。

● DTSはドルビーデジタルに対して比較的高いビットレート
（CD/LDで1234kbps、DVDは1536kbpsか768kbps）と
なり、相対的に低い圧縮率で動作するのが特徴です。その
ためデータ量が多く、映画館においてのDTS再生はフィル
ムと同期をとったCD-ROMを別途再生する方法がとられて
います。
もちろんLDやDVDにおいてはそういった心配はなく、1枚
のディスクに映像とサウンドが同時に記録できるため、他
のフォーマットと同様の取り扱いができます。

● この他のメディアにはDTS録音されたCDがあります。こ
れは従来の（2ch録音された）CDと同様のメディアに
5.1chのサラウンド信号が記録されたもので、映像はあり
ませんが、本機やCDプレーヤーを使ってサラウンド再生
が可能となるという特徴があります。
DTSによるサラウンドトラック再生も映画館とAVルーム
の間で基本的な違いはなく、映画館と同様の緻密で雄大な
サウンドを楽しむことができます。

◎ DTS対応メディアとその再生方法

ドルビーデジタル対応マーク： または

以下の内容は一般的な例です。必ずお手持ちの再生機器の取
扱説明書とあわせて確認してください。

“DTS”、“DTS Virtual”および“DTS Digital Surround”
はデジタル・シアター・システムズ社の登録商標です。

DVD

CD
光または同軸デジタル
出力（PCMと共通）

※4

入力モードを『オート』また
は『DTS』に設定します
（ 57ページ）。
絶対に『アナログ』や『PCM』
モードには切り替えないでく
ださい。※3

LD
（VDP）

光または同軸デジタル
出力（PCMと共通）

※4

入力モードを『オート』また
は『DTS』に設定します
（ 57ページ）。
絶対に『アナログ』や『PCM』
モードには切り替えないでく
ださい。※3

光または同軸デジタル
出力（PCMと共通）

※5

入力モードを『オート』また
は『DTS』に設定します
（ 57ページ）。

※3： CDやLDのDTS信号は、通常のCDやLDにおけるPCM信号が
そのままDTS信号に置き換わった形で記録されています。そ
のためCD、LDプレーヤーのアナログ出力からはDTS信号が
ノイズとなって出力されます。このノイズをアンプによって
再生した場合、最悪のケースでは本機やスピーカーなどの周
辺機器が故障する可能性があります。これらの問題を避ける
ため、DTSで記録されたCDやLDを再生する前に、入力モー
ドを必ず『オート』または『DTS』モードへ切り替えてから、
ディスクの再生をおこなうようにしてください。また再生中
は絶対に『アナログ』および『PCM』モードへは切り替えな
いでください。本機やLD/DVDコンパチプレーヤーでDTS録
音されたCDやLDの再生をおこなうときも同様です。なお
DVDメディアの場合は、DTS信号は専用の記録方式で記録さ
れているため、問題はありません。

※4： CDまたはLDプレーヤーなどで、デジタル出力に何らかの信
号処理（出力レベル調整、サンプリング周波数変換など）が
おこなわれている場合があります。この場合誤ってDTS信号
に信号処理がおこなわれてしまい、本機と接続しても正しく
再生できずノイズなどが発声することがありますので、はじ
めてDTS再生をおこなう場合はまずマスターボリウムを絞り、
DTSディスクの再生を開始すると本機のDTSインジケーター
（ 38ページ参照）が点灯することを確認してからマスタ
ーボリウムを上げるようにしてください。

※5：本機でDTSデジタルサラウンド再生をおこなう場合は、『セット
アップ』の『音声設定』で『デジタル出力』を『ノーマル』に
設定します。（工場出荷時は『ノーマル』に設定されています。）
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ドルビーバーチャルスピーカーについて

ドルビーバーチャルスピーカー（Dolby Virtual Speaker）技
術は、ドルビーラボラトリーズ社の専有技術により、フロン
ト2チャンネルスピーカーだけでサラウンド音場の仮想化を
おこなっており、実際にサラウンドスピーカーを設置してい
るかのような再生が体験できます。

■ ドルビーバーチャルスピーカーの特長
● 正確なサラウンド音場定位
仮想サラウンドスピーカーの位置は、左方向に105°右方
向に105°として処理されます。

● マルチチャンネルプログラムを制作者の意図通りに再生
各チャンネルの音はミキシング時に、設定された位置に再
生されます。例えば、左後方に設定されたものは左後方か
ら聞こえます。

● ステレオプログラムがサラウンドに
ドルビープロロジックIIとの連携動作によりステレオプロ
グラムからも豊かなサラウンド音場を創造します。

● リスニングモード選択
標準（REFERENCE）モードとワイド（WIDE）モードが
提供されます。

ワイドモード

：フロント2チャンネル

：ドルビーバーチャルスピーカーによる仮想音源

標準モード

AACについて

● MPEG2-AAC（ Advanced Audio Coding）はMPEG
（Moving Picture Experts Group）が開発したマルチチャ
ンネル音声フォーマットです。

● その特長は、高音質・高圧縮率を両立できることです。
特に低ビットレート（高圧縮率）の環境においてドルビー
デジタルやMP3（MPEG Layer-3）など、従来のフォーマ
ットに比べて高い音質を維持することができます。具体的
にはわずか96kbpsという低ビットレートで、CD並みとい
われる品質のステレオ音声を伝送することができます。

● その特長を生かしてポータブルオーディオなどへの応用が
増加している一方、多チャンネルに対応しても全体のビッ
トレートを低く抑えることができるため、日本のBSデジタ
ル放送における5.1chサラウンド放送をはじめとする、サ
ラウンドシステムへの応用が始まりました。

● MPEG2-AACは元々映像信号と音声信号の複合データであ
るMPEGデータの音声規格として開発されたため、その用
途に応じて求められるスペックは多岐に渡ります。映像と
組み合わせたトータルのビットレートを低く抑えるため低
ビットレートでの音質確保、また多チャンネル伝送時のデ
ータ量低減、業務用途のみに特化することなく使えるデー
タ処理の簡略化、それらは相反する要素を持ちますが、い
ずれの要求も満たせる様配慮され非常に柔軟性の高い規格
になっています。そのため音声信号の種類やそのデータ作
成環境に適合させるためにMAIN/LC/SSRプロファイルと
いう3種類のデータ構造を持っています。

◎MPEG2-AACのスペック（概要）
● アルゴリズム：

MAINプロファイル
LC(Low Complexity)プロファイル
SSR(Scalable Sampling Rate)プロファイル

● サンプリング周波数：
8kHzから96kHzまで対応

● チャンネル数：
最大48チャンネルのマルチチャンネル伝送に対応

● その他の機能：
LFE(Low Frequency Effect)サポート
マルチリンガル（複数言語）サポート

この中で本機は、BSデジタル放送にて使用される32kHzか
ら48kHzまでのサンプリング周波数と、LCプロファイルの
再生に対応しております。またチャンネル数は最大5.1chの
データに対応します。
※ MPEGによる音声規格は他にLayer-1、2、3等がありま

すが、それらとAACの間に互換性はありません。本機は
その中でさきに述べたAACの再生に対応します。

◎以下がAACに関する米国パテントナンバーです。

08/937,950
5848391
5,291,557
5,451,954
5 400 433
5,222,189
5,357,594
5 752 225
5,394,473
5,583,962
5,274,740
5,633,981

5 297 236
4,914,701
5,235,671
07/640,550
5,579,430
08/678,666
98/03037
97/02875
97/02874
98/03036
5,227,788
5,285,498

5,490,170
5,264,846
5,268,685
5,375,189
5,581,654
05-183,988
5,548,574
08/506,729
08/576,495
5,717,821
08/392,756

ドルビーヘッドホンについて

ドルビーラボラトリーズと豪州レイクテクノロジー社との共
同開発による立体音響技術で、サラウンド音場を通常のヘッ
ドホンで再生できる技術です。
元来、ヘッドホンではすべての音が頭の中でなってしまい長
時間の鑑賞は苦痛となりますが、部屋でのスピーカー再生を
シュミレートしたドルビーヘッドホンは音源が前方あるいは
側面にしっかり頭外定位するため、まるで映画館かホームシ
アターにいるような迫力のあるサウンドを聞くことが可能で
す。この技術は主としてドルビーデジタルまたはドルビー
プロロジックサラウンドのデコード機能を組み込んだマル
チチャンネルオーディオ/ビデオ機器を対象にしており、高
性能デジタル信号処理用チップ（DSP）に組み込んで動作
させます。
ドルビーヘッドホンはマルチチャンネル音源だけでなくステ
レオプログラムにも効果的です。
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各 モ ー ド に お け る 信 号 の 有 無 と 制 御 の 可 否

チャンネル出力

FRONT
L/R

SUB-
WOOFER

サラウンドモード
DVS:

Dolby Virtual Speaker
DHP:

Dolby Headphone

REFERENCE

WIDE

DOLBY H/P

BYPASS

STEREO

ROCK ARENA

JAZZ CLUB

CC

CC

CC (H/P only)

CC (H/P only)

CC

CC

CC

CC

CC

EE

EE

CC

CC

CC

DVS

DHP

CC : 信号あり、または制御可能
4 : 2チャンネルデコードモード設定により、選択可能
EE : 信号なし、または制御不可能

D.MIX : ダウンミックス処理により対応
PLII : PLII処理により対応

入力ファンクションごとの再生信号とサラウンドモード

DVD / USB / AUX (AUX1, 2, 3)

ドルビーデジタル信号
再生時

DTS信号
再生時

PCM信号
再生時

2チャンネル マルチ
チャンネル

マルチ
チャンネル 2チャンネル

AUX1 / AUX2 /
AUX3 / TUNER /
iPod / Portable

アナログ信号
再生時

2チャンネル

4 PLII

4 PLII

4 PLII

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC D.MIX

CC

CC

CC D.MIX

CC 4 PLII

CC 4 PLII

CC 4 PLII

CC D.MIX CC

CC D.MIX CC

CC CC

CC CC

4 PLII

4 PLII

4 PLII

CC

CC

CC

CC

AAC信号
再生時

2チャンネル マルチ
チャンネル

4 PLII

4 PLII

4 PLII

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC D.MIX

CC

CC

CC D.MIX

各 モ ー ド に お け る 信 号 の 有 無 と 制 御 の 可 否

SDB トーン
コントロール

サラウンドモード
DVS:

Dolby Virtual Speaker
DHP:

Dolby Headphone

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC (OFF)

CC : 信号あり、または制御可能
EE : 信号なし、または制御不可能
*1 : 2チャンネルデコードモード（VIRTUAL1、VIRTUAL2）を選択可能
*2 : 2チャンネルデコードモード（CINEMAまたはMUSICモード）を選択可能

サラウンドパラメーター　（ ）内は初期設定値

2チャンネル
デコードモード

ドルビーデジタル/DTS/AAC
信号再生時

CC *1 (VIRTUAL1)

CC *2 (CINEMA)

EE

EE

CC (0dB)

CC (0dB)

CC (0dB)

EE

CC (0dB)

CC (0dB)

CC (0dB)

EE

LFE

CC *1 (VIRTUAL1)

CC *2 (CINEMA)

REFERENCE

WIDE

DOLBY H/P

BYPASS

STEREO

ROCK ARENA

JAZZ CLUB

DVS

DHP

サラウンドモードとパラメーター一覧表
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保証とサービスについて

z この商品には保証書が添付されております。
保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡
し致しますので、記載内容をご確認のうえ大切に保存し
てください。

x 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買
い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口が修理を申
し受けます。
但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有
料修理となりますので、ご注意ください。
詳しくは、保証書をご覧ください。

※ 修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修
理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

c 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店また
はお近くの修理相談窓口にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望
により有料修理致します。

v 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8
年です。

bお客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内
のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記
載内容を利用させていただく場合がございますので、あ
らかじめご了承ください。

nこの商品に添付されている保証書によって、保証書を発
行している者（保証責任者）およ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。

m 保証および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相談窓口にご相談ください。

※ 当社製品のお問い合わせについては、お客様相談窓口
にご連絡ください。
詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓
口一覧表』をご参照ください。

HDCD®（ High Definition Compatible
Digital®）デコーダについて

HDCDは従来のCDフォーマットとの互換性を保ちながら、デ
ジタルレコーディング時に起こる歪みを大幅に低減するエン
コーディング・デコーディング技術で、ダイナミックレンジ
の拡大とハイレゾリューションを実現できます。
このHDCDデコーダを搭載することで、HDCD対応ディスク
を再生することによりHDCDの特長である高解像度、低歪の
特性を引き出し、なおかつDENONのデジタルテクノロジー
と融合することで、HDCDに秘められた高音質を最大限に発
揮することができます。また、通常のCDディスクとHDCD対
応CDディスクとを自動的に判別して、それぞれに適応した
デジタル信号処理をおこなっています。

®、HDCD®、High Definition Compatible Digital® お
よびMicrosoft® は、米国内や他の国におけるマイクロソフ
ト社の登録商標または商標です。HDCDシステムはマイクロ
ソフト社からのライセンスに基づき製造されています。この
製品は下記の1つ以上の特許によって保護されています。米
国内：5,479,168、5,638,074、5,640,161、5,808,574、
5,838,274、5,854,600、5,864,311、5,872,531。オース
トラリア国内：669114。その他の特許は出願中。

AL24 Processingについて
（ステレオモードのみ）

AL24 Processingは、DENONの高音質テクノロジーとして
高い評価を得たALPHA Processingをさらに進化させた、ア
ナログ波形再現技術です。その性能は量子化による高調波歪
みをさらに低減させたことをはじめ、次世代のメディアとし
て注目されるハイビット化、ハイサンプリング化にも対応し
ています。
AL24 Processingは、デジタルデータとしてソースに記録さ
れたときに失われた信号を補い、録音以前に存在したはずの
音に限り無く近い滑らかなアナログ波形で再現します。
AL24 Processingの採用でＣＤ、ＷＭＡ、ＭＰ3などの再生
時に、今までのシステムでは再現が困難だったホールに吸い
込まれるような残響音の微少レベルまでをリアルに再現する
ことができます。

“DCDi™”プログレッシブスキャン回路に
ついて

高精度なプログレッシブスキャン回路“DCDi™”を搭載して
いますので、映画などのDVDソフトをオリジナルに近い映像
で再現できます。

“DCDi™”はFaroudja、ジェネシスマイクロチップ社の登録
商標です。

スーパーオーディオCDマルチチャンネル再
生ついて

スーパーオーディオCDのマルチチャンネルディスクの再生
が可能です。本機はマルチチャンネルソースを再生した場合、
音声は2チャンネルにダウンミックスして出力されます。
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関連ページ処　置原　因現　象

■ 各接続は正しいですか
■ 取扱説明書に従って正しく操作していますか
■ スピーカーや接続した機器は正しく動作していますか
本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。
なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、電源を切り、
電源プラグを電源コンセントから抜きとり、お買い上げの販売店にご相談ください。
もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談窓口またはお近
くの修理相談窓口にご連絡ください。

故障かな？と思ったら

電源を入れてもディス
プレイが点灯せず、音
も出ない。

● 電源コードの差し込みが不
完全である。

● 電源コンセントへの電源プ
ラグの差し込みを点検して
ください。

18

ディスプレイは点灯す
るが、音が出ない。

● スピーカーコードの接続が
不完全である。

● 入力ファンクションが不適
当である。

● VOLUMEつまみが絞って
ある。

● ミューティングがかかって
いる。

● デジタル信号が入力されて
いない。

● しっかり接続してください。

● 正しいファンクションに切
り替えてください。

● 適当な位置まで回してくだ
さい。

● ミューティングを解除して
ください。

● デジタル信号の入力ソース
を正しく選択してください。

モニターが映らない。

● 本機の映像出力端子とモニ
ターの入力端子の接続が不
完全である。

● モニターTVの入力設定が
違う。

● 接続が正しいか確認してく
ださい。

● テレビの入力切り替えを映
像入力を接続した端子に設
定してください。

DVDからVCRにダビン
グできない。

● ほとんどの映画ソフトには
コピー防止信号が入ってい
ます。

● コピーはできません。

16

38

19

19

21、39

17、21、
22

ー

ー

サブウーハーの保護表
示が点灯している。

● システムコードの接続が不
完全である。

● コードが正しく接続されてい
るかどうか調べてください。
コードが正しく接続されてい
ても保護表示が点灯している
場合は、故障の可能性があり
ます。

16

（社）日本音楽著作権協会（JASRAC）
本 　 　 　 部
北 海 道 支 部
盛 岡 支 部
仙 台 支 部
長 野 支 部
大 宮 支 部
上 野 支 部
東 京 支 部
西 東 京 支 部
東京ｲﾍ ﾞ ﾝ ﾄ ･
ｺ ﾝ ｻ ｰ ﾄ 支 部
立 川 支 部
横 浜 支 部
静 岡 支 部
中 部 支 部
北 陸 支 部
京 都 支 部
大 阪 支 部
神 戸 支 部
中 国 支 部
四 国 支 部
九 州 支 部
鹿 児 島 支 部
那 覇 支 部

TEL.03 (3481) 2121
TEL.011 (221) 5088
TEL.019 (652) 3201
TEL.022 (264) 2266
TEL.026 (225) 7111
TEL.048 (643) 5461
TEL.03 (3832) 1033
TEL.03 (3562) 4455
TEL.03 (5321) 9530
TEL.03 (5321) 9881

TEL.042 (529) 1500
TEL.045 (662) 6551
TEL.054 (254) 2621
TEL.052 (583) 7590
TEL.076 (221) 3602
TEL.075 (251) 0134
TEL.06 (6244) 0351
TEL.078 (322) 0561
TEL.082 (249) 6362
TEL.087 (821) 9191
TEL.092 (441) 2285
TEL.099 (224) 6211
TEL.098 (863) 1228

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど
のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき
ません。
■ 放送やCD、DVD、その他の録音物（ミュージッ

クテープ、カラオケテープなど）の音楽作品は、
音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法によ
り保護されています。

■ 従って、それらから録音したテープを売ったり、
配ったり、譲ったり、貸したりする場合、およ
び営利（店のBGMなど）のために使用する場
合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。

■ 使用条件は、場合によって異なりますので、詳
しい内容や申請、その他の手続きについては、
『日本音楽著作権協会』（JASRAC）の本部ま
たは最寄りの支部にお尋ねください。

■ ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、
公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）す
ることは、法律により禁止されています。

■ ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を
複製しても、コピー防止機能の働きにより、複
製した画像は乱れます。

■ 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障され
た著作権保護技術を搭載しています。この著作
権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレー
ションの認可が必要であり、マクロビジョンコ
ーポレーションの許可なしでは、一般家庭用ま
たは他の限られた視聴用だけに使用されるよう
になっています。改造または分解は禁止されて
います。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほ
かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
なお、この商品の価格には著作権法の定めにより、私
的録音補償金が含まれております。

お問い合わせ先
（社）私的録音補償金管理協会

1 03（5353）0336

著作権についてのご注意
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関連ページ処　置原　因現　象

FM放送に“ザー”とい
う雑音が入る。

● アンテナケーブルが正しく
接続されていますか。

● アンテナケーブルを正しく
接続してください。

● 屋外アンテナを接続してく
ださい。

17

23

リモコンで操作でき
ない。

● 乾電池が消耗している。

● リモコンとリモコン受光部
との間が離れすぎている。

● リモコン受光部との間に障
害物がある。

● 乾電池の<、>が間違って
いる。

● MODE SELECTORスイッチ
の位置が異なっている。

● 新しい乾電池に交換してく
ださい。

● リモコン受光部に近づいて
ください。

● 障害物を取り除いてください。

● <、>を確かめて正しく入
れてください。

● ご使用になりたい機器に
MODE SELECTORスイッチ
を設定してください。

18

18

18

18

71

AM放送に“シー”や
“ザー”という雑音が
入る。

● テレビなどから雑音が入っ
ていませんか。または、放
送局の干渉音が聞こえませ
んか。

● テレビを消してください。
● AM用ループアンテナの位置
や向きを変えてください。

ー
ー

関連ページ処　置現　象

ー
10
11

ー

ー

1ボタンを押しても再
生が始まらない。また
は、すぐに停止する。

● 結露していませんか？（1、2時間放置してください。）
● DVD、ビデオCD、音楽CD以外は再生できません。
● ディスクが汚れているのできれいに拭いてください。

ビデオCDのメニュー再
生ができない。

● プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニューを
再生できません。

早送り/早戻しをしたら
画像が乱れる。

● 多少乱れが生じることがありますが、故障ではありません。

各ボタンが操作できない。● ディスクによってはその操作を禁止している場合があります。

字幕が出ない。
● 字幕の入っていないDVDは字幕が表示されません。
● 字幕が『切』になっていますので、字幕を設定してください。

音声（または字幕）言
語が切り替えられない。

● 複数の言語が入っていないディスクは切り替えられません。
● 音声（または字幕）切り替え操作では切り替えられず、DVD
メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。

アングルを変えてみる
ことができない。

● 複数のアングルが記録されていないDVDは、アングルを切り
替えられません。また、複数のアングルは特定の場面のみ記
録されているものがあります。

タイトルを選択しても
再生が始まらない。

●『視聴制限レベル』の設定を確認してください。

視聴制限で設定した暗
証番号を忘れた。
初期設定のすべての項
目を工場出荷時に設定
に戻す。

●「マイコンの初期化について」を参照して初期化してください。

初期設定で選択した音
声言語、字幕言語にな
らない。

● DVDにその言語の音声や字幕が入っていないときは選択して
いる言語になりません。

ー

ー
53

ー
26

ー

63

51

53

希望の言語でメニュー
画面のメッセージが出
ない。

●『言語設定』の『メニュー言語』を確認してください。 53

音が聞こえない。また
は、聞きづらい。

●『デジタル出力』または『ダイナミックレンジ圧縮』の設定
を確認してください。

● スーパーオーディオCDはデジタル出力されません。アナログ
接続をおこなってください。

57、58

21、23

4：3（16：9）の画像
で映らない。

● 本体背面のWIDE/LB/PSスイッチを正しく設定してください。 17

iPodを接続中、テレ
ビ画面に“？”文字
を表示する。

● iPodのデータの中に、日本
語の文字が含まれている。

● 日本語の文字がiPodのデー
タに含まれている場合には、
“？”文字に置き換えて表
示します（故障ではありま
せん）。

ー

iPodのスライドショ
ーがテレビに出力さ
れない。

● 接続されているモニター/テ
レビがHDMIのみで接続され
ている。

● iPodのスライドショーを再
生する場合には、モニター/
テレビと本機をビデオコー
ドまたはS端子用接続コード
で接続し、モニター/テレビ
の映像入力切り替えを接続
した映像端子（黄）またはS
映像端子に切り替えてくだ
さい。

● iPodのスライドショー設定
の項目を正しく設定してく
ださい。詳しい操作方法は
iPodの取扱説明書をご覧く
ださい。

17、21

ー
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■ 時 計 / タ イ マ ー 部
時 計 方 式
タ イ マ ー

■ 総 合
電 源
消 費 電 力

最 大 外 形 寸 法

質 量

■ リ モ コ ン ユ ニ ッ ト
リ モ コ ン 方 式
電 源

■ ス ピ ー カ ー 部
● ス ピ ー カ ー シ ス テ ム
形 式

最 大 外 形 寸 法
質 量

● サ ブ ウ ー ハ ー
形 式

最 大 外 形 寸 法

質 量

■ オ ー デ ィ オ 部
● パ ワ ー ア ン プ 部
定 格 出 力

● ア ナ ロ グ 部
入力感度/入力インピーダンス
S / N 比

■ チ ュ ー ナ ー 部
受 信 周 波 数 範 囲
受 信 感 度
F M ス テ レ オ 分 離 度

■ ビ デ オ 部
● 標 準 映 像 端 子
出力レベル /インピーダンス

● S 映 像 端 子
出力レベル /インピーダンス

● 色差（コンポーネント）映像端子
出力レベル /インピーダンス

■ D V D 部
● 信 号 形 式
● 対 応 デ ィ ス ク

● ア ナ ロ グ 音 声 出 力

主な仕様

rその他についてq rその他についてq

フロント ：70W＋70W（負荷4Ω）
サブウーハー：140W（負荷3Ω）（EIAJ）

200mV/47kΩ
92dB（STEREOモードのDIRECT ON時）

FM：76MHz～108MHz AM：522kHz～1629kHz
FM：1.5μV/75Ω AM：20μV
35dB（1kHz）

1Vp-p/75Ω

Y（輝度）信号：1Vp-p/75Ω
C（色）信号 ：0.286Vp-p/75Ω

Y信号 ：0.1Vp-p/75Ω
CB/PB信号：0.7Vp-p/75Ω
CR/PR信号：0.7Vp-p/75Ω
出力端子：ピンジャック－1系統 / D2端子－1系統

NTSC/PAL
（1）DVD-AUDIO/DVD-VIDEOディスク

12cm片面1層、12cm片面2層、12cm両面2層（片面1層）、
8cm片面1層、8cm片面2層、8cm両面2層（片面1層）

（2）スーパーオーディオCDディスク
12cmシングルレイヤーディスク
12cmデュアルレイヤーディスク
12cmハイブリッドレイヤーディスク、

（3）コンパクトディスク（CD-DA、VIDEO CD）
12cmディスク、8cmディスク

出力レベル：2Vrms（AUX3 OUT）

電源周波数同期方式
エブリータイマー/ワンスタイマー：各1系統
スリープタイマー： 最大120分

AC100V 50/60Hz
110W（電気用品安全法による）
（スタンバイ時：約0.7W）
310（幅）× 97（高さ）× 250（奥行き）mm
（フット、つまみ、端子を含む）
4.2kg

RC-1006
赤外線パルス式
DC3V 単3形乾電池2本使用

SC-S301
2ウェイ/3スピーカー、密閉型、防磁設計、ブックシェルフ
8cm コーン形×2 / 2cm ツィーター×1
134（幅）× 335（高さ）× 76（奥行き）mm
2.0kg（1台当り）
DSW-S301
1ウェイ/1スピーカー、アンプ内蔵バスレフ型、防磁設計
20cm コーン形×1
236（幅）× 368（高さ）× 460（奥行き）mm
（フットを含む）
15.4kg（台座を含む）

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更
することがあります。

※本機を使用できるのは日本国内のみで、外国
では使用できません。

※本機は国内仕様です。必ず
AC100Vのコンセントに電源プ
ラグを差し込んでご使用くださ
い。AC100V以外の電源には絶
対に接続しないでください。
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本　　　社 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2
茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL：0 3 - 6 7 3 1 - 5 5 5 5
【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】
受付時間　9：30～12：00、12：45～17：30

（弊社休日および祝日を除く、月～金曜日）

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、
次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

後日のために記入しておいてください。

購 入 店 名： 電話（ - - ）

ご購入年月日： 年　　　月　　　日

Printed in China   00D 511 4350 104


