


お車のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下
記の表示で記載しています。

蘆お車をゆずられるときは次のオーナーのために本書をお車につけておいてください。
蘆ご不明な点は、担当営業スタッフにおたずねください。

お車の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと
お車が故障したときにしていただきたいこと

知っておくと便利なこと
知っておいていただきたいこと

アドバイス

知 識

ＤＶＤ／ＣＤプレーヤー

●この本は、ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの取り扱いを説明しています。車両本体の取
扱書とあわせてお読みください。

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」とその回避方法を下記
の表示で記載しています。これらは安全のために重要ですので、必ず読んで
遵守してください。

記載事項をお守りいただかないと生命にかかわるような重
大な傷害、事故につながるおそれがあること

記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあ
ること注意

警告
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2 はじめに

ＡＶシステムを使用するまえに

■エンジンをかけてご使用ください。
●エンジンスイッチが“ ＯＮ ”の位置のときに使用できますが、バッテリーあが
りを防ぐためエンジンをかけてご使用ください。
●使用しないときは電源スイッチをＯＦＦにしておいてください。

●液晶モニターは、斜め方向から見ると画面が白っぽく見えたり、黒っぽく見えたりします。
●モニターを見ているときに車内または車の近くでデジタル式携帯電話を使用した場合、モ
ニターのスピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがありますが、故障ではありませ
ん。
●太陽の光などの外光が画面に当たると画面が見にくくなります。
●偏光レンズを使用したサングラスなどを装着すると、画面が暗く見えたり、見にくくなっ
たりします。
●モニターに磁石類を近づけると画面の色が乱れる原因となります。

知 識

はじめに

●走行中に操作するときは、安全に十分な配慮をして操作してください。
●安全運転をさまたげないように適度な音量でお聞きください。

注意



3ＡＶシステムを安全にお使いいただくために

必ず次のことをお守りください。

●モニターの電源がはいっていると、ラジオに雑音がはいることがあります。ラジ
オを聞くときはモニターの電源を切ってください。
●ＡＶシステムの近くで無線機、電話等を使用すると雑音や誤作動の原因となるこ
とがあります。詳しくは販売店にご相談ください。

きれいな映像、音声を楽しむには

お掃除やお手入れは長持ち、安全のひけつです。

ＡＶシステムを安全にお使いいただくために

●安全運転をさまたげないように適度な音量でお聞きください。
●分解、改造しないでください。内部の点検、調整が必要なときは販売店におまかせくださ
い。
●機器内部への異物の混入は故障の原因となります。万一、異物が混入した場合は、ただち
に使用を中止し、販売店にご相談ください。

注意

故障したままでの使用は危険です。すぐに電源を切り、販売店に修理を依頼してください。

警告

モニターはやわらかい乾いた布で軽くふいてください。よごれがひどいときは、水
で薄めた中性洗剤をやわらかい布につけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてくだ
さい。

樹脂加工部に、ベンジンやシンナーなどの溶剤を使用しないでください。部品変形により故
障し、火災などの原因となることがあります。

注意

水をかけるのは故障の原因となります。

アドバイス



イラスト目次4

オーディオラック
ルームラックの車両前方側にオーディオラックがあります。

イラスト目次

映像切り換え機

ＤＶＤ／ＣＤプレーヤー



5

マイクアンプ
車両前部にマイクアンプがあります。

イラスト目次

マイクアンプ



6 モニターの使い方

各部の名称

モニターの使い方

取り扱い上の注意点
モニターの上に重いものをのせたり、不必要な力を加えないでください。故障の原
因になります。

映像 左 右 

電源 

カメラ 

シンセ 

滷 潸 澁

澆 潺

映像切り換え機

漓

漓電源ボタン

滷ＬＤ入力切換ボタン※

澆シンセ入力切換ボタン※

潺ＭＩＸボタン※

潸ＶＴＲ入力切換ボタン

澁カメラ入力切換ボタン※

※ボタンはありますが、機能しません。



7モニターの使い方

マイクアンプのＶＯＬツマミで調整します。
安全運転をさまたげないように適度な音量でお聞きください。

音量調整

音量を調整するには

ＶＯＬツマミ

ＴＶボタン



8 モニターの使い方

モニターの映像を切り換えるには
ＶＴＲの映像を見るとき

珈映像切り換え機の電源ボタンを押し、電源を入れます。
玳マイクアンプのＴＶボタン（7ページ参照）を押します。（ボタンのインジケータ
ーが点灯します。）

珎DVDナビゲ－ションシステムの「AM・FM・TVスイッチ」を押し、テレビモー
ドに切り替えます。（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）

玻DVDナビゲ－ションシステムの「オーディオ操作スイッチ」を押し、画面上に表
示される「VIDEOスイッチ」にタッチして、VTRモードに切り替えます。
（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）

珀映像切り換え機のVTR入力切換ボタンを押します。
（ボタンのインジケーターが点灯します。）

珥ビデオ一体型カメラなどの映像を再生するときは、ビデオケーブルをこの端子に
接続し、ＶＴＲ入力切換ボタンを押します。

映像 左 右 

電源 

カメラ 

シンセ 

珀珥珈



9モニターの使い方

●接続するビデオがモノラル（音声出力端子が1本）のときは、左チャンネル用音声入力端
子に接続してください。
●接続するビデオの取扱書をよくお読みください。
●接続するビデオなどの電源は、ビデオなどに付属されているバッテリーなどを使用してく
ださい。

知 識

入力端子について
珈市販のビデオに付属されている出力ケーブルを接続します。

玳映像切り換え機の電源を入れます。

珎接続するビデオの電源を入れます。

玻DVDナビゲ－ションシステムの「AM・FM・TVスイッチ」を押し、テレビモー
ドに切り替えます。（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）

珀DVDナビゲ－ションシステムの「オーディオ操作スイッチ」を押し、画面上に表
示される「VIDEOスイッチ」にタッチして、VTRモードに切り替えます。
（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）

珥映像切り換え機のＶＴＲ入力切換ボタンを押します。

映像 左 右 

電源 

カメラ 

シンセ 

右チャンネル用左チャンネル用映像用

玳 珥



10 モニターの使い方

●ビルとビルの間を走行または停車しているとき
●飛行機が飛んでいるとき、電車の近くを走行しているとき
●送電線の付近を走行しているとき
●山や木立のかげにはいったとき

●山かげまたは、放送局から遠いところにいるとき
●トンネル内を走行しているとき

●自動車、バイク、高圧線、ネオンサイン等の近くを走行し
ているとき
●ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くを走
行しているとき
●カー無線を取りつけると画面に色縞模様が出たり、雑音が
出ることがあります

●揺れる
●雑音が出る
●2重3重になる
（ゴースト）
●雑音が出る
●モニターの映りが
だんだん悪くな
り、雑音が出る。
●色が出たり、消え
たりする。

●画面にはん点が出
る

●色縞模様が出たり
色が消える

症　状 車　両　の　状　態

次のような所では、映りにくいことがります。

こんなときは、故障ではありません



11モニターの使い方

画面に小さい斑点や
輝点がある

故障とお考えになる前に

症　状 考えられること 処　置

液晶モニター特有の現象です。
液晶パネルは非常に精密度の
高い技術でつくられており、
99.99％以上の有効画素があ
りますが、0.01％以下の画素
欠けや常時点灯するものが生
じることがあります。

故障ではありませんので、
そのままご使用ください。

ちょっとした操作ちがいで故障と間違えることがありますので、以下の表にもとづ
き、まず確認してください。
処置をしても直らない場合は、販売店で点検を受けてください。



12 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーを安全にお使いいただくために
お手入れについて

本機をお手入れするときには、やわらか
い乾いた布で軽くふいてください。よご
れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤
をやわらかい布につけて軽くふきとり、
乾いた布で仕上げてください。

●樹脂加工部に、ベンジンやシンナーなど
の溶剤を使用しないでください。部品変
形により故障し、火災などの原因となる
ことがあります。
●自動車用クリーナーなどは使用しないで
ください。変質したり、塗料がはげる原
因となります。また、ゴムやビニール製
品を長時間接触させておくと、シミのつ
くことがあります。

注意

ディスプレイについて
本機のディスプレイ部（アクリル部品）
の一部分に、細いスジが見える場合があ
ります。これは製造過程でやむを得ず生
じるもので、「傷」や「ひび割れ」など
ではありません。また、本機の性能およ
び安全性を損なうものではありません。

表示画面について
●非常に寒いときに、画面の動きが遅く
なったり、画面が暗くなったりするこ
とがありますが、故障ではありません。
常温にもどれば回復します。
●液晶画面の表示色が、本体の熱や車内
の温度によって変色することがありま
すが、液晶特有の現象で、故障ではあ
りません。
常温にもどれば回復します。



13ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ＣＤ／ＤＶＤ の演奏について
●車内が極度に冷えた状態のとき、ヒー
ターを入れてすぐに本機を使用する
と、ディスクや光学部品が曇って正常
な動作を行わないことがあります。デ
ィスクが曇っているときは、やわらか
い布でふいてください。また光学部品
が曇っているときは、1時間ほど放置
しておくと、自然に曇りがとれ、正常
な動作にもどります。
●本機は精密な機構を使用しているた
め、万一異常が発生したときでも、絶
対にケースを開けて分解したり、回転
部分に注油したりすることはやめてく
ださい。
●ＣＤ／ＤＶＤ を演奏中、振動の激し
い悪路を走行すると、音飛びを起こす
ことがあります。

モニター画面について
ＤＶＤを再生するときにモニター画面を
自動的に切り替えることはできません。
ＤＶＤを見る場合は、あらかじめモニタ
ー側の入力切換を「ＶＴＲ」に切り替え
てください。（6ページ参照）

エラー表示について
本機はシステム保護のため、各種の自己
診断機能を備えています。ディスプレイ
にエラーが表示されたときには、｢エラ
ー表示について｣(50ページ)の項目を参
照して障害を取り除いてください。障害
を取り除けば、通常の動作にもどります。



14 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

本機が再生できるディスクは、次の通り
です。

本機で再生できるディスク

※ＣＤ Ｅｘｔｒａディスクの場合は、1
セッション目が認識されます。

■ＣＤーＥｘｔｒａディスク
ＣＤ Ｅｘｔｒａディスクとは1セッショ
ン目がＡｕｄｉｏセッション、2セッシ
ョン目がＤａｔａセッションの計2セッ
ションが記録されているディスクです。
個人作成によるＤａｔａセッションが2
セッション以上記録されているディスク
は、再生できません。

■ＣＤーＲ、ＣＤーＲＷディスク
本機は、音楽ＣＤフォーマットで記録さ
れたＣＤーＲ／ＣＤーＲＷを再生できま
す。
※ファイナライズされていないＣＤー
Ｒ／ＣＤーＲＷディスクでは、再生す
るまでの時間が長くなります。また、
記録状態によっては再生できない場合
もあります。

●ＤＶＤーＲ、ＤＶＤーＲＷ、ＤＶＤー
ＲＡＭ、フォトＣＤ などは本機では
再生できません。またＣＤーＲ／ＣＤ
ーＲＷで記録されたディスクは、ご使
用になれない場合があります。
●スーパーオーディオＣＤ（ＳＡＣＤ）
は、再生できません。またハイブリッ
ドディスクの場合でもＣＤ層の再生は
できない場合があります。
●DualDiscには対応していません。機
器の故障の原因となりますので、使用
しないでください。

再生できないディスク

ＤＶＤビデオ 音楽ＣＤ



15ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

●イジェクトボタンを押して、ディスクが飛び出た状態のまま長時間放置しないでください。
ディスクがそり、使用できなくなるおそれがあります。
●ディスクは直射日光を避けて保管してください。ディスクがそり、使用できなくなるおそ
れがあります。
●ディスクを扱うときは、中心の穴と端を挟さんで持ち、ラベル面を上にしてください。
●ハート形や八角形など、特殊形状のディスク
は使用しないでください。
●記録面に、傷、指紋、ほこり、よごれ等をつ
けないように扱ってください。
●記録部分に透明、または半透明部分があるＣ
Ｄは、正常に出し入れや再生ができなくなる
おそれがありますので、使用しないでくださ
い。
●レーベル面（印刷面）や記録面にシール、シ
ート、テープなどを貼らないでください。
●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、はがしたあとがあるデ
ィスクは使用しないでください。そのままＤ
ＶＤ／ＣＤプレイヤーに入れると、ディスク
が取り出せなくなったり、故障の原因となり
ます。
●ＣＤーＲ、ＣＤーＲＷは、通常の音楽ＣＤに
比べ高温多湿の環境に弱く、一部のディスク
では再生できない場合があります。車室内に
長時間、放置しないようにしてください。
●次のような場所には保管しないでください。
蘆直射日光の当たる場所
蘆湿気やホコリの多い場所
蘆暖房の熱が直接当たる場所
●ディスクのよごれは、プラスチック用メガネふきなどのやわらかく乾いた布で内側から外
側へ向かって、よくふいてください。手で強く押したり、かたい布でこすると表面に傷が
つくことがあります。また、従来のレコードクリーナー液・帯電防止剤・アルコール・ベ
ンジン・シンナーなどの溶剤や化学ぞうきんなどを使用すると、ディスクが損傷し、使用
できなくなるおそれがあります。
●変形したディスクは機器の故障の原因となりますので使用しないでください。

アドバイス

透明部分 透明部分 全面透明 



16 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ＤＶＤビデオは、透明感のある画質、鮮やかな色合いを再現できるハイクオリティ
デジタルビデオです。12cmのディスク1枚で、映画なら1本分、音楽なら4時間を
再生することができます。またＤＴＳ、ドルビーデジタル5.1chサラウンドで、劇
場並の迫力と臨場感を再現することができます。
本機は、ＤＶＤビデオの高画質・高音質を再現できることはもちろん、次のような
特長を持っています。
●以下に説明する機能は、ＤＶＤビデオディスクにより、収録されている言語、字
幕、アングルなどが異なります。詳しくは、ＤＶＤビデオディスクの説明書をご
覧ください。
●ディスクによっては、本書で説明している機能とは異なる場合があります。

■マルチ音声機能
ＤＶＤビデオディスクは、1本の映画の中に最大8つの言語を収録できますので、お
好みの言語で映画を見ることができます。

■マルチアングル機能
ＤＶＤビデオディスクに複数のアングル（角度）で撮影された映画が収録されてい
れば、お好みのアングルで映画を見ることができます。

■サブピクチャー機能
ＤＶＤビデオディスクは、1本の映画のなかに字幕スーパーなら最大32カ国語まで
収録できますので、お好みの字幕で映画を見ることができます。

■マルチストーリー機能
ＤＶＤビデオディスクは、1本の映画のなかにいくつかのストーリーが収録されてい
る場合には、お好みのストーリーを楽しむことができます。操作方法はディスクに
よって異なりますが、再生中に、ストーリー選択の指示にしたがって操作してくだ
さい。

ＤＶＤビデオの特長

記録されている音声が8種類の場合：

記録されているアングルが9種類の場合：

記録されている字幕の数が8種類の場合：



17ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ＤＶＤディスクは、発売地域ごとにディ
スクとプレーヤーにリージョン番号（地
域番号）が割り当てられています。
日本で再生できる番号は、「ALL」と
「2」です。（または「2」を含むもの）
ディスクのリージョン番号は、ディスク
のジャケットに表記されている下に示す
マークを確認してください。

リージョン番号について

ドルビーデジタルは、最大5.1チャンネ
ルの独立したマルチチャンネルオーディ
オを提供します。このシステムは、映画
館にサラウンドシステムとして装備され
ているドルビーデジタルと同一システム
です。

ドルビーデジタルについて

ＤＴＳ(Digital Theater System)は、
デジタルシアターシステムズ社の開発し
た音声圧縮技術です。低圧縮のためデー
タ量が多く、高音質の再生が可能です。

ＤＴＳについて

ＤＶＤビデオ再生時にディスクに記録さ
れているメニュー画面を呼び出すことが
できます。本機では、このメニュー画面
にしたがってお好みのシーンまたは案内
情報等を見ることができます。
（メニュー表示例)

ＤＶＤビデオのメニューについて

Main Menu

●本機には、ロヴィコーポレーションお
よびその他の権利者が所有している米
国特許の方法、クレームその他の知的
財産権で保護されている著作権保護の
ための技術が搭載されています。この
著作権保護のための技術の使用に関し
ては、ロヴィコーポレーションの許可
が必要ですが、家庭およびその他の限
定された視聴に限っては許可を受けて
います。またリバースエンジニアリン
グや分解は禁止されています。
●ドルビーラボラトリーズからの実施権
に基づき製造されています。Dolby、
ドルビーおよびダブルD記号はドルビ
ーラボラトリーズの登録商標です。
●“ＤＴＳ”および“ＤＴＳ2.0”は米
国Digital TheaterSystems社の登
録商標です。

商標等について



18 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

矢印部分

電池の入れ方

珈リモコン裏側にある電池フタの矢印
部分を軽く押し、手前に引いてフタ
を開けます。

玳付属の単3型乾電池を向きに注意して
図のように入れます。

珎フタを閉めます。

●リモコンはルームラックにあります。
●リモコン受光部にリモコンを近づけないと操作できないときは、電池を交換して
ください。
●リモコン受光部に直接日光や強い光が当たると、リモコンの操作ができないこと
があります。このときは、リモコン受光部の光をさえぎってから操作してくださ
い。
●リモコン発光部と受光部との間に障害物があると誤操作の原因となります。
●赤外線が出る機器の近くにリモコンを置いたり、赤外線を利用したほかのリモコ
ンを使用すると誤操作の原因となります。
逆に、赤外線信号によってコントロールされる機器を使用しているときにリモコ
ンスイッチを操作すると、その機器を誤操作させることがあります。誤操作が起
きないように設置場所をかえてください。

リモコンの取り扱い

リモコンの取り扱いについて

●リモコンは、高温になる場所（インパネ上面など）に長時間放置しないでください。
●リモコンを落としたり、衝撃をあたえないでください。
●リモコンの上に重いものをのせたり、すわったりしないでください。
●リモコンの上にものを置いたまま長時間放置しないでください。電池が消耗するおそれが
あります。
●リモコンを分解しないでください。

アドバイス

●電池の 極と 極は必ず正しい向きに取りつけてください。
●電池を交換するときは2個とも新品の同銘柄のものに交換してください。
●リモコンスイッチを長期間（1年以上）使用しないときは、液もれ防止のため、電池をリ
モコンスイッチから取り出してください。（液もれしたときは、液をよくふいてから新し
い電池を入れてください。）

アドバイス



19ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

リモコンの操作のしかた
リモコンの信号発光部を本体のリモコン受光部に向けて操作します。
操作可能範囲は以下の通りです。
（操作する場所によっては操作可能範囲がかわる場合があります。）

約30°約30°

約7mリモコン受光部



20 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ＤＶＤ／ＣＤプレーヤー本体

各部の名称と働き

漓電源ボタン
●電源がはいります。
●押し続けると（約1秒間）、電源が切れます。

滷サーチボタン
●場面や曲の頭出しをします。
●押した回数だけ先の曲、前の曲を演奏します。
●押し続けると（約1秒間）、早送り・早もどしをします。

澆イジェクトボタン
ディスクがはいっているときに押すと、ディスクがイジェクトされます。

潺再生/一時停止ボタン
●演奏を開始します。
●再生中に押すと一時停止します。
●もう一度押すと一時停止した所から再生されます。

潸停止ボタン
演奏を停止します。

澁ディスプレイ部
選曲/演奏状態の各情報を表示します。

漓 澁 澆

滷
潺

潸



21ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

珈映像切り換え機の電源ボタン（6ページ参照）を押し、電源を入れます。

玳マイクアンプのＴＶボタン（7ページ参照）を押します。（ボタンのインジケータ
ーが点灯します。）

珎DVDナビゲ－ションシステムの「AM・FM・TVスイッチ」を押し、テレビモー
ドに切り替えます。（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）

玻DVDナビゲ－ションシステムの「オーディオ操作スイッチ」を押し、画面上に表
示される「VIDEOスイッチ」にタッチして、VTRモードに切り替えます。
（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）

珀映像切り換え機のVTR入力切換ボタン（6ページ参照）を押します。
●ボタンのインジケーターが点灯します。

珥DVD／CDプレーヤーの「電源ボタン」を押します。※
珮DVD／CDプレーヤーの「再生ボタン／一時停止ボタン」を押します。※

※のついた操作はDVD／CDプレーヤー本体とリモコンのどちらからでも操作する
ことができます。（26ページ「DVDを見るには」参照）

ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーを再生するには



22 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ＤＶＤ／ＣＤプレーヤー用リモコン
漓電源ボタン
●電源がはいります。
●押し続けると（約1秒間）、電源が切れ
ます。

滷トップボタン
●ＤＶＤでは、先頭のチャプターにもど
ります。
●ＣＤでは、先頭の曲にもどります。

澆10キーボタン
数字を入力します。

潺サーチモードボタン
サーチモードボタンを押した後、10キー
ボタンで番号を入力します。
●ＤＶＤビデオ：タイトル/チャプター

番号で頭出します。
●ＣＤ：トラック番号で頭出します。

潸リターンボタン
一つ前のメニュー画面にもどります。

澁カーソルボタン
モニター画面に表示されるメニュー項目
を選択するとき、カーソルを上下左右に
動かします。

澀決定ボタン
設定した項目を実行するときに押しま
す。

潯セットアップボタン
本機の設定画面を表示します。

潛サーチボタン
●場面や曲の頭出しをします。
●押した回数だけ先の曲、前の曲を演奏
します。
●押し続けると（約1秒間）、早送り/早
もどしをします｡

潘

澎

澑

潺

濂

潦

澳

澣

漓 滷

澆

潸

澁

澀

潯

潛

濳

澂

潭

潼 澤 澡



23ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

濳スキャンボタン
●スキャン演奏します。
●もう一度、スキャンボタンを押すとス
キャン演奏を解除できます。

潭リピートボタン
●繰り返し演奏します。
●押し続けると（約1秒間）ディスクの
繰り返し演奏をします。
●ＤＶＤでは、タイトルリピート演奏を
します。
●もう一度、リピートボタンを押すと繰
り返し演奏を解除できます。

澂音声ボタン
音声の言語を切り替えます。（設定が複
数ある場合のみ）

潼字幕ボタン
字幕の言語を切り替えます。

潘プレイタイムボタン
プレイタイム表示を切り替えるときに使
用します。

澎停止ボタン
演奏を停止します。

澑再生／一時停止ボタン
●演奏を開始します。
●再生中に押すと一時停止します。
●もう一度押すと一時停止した所から再
生します。

濂メニューボタン
ＤＶＤビデオに記録されているメニュー
を表示します。

潦ＤＶＤタイトルボタン
タイトル画面を表示します。

澳初期化ボタン
5秒以上長押しすることで、各設定が工
場出荷状態となります。

澣ランダムボタン
●ランダム演奏をします。
●もう一度、ランダムボタンを押すとラ
ンダム演奏を解除できます。

澡スローボタン
ボタンを押し続けている間、スロー再生
を行います。

澤アングルボタン
複数のアングルが記録されているＤＶＤ
ディスクを再生時、アングルを切り替え
ます。

（ が表示中）



24 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ディスプレイ表示

■プレイタイムの表示(プレイタイムボタンで切り替えることができます） 
〈ＤＶＤビデオ再生時〉 

ＤＶＤ再生時には選択したタイトル再生時間、タイトル残り時間、チャプター再生
時間、チャプター残り時間のいずれかが表示されます。 
 
 
 
 

 
 
〈ＣＤ再生時〉 

ＣＤ再生時にはトラック再生時間またはトラック残り時間が表示されます 
 
 
 
 
 

●選曲切替時に表示(約2秒間） 

〈ＤＶＤビデオ再生時〉 
C SCAN     ：チャプタースキャン演奏選択時 
C REPEAT     ：チャプターリピート演奏選択時 
TITL RPT     ：タイトルリピート演奏選択時 

〈CD再生時〉　 
TRK SCAN：スキャン演奏選択時 
TRK REPEAT：リピート演奏選択時 
TRK RANDOM：ランダム演奏選択時 

●その他の表示 
　LOADING：ディスク挿入時 

FILE READ：ファイルシステム読込み中 
EJECT：ディスク取り出し時 
NO DISC：ディスクがないとき 
MECHA ERROR ：エラー発生時 
PAUSE：演奏一時停止時 
CD STOP：ＣＤ演奏停止時 
DVD STOP：ＤＶＤ演奏停止時 

[CD T12 01:23]

トラック番号 

分 
秒 

[DV C112 1:23]

チャプター番号 

時 
分 



25ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ディスク挿入口にディスクを入れます。

●ディスクを入れると、タイトル表示部
に「FILE READ」を表示したのち、
挿入したディスクの種類を表示して再
生が始まります。

ディスクを入れるには

ディスクを出し入れするには

イジェクトボタン  ディスク挿入口 

印刷面を上に 
して入れる 

●ディスク挿入口に手や指を入れないでく
ださい。
また、異物を入れないでください。
●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ていたり、はがした
あとがあるディスクは入れないでくださ
い。ディスクが取り出せなくなったり、
故障の原因となります。

注意

●ディスクがスムーズに挿入口にはいらない
場合は、本機に他のディスクがはいってい
るか、修理が必要な場合が考えられます。
●ＣＤ－ＲまたはＣＤ－ＲＷで記録されたデ
ィスクでも使用できない場合があります。
●シングルＣＤ(8cmＣＤ)はアダプターをつ
けずにお使いください。
●シングルＣＤ(8cmＣＤ)を入れるときは、
ディスク挿入口の中央から入れてくださ
い。

アドバイス

本機の電源がはいっていない状態からで
も、車両のエンジンスイッチが“ ＯＮ ”
または“ ＡＣＣ ”であればディスクを入
れると、自動的に電源がはいり、再生を始
めます。

知 識

イジェクトボタンを押します。
●ディスクがイジェクトされたら、取り
出します。

ディスクを取り出すには

本機の電源がはいっていない状態からでも
イジェクトボタンを押すと、ディスクを取
り出すことができます。

知 識



26 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

スロー 
ボタン 

10キー 
ボタン 

サーチ 
ボタン 

再生／一時停止 
ボタン 

カーソルボタン、 
決定ボタン 

停止ボタン サーチボタン 

メニューボタン 

停止ボタン 

再生／一時停止ボタン 

ディスク挿入後、自動的に再生を開始し
ます。停止状態から再生するには再生／
一時停止ボタンを押します。
●ＤＶＤメニューを表示します。
●ディスクの内容、種類によってはボタ
ン操作を受けつけない場合がありま
す。
●通常のＤＶＤビデオディスクでは、メ
ニュースクリーンが表示されます。表
示内容はＤＶＤソフトにより異なりま
す。
●ディスク再生時、モニター画面を自動
的に切り替えることはできません。Ｄ
ＶＤビデオ等を見る場合は、あらかじ
めモニター側の入力切換を「ＶＴＲ」
に切り替えてください。（6ページ参照）

ディスクを再生するには
珈メニューボタンを押します。

●メニュースクリーンが表示されます。

玳リモコンのカーソルボタンや、10キ
ーボタンで項目を選びリモコンの決
定ボタンを押して決定します。
●ディスクによっては10キーボタン
では項目が選べないものもありま
す。

リモコン 

ＤＶＤメニューを選ぶには

   
  T

ＤＶＤを見るには



27ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ディスクのデータ領域を分けるための小さ
な区切りのことをチャプターといいます。

知 識

再生中に、停止ボタンを押し続けます。
（約1秒間）

再生を停止するには

本　体 リモコン 

再生中に、再生/一時停止ボタンを押し
ます。
●再生を再開させるときは、もう一度、
再生/一時停止ボタンを押してくださ
い。
止めた位置から再生が始まります。

一時停止するには 再生中に、サーチボタンを押します。
●押した回数だけチャプターがスキップ
して、再生が始まります。

蘆[蜷蜷]ボタンを押すと、1つ先のチャ
プターの頭から再生します。
蘆[蜻蜻]ボタンを押すと、現在のチャプ
ターの頭から再生します。約1秒以
内にもう一度このボタンを押すと、
1つ前のチャプターの頭から再生し
ます。
蘆サーチボタンを押すとメニュー画面
にもどることがあります。

チャプターをスキップ（頭出し）
するには

本　体 リモコン 

または または 

再生方向 戻し方向 

現在位置

チャプター 
 

チャプター 
 

チャプター 
 

再生中にリモコンのスローボタンを押
し続ける。または一時停止中に[蜷蜷]ボタ
ンを押し続けます。
●ボタンを押している間、1/2倍速でス
ロー再生します。
●もどす方向では、スロー再生できませ
ん。また、スロー再生中は、音声を再
生できません。

スロー再生するには

本　体 リモコン 

再生中に 一時停止中に 一時停止中に 

または 



28 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

DVDタイトル 
ボタン 

10キー 
ボタン サーチモード 

ボタン 

サーチ 
ボタン 

カーソルボタン、 
決定ボタン 

サーチボタン 

再生中にサーチボタンを押し続けます。
（約2秒以上）
●ボタンを押し続けると、最初は4倍速、
3秒後に16倍速になり、ボタンを離
すと通常再生になります。
●早送り/早もどし中は、音声は再生さ
れません。
●ディスクのストーリーにより、ボタン
操作が禁止される場合があります。ま
た、早送り/早もどしのスピードは、
ディスクにより異なります。
●ボタンを押すとメニュー画面にもどる
ことがあります。

早送り/早もどしするには

本　体 リモコン 

または または 珈再生中に、サーチモードボタンを押
して、「T **」を選択します。
（**は任意）

●押すたびにタイトル番号入力「T**」
とチャプター番号入力「C**」が切り
替わります。

リモコン 

チャプター/タイトル番号で
頭出しするには

●ディスクのデータ領域を分けるための大
きな区切りのことをタイトルといいま
す。
●ディスクのデータ領域を分けるための小
さな区切りのことをチャプターといいま
す。

知 識

ＤＶＤビデオディスクに記録されている
チャプター番号またはタイトル番号から
頭出しします。



珈再生中に、リモコンのＤＶＤタイト
ルボタンを押し続けます。（約1秒間）

●タイトルメニュー画面が表示されま
す。
●タイトルメニュー画面表示中にもう一
度ボタンを押すと、タイトルメニュー
が表示される前の場面にもどって再生
します。
●ディスクにより、ＤＶＤタイトルボタ
ンでタイトルを表示できないことがあ
ります。

29ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

存在しないタイトル番号を入力したり、タ
イトル番号での頭出しが禁止されている場
合 は 、 決 定 ボ タ ン を 押 す と
「 」と表示され、
操作は無効になります。

INVALID

知 識

玳再生させたいタイトル番号を、10キ
ーボタン（0～9）で入力します。

●タイトル番号「12」を入力するには、
10キーボタンの「1」を押し、次に
「2」を押します。

リモコン 

～ 

リモコン 

珎リモコンの決定ボタンを押します。

●入力されたタイトル番号またはチャプ
ター番号の場面から再生します。

リモコン 

タイトルメニューを使うには
複数のタイトルがはいっているＤＶＤデ
ィスクの場合は、タイトルメニューから
選択して再生できます。

玳カーソルボタンまたは10キーボタン
で、項目を選択します。

●カーソルボタンによる選択項目の移動
は、ディスクによって異なります。ま
た10キーボタンによる選択もディス
クによって異なります。
●ディスクによっては10キーボタンで
項目を選択できない場合があります。

リモコン 

または 

～ 

   
  T

珎リモコンの決定ボタンを押します。

リモコン 



再生中に、音声ボタンを押します。
●押すたびに音声言語が切り替わります。

30 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

プレイタイム 
ボタン 

アングルボタン 音声ボタン 

字幕ボタン 

言語を切り替えるには
複数の音声や音声言語が記録されている
ディスクでは、再生中に音声の言語を切
り替えることができます。

リモコン 

●ディスクによっては、最大8種類の音声
が収録されています。詳しくはディスク
のマーク（ ：音声が8種類の場合）
をご覧ください。
●電源を入れたときやディスクを入れ替え
たときは、本機の工場出荷時に設定され
た言語になります。またその言語が収録
されていない場合には、ディスク側で決
められた言語になります。
●ディスクによっては全く切り替えられな
い場合や、切り替えできない場面があり
ます。
●音声の切り替えに多少時間がかかること
があります。

知 識

再生中に、アングルボタンを押します。
●押すたびにアングルが切り替わります。

アングルを切り替えるには
複数のアングル（角度）で映像が記録さ
れているＤＶＤディスクでは、再生中に
アングルを切り替えることができます。

リモコン 

●ディスクによっては、最大9アングルが
収録されています。詳しくはディスクの
マーク（ ：マルチアングルの場合）
をご覧ください。
●ディスクにより、つなぎめなくスムーズ
に切り替わるものと、切り替えたときに
一瞬静止画になるものがあります。
●ディスクによっては全く切り替えられな
い場合や、切り替えできない場面があり
ます。
●アングルが切り替わるまで、多少時間が
かかることがあります。
●ディスクにより、複数のアングルで記録
された場面を再生することもあります。

知 識



31ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

再生中に、字幕ボタンを押します。
●押すたびに字幕が切り替わります。

字幕を切り替えるには
複数の字幕言語が記録されているＤＶＤ
ディスクでは、再生中に字幕の言語を切
り替えることができます。

リモコン 

再生中に、字幕ボタンを押します。
●押すたびに字幕の表示消し（ＯＦＦ）
と表示が切り替わります。

字幕を消すには

リモコン 

●ディスクによっては、最大32種類の字
幕が収録されています。詳しくはディス
クのマーク（ ：字幕が8種類の場合）
をご覧ください。
●ディスクによっては全く切り替えられな
い場合や、切り替えできない場面があり
ます。
●字幕の切り替えに多少時間がかかること
があります。

知 識

再生状態表示中にプレイタイムボタンを押
し続けることによって、再生状態表示を切
り替えることができます。
●TITLE ELAPSED
→タイトルの経過時間

●TITLE REMAIN
→タイトルの残り時間

●CHAPTER ELAPSED
→チャプターの経過時間

●CHAPTER REMAIN
→チャプターの残り時間

知 識

●ディスクによっては表示消し（ＯＦＦ）
にしても字幕が消えない場合がありま
す。
●表示消し（ＯＦＦ）のときに字幕ボタン
を押すと、表示消し（ＯＦＦ）が解除さ
れます。

知 識

Off

Subtitle 1

Subtitle 2

Subtitle X

再生中に、プレイタイムボタンを押しま
す。
●押すたびに再生状態の表示（ＯＮ）と
表示消し（ＯＦＦ）が切り替わります。

再生状態を表示させるには

リモコン 

タイトル番号 
チャプター番号 

再生時間 



32 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

スキャンボタンを押します。
●ディスク内の全てのチャプターのスキ
ャン再生を行い、再び同じディスクの
スキャン再生を続けます。ディスクに
よっては、全てのチャプターのスキャ
ン再生を行った後、メニュー画面表示
をするものもあります。また、チャプ
ターの設定によっては、スキャンが解
除される場合があります。
●スキャン再生を解除するときは、もう
一度、スキャンボタンを押します。

リピート 
ボタン 

スキャン 
ボタン 

スキャン再生をするには
全てのチャプターの最初の10秒間をス
キャン再生します。

リモコン 

リピートボタンを押します。
●リピートボタンを短く押すとチャプタ
ーリピート再生（1つのチャプターを
くり返し再生）を行います。
●リピートボタンを1秒以上押すとタイ
トルリピート再生（タイトルの中の全
てのチャプターをくり返し再生）を行
います。
●リピート再生を解除するときは、もう
一度、リピートボタンを押します。

リピート再生をするには
チャプターやタイトルのリピート再生を
します。

リモコン 



プレイタイムボタンを押し続けます。
（約1秒間）
●演奏状態の表示が切り替わります。

リモコン 

33ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ＣＤを聴くには

再生／一時停止 
ボタン 

停止ボタン 

プレイタイム 
ボタン 

停止ボタン 

再生／一時停止ボタン 

ディスクを再生するには

ディスク挿入後、自動的に演奏を開始し
ます。停止状態から再生するには再生／
一時停止ボタンを押します。

演奏状態の表示を変更するには

演奏中に、停止ボタンを押す。または押
し続けます。（約1秒間）
●演奏が止まります。

本　体 リモコン 

演奏を止めるには

演奏中に、停止ボタンを押します。
●演奏を一時停止します。
●一時停止を解除するときは、もう一度、
再生／一時停止ボタンを押します。

一時停止するには



34 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

サーチ 
ボタン 

10キー 
ボタン 

決定ボタン 

スキャン 
ボタン 

トップボタン 

サーチモード 
ボタン 

サーチボタン 

最初の曲から聴くには
（トップ機能）

トップボタンを押します。
●最初の曲（トラックNo.1）から演奏
が始まります。

リモコン 

曲の頭部分を演奏しているときに[蜻蜻]ボ
タンを2回押すと、2曲前の曲へもどるこ
とがあります。2秒以内に再び押した場合、
今演奏中の曲の最初から演奏する場合があ
ります。

知 識

次の曲を聴くときは、サーチボタンの
[蜷蜷] を押します。
前の曲を聴くときは、サーチボタンの
[蜻蜻]を2回押します。
●[蜷蜷]ボタンを押すと、次の曲が演奏さ
れます。また押した回数だけ先の曲が
演奏されます。
●[蜻蜻]ボタンを押すと、演奏中の曲を最
初から演奏します。さらに押すと、押
した回数だけ前の曲が演奏されます。

本　体 リモコン 

または または 

曲を選ぶには



35ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

早送りするときは、サーチボタンの[蜷蜷]
を押し続けます。
早もどしするときは、サーチボタンの[蜻
蜻]を押し続けます。
●ボタンを押すと、演奏のスピードが最
初は4倍速になり、3秒後には8倍速
になります。ボタンを離すと通常の演
奏にもどります。
●早送り/早もどし中は音声は出力され
ません。

本　体 リモコン 

または または 

早送り/早もどしするには

トラック番号で頭出しするには

珈演奏中にサーチモードボタンを押し
ます。

リモコン 

●トラック番号「12」を入力するには、
10キーボタンの「1」を押し、次に
「2」を押します。

リモコン 

～ 

ＣＤ演奏時、トラック番号を直接入力し
て、曲を選ぶことができます。

珎決定ボタンを押します。

リモコン 

存在しないトラック番号を入力したり、ト
ラック番号での頭出しが禁止されている場
合 は 、 決 定 ボ タ ン を 押 す と
「 」と表示され、
操作は無効になります。

INVALID

知 識

玳10キーボタンを使って、演奏させた
いトラック番号を入力します。

聴きたい曲を探すには
（スキャン演奏）

ディスクに収録されている全曲を約10
秒間ずつ演奏します。

スキャンボタンを押します。
●タイトル表示部に「TRK SCAN」を
表示し、演奏している曲の次の曲から
スキャン演奏をします。
●スキャン再生を解除するときは、もう
一度、スキャンボタンを押します。

リモコン 



36 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ランダム 
ボタン 

リピート 
ボタン 

リピートボタンを押します。
●タイトル表示部に「TRACK RPT」
を表示し、リピート演奏をします。
●リピート演奏を解除するときは、もう
一度、リピートボタンを押します。

1曲を繰り返し聴くには
（リピート演奏）

演奏中の曲を繰り返し演奏します。

リモコン 

ランダムボタンを押します。
●タイトル表示部に「TRACK RDM」
を表示し、ランダム演奏をします。
●ランダム演奏を解除するときは、もう
一度、ランダムボタンを押します。

ランダムに演奏を聴くには
（ランダム演奏）

ディスクに収録されている曲を順不同に
演奏します。

リモコン 



37ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

メニュー言語等の初期設定を変更するには

リターン 
ボタン 

 セットアップ 
ボタン 

10キー 
ボタン 

カーソルボタン、 
決定ボタン 

本項のメニュー設定はモニターに表示されます。設定した言語がディスクに収録さ
れていない場合は、ディスク側で決められた言語で表示されます。

セットアップメニューを選ぶには

珈セットアップボタンを押します。

リモコン 

玳[ ]ボタンまたは[ ]ボタンを押して
“ GENERAL SETUP” ま た は
“PREFERENCES”を選び、決定ボ
タンを押して決定します。

   
  T

リモコン 

（メインメニュー）



以下の項目に対しては、項目を選択するこ
とはできますが、本機では対応しておりま
せん。
詳しくは、次頁以降の各項目を参照くださ
い。
●TV TYPE（テレビタイプ）

●AUDIO OUT（オーディオアウト）

●CAPTIONS
（クローズドキャプション字幕表示）

38 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

珎[ ]ボタンまたは[ ]ボタンを押して
項目を選びます。

（サブメニュー）
GENERAL SETUP

PREFERENCES

知 識

リモコン 

   
  T

●各設定する項目へ進んでください。
●メインメニュー画面にもどるときはリ
ターンボタンを押してください。
●通常画面にもどるときはリモコンのセ
ットアップボタンを押してください。



■NORMAL/PS（パンスキャン）
左右が切れて表示されます。

画像の重要部分を画面いっぱいに表
示する機能。場合によっては、パン
（スクロール）しながら表示される
こともあります。

■NORMAL/LB（レターボックス）
上下に黒い帯がはいります。

シネスコサイズやビスタサイズの映
像を表示するために、上下のすき間
を黒帯で埋め、映像を切らないで表
示する方式です。
■WIDE （ワイド）

39ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

●選択した項目の色がかわります。

画面サイズを設定するには
（TV DISPLAY）

珈「セットアップメニューを選ぶには」
の手順1 ～3 の操作で、“GENERAL
SETUP ”の“TV DISPLAY ”を選
びます。

玳［ ］ボタンを押してカーソルを右

側に移動し、[ ]ボタンまたは[ ]
ボタンを押して、画面サイズを選び
ます。

初期設定は、「NORMAL/PS」に設定さ
れています。

リモコン 

   
  T

珎決定ボタンを押します。

リモコン 

映像ソースが16：9の場合は
「WIDE」に切り替えてください。



40 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

テレビタイプを設定するには
（TV TYPE）

MULTIやPALを選択しても、セットア
ップメニューを終了すると、自動的に
NTSCに戻ります。

アングルマーク表示を設定する
には（ANGLE MARK）

珈「セットアップメニューを選ぶ」の
手順1 ～3 の操作で、“GENERAL
SETUP ”の“ANGLE MARK ”を
選びます。

角度切り替えが可能な箇所にくると、マ
ルチアングルマークが表示するように設
定できます。
●初期設定は、「OFF」に設定されてい
ます。

玳［ ］ボタンを押してカーソルを右

側に移動し、[ ]ボタンまたは[ ]
ボタンを押して、ＯＮ、ＯＦＦを選
びます。

リモコン 

   
  T

珎決定ボタンを押します。

リモコン 

玻セットアップボタンを押します。

リモコン 

玻セットアップボタンを押します。

リモコン 



41ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

オーディオ信号の出力モードを
設定するには（AUDIO OUT）
ＳＰＤＩＦ／ＲＡＷやＳＰＤＩＦ／ＰＣ
Ｍを選択しても、セットアップメニュー
を終了すると、自動的にANALOGにも
どります。

字幕表示の設定をするには
（CAPTIONS）

音声言語を設定するには
（AUDIO）

本機では設定の変更に対応しておりませ
ん。
クローズドキャプション字幕表示は、Ｏ
ＦＦ固定の設定になっています。
●初期設定は、「ENGLISH」に設定さ
れています。

珈「セットアップメニューを選ぶには」の
手順1～3の操作で“PREFERENCES”
の“AUDIO”を選びます。

玳［ ］ボタンを押してカーソルを右

側に移動し、[ ]ボタンまたは[ ]ボ
タンを押して、使用言語を選びます。

リモコン 

   
  T

珎決定ボタンを押します。

リモコン 

玻セットアップボタンを押します。

リモコン 



42 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

サブタイトルの言語を設定する
には（SUBTITLE）

珈「セットアップメニューを選ぶには」の
手順1～3の操作で“PREFERENCES”
の“SUBTITLE”を選びます。

リモコン 

   
  T

初期設定は、「JAPANESE」に設定さ
れています。

珎決定ボタンを押します。

リモコン 

玻セットアップボタンを押します。

リモコン 

玳［ ］ボタンを押してカーソルを右

側に移動し、[ ]ボタンまたは[ ]ボ
タンを押して、使用言語を選びます。



43ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

DISC MENUの言語を設定する
には（DISC MENU）

珈「セットアップメニューを選ぶには」の
手順1～3の操作で“PREFERENCES”
の“DISC MENU”を選びます。

リモコン 

   
  T

初期設定は、「JAPANESE」に設定さ
れています。

珎決定ボタンを押します。

リモコン 

玻セットアップボタンを押します。

リモコン 

玳［ ］ボタンを押してカーソルを右

側に移動し、[ ]ボタンまたは[ ]ボ
タンを押して、使用言語を選びます。



珎10キーボタンを押して、4桁の国番号
を入力します

●カントリーコード（国番号）は、日
本「7480」を入力してください。

44 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

カントリーコードを設定するに
は（LOCALE）

珈「セットアップメニューを選ぶには」の
手順1～3の操作で“PREFERENCES”
の“LOCALE”を選びます。

玳［ ］ボタンを押してカーソルを右
側に移動し、リモコンの決定ボタン
を押します。

リモコン 

   
  T

パレンタルレベルを設定するときの国番
号を設定します。
●初期設定は、「8583」に設定されて
います。

玻決定ボタンを押します。

リモコン 

珀セットアップボタンを押します。

リモコン 

リモコン 

～ 



珀セットアップボタンを押します。

●パレンタルレベルの変更は、ディス
クチェンジ後に有効となります。

45ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

パレンタルレベルを設定するに
は（PARENTAL）

珈「セットアップメニューを選ぶには」の
手順1～3の操作で“PREFERENCES”
の“PARENTAL”を選びます。

パレンタルロックのレベル（視聴制限）
をかえられます。
子供に見せたくないシーンをカットした
り、あらかじめ用意した別のシーンに自
動的に差し替える機能です。例えば過激
な暴力シーンや性描写などを、無難なシ
ーンと差し替え、最初からそのような作
品であったように見ることができます。
●初期設定は、レベル「8 ADULT」で
す。

玳［ ］ボタンを押してカーソルを右

側に移動し、[ ]ボタンまたは[ ]ボ
タンを押して、パレンタルレベルを
選びます。

リモコン 

   
  T

●1から8または“NO_PARENTAL”
が選べます。

珎決定ボタンを押します。

●PASSWORD VERIFY PAGE画面
が表示されます。

リモコン 

玻10キーボタンを押して、4桁のパスワ
ードを入力します。

●パスワードの初期設定は、「0000」
に設定されています。

リモコン 

～ 

リモコン 



玳［ ］ボタンを押してカーソルを右
側に移動し、リモコンの決定ボタン
を押します。

●PASSWORD CHANGE 画面が表示
されます。

46 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

パスワードを設定するには
（PASSWORD）

珈「セットアップメニューを選ぶには」の
手順1～3の操作で“PREFERENCES”
の“PASSWORD”を選びます。

リモコン 

   
  T

蘆OLD PASSWORD：
→現在のパスワード
蘆NEW PASSWORD：
→設定したいパスワード
蘆CONFIRM PASSWORD：
→確認用として再度設定したいパス
ワード

珎10キーボタンで、4桁のパスワード
を OLD PASSWORD、 NEW
P A S S W O R D 、 C O N F I R M
PASSWORDの順に入力します。

リモコン 

～ 

玻決定ボタンを押します。

リモコン 

珀セットアップボタンを押します。

●パスワードは、お忘れにならないよう
にメモなどに書き写しておいてくださ
い。

リモコン 



47ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

●登録した暗証番号を忘れてしまったとき
は視聴年齢制限画面で、暗証番号を入力
する案内が表示されているとき、4桁の
数字「4356」（グローバルパスワード）
を入力してください。
●視聴制限されたディスクを再生するとき
に暗証番号の入力画面が表示されること
があります。この場合、正しい暗証番号
を入力しないと再生は始まりません。

知 識



48 ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

ディスプレイのコントラストを調整するには

停止ボタン サーチボタン 

再生／一時停止ボタン 

珈本体の再生／一時停止、停止ボタンを
同時に押し続けます。

本　体 

同時に押し続ける 

玳再生／一時停止ボタンにて「CONTRAST」
を選びます。

本　体 

珎サーチボタンにてコントラストを調整
します。コントラスト調整範囲は「1
～16」の範囲です。ディスプレイを
見ながら調整してください。

本　体 

または 

玻本体の再生／一時停止、停止ボタンを
同時に押し続けると、もとの表示にも
どります。

本　体 

同時に押し続ける 

ディスプレイのコントラストを調整することができます。
●初期設定は「8」に設定されています。



49ＤＶＤ／ＣＤプレーヤーの使い方

故障とお考えになる前に
次のような症状は、故障ではないことがあります。修理を依頼される前に、もう一
度次のことをお調べください。

はいっていたのと同じ容量のヒュー
ズと交換してください。
再度切れる場合は、販売店にご相談
ください。

リセットボタンを、細い棒などで約
2秒間押してください。

リセットボタンを押したときは、設
定が全て消えますので、もう一度設
定し直してください。

ディスクの印刷面を上にして入れて
ください。

ディスクをやわらかい布でふいてく
ださい。

ディスクを無傷なものに交換してく
ださい。

付属のレンズクリーナーをご使用く
ださい。

電源を入れた状態にして1時間乾燥
させてください。

次ページの「エラー表示について」
を参照して、内容を確認してくださ
い。

電源がはいらない
（音が出ない）

ボタンを押しても動
作しない、またはデ
ィスプレイが正確に
表示されない

音や映像がでない

音飛びする
ノイズなどがはいる

電源を入れた直後音
質が悪い

ディスプレイに「エ
ラー表示」が出る

ヒューズが切れている

ノイズなどが原因で、
マイコンが誤動作して
いる

ディスクを裏表逆に入
れている

ディスクがよごれてい
る

ディスクに大きい傷や
ソリがある

内部のレンズがよごれ
ている。

湿気の多いところに駐
車すると、内部のレン
ズに水滴が付くことが
あります。

自己診断機能が働き、
障害が発生したことを
知らせている

症　状 原因 処　置

リセットボタン 

CV-9000A
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エラー表示について
本機は、システム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。
障害が発生したときは、各種のエラーが表示されますので、対処方法に従って障害
を取り除いてください。障害を取り除けば、通常の動作にもどります。

販売店にご相談ください。

傷やソリのないディスクと交換して
ください。

販売店にご相談ください。

付属のレンズクリーナーをご使用く
ださい。

ディスクをイジェクトし、正しく入
れ直してください。

録音されているディスクと交換して
ください。

正しいリージョンのディスクを使用
してください。

視聴制限を解除してください。また
は、レベルを変更してください。
→「パレンタルレベルを設定する」
の項を参照してください。

MECHA
ERROR

FOCUS
ERROR

DISC
ERROR

REGION
ERROR

ERROR P

ＤＶＤメカニズムの故
障と思われます

ディスクに傷などがあ
り、演奏できないとき
の表示

ピックアップ部に不具
合があり、演奏できな
いときの表示

内部のレンズがよごれ
ている。

ディスクを裏返しに入
れ、演奏できないとき
の表示

ブランクディスク（無
録音）を入れたときの
表示

ディスクのリージョン
コードが合っていない
ときの表示

視聴制限がかかってい
るときの表示

エラー内容 原因 対処方法

上記以外のエラーが表示されたときは、前ページを参照してリセットボタンを押し
てください。それでも復帰しない場合は、本体の電源を切り、販売店にご相談くだ
さい。
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