
●簡単接続ガイドを見ながら、まずは                 とテレビをつなぎ、電源を入れてください。
●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。
　あらかじめご了承ください。

AVケーブル

簡単接続ガイド
電源コード ・ ACアダプタ

はじめてガイド
お気に入りのCDをケータイで楽しむための

誰でもすぐにカンタンに!

携帯電話に取り込んだ楽曲は 　　　　でも楽しめます

ソフトウェアの最新バージョンがある場合、自動でバージョン確認画面に切り替わります。

　　 携帯電話に取り込んだ楽曲は、 　　　  にも保存されています。
メインメニュー→「ミュージック」→「ミュージックライブラリ」→「全曲一覧」と

進んでください（詳しくは取扱説明書30ページでご確認ください）。

CDから取り込んだ楽曲が一覧表示された状態で
「　　  」を押すと、選択した楽曲を　　　　のステ
レオスピーカーで聞くことができます。

■インターネットに接続する場合は、同梱のLANケーブルをご利用ください。■テレビにS映像入力端子がある場合は、S映像コード
で接続すると、よりきれいな映像で楽しめます。■CD楽曲の取り込みには、　　　   対応機種が必要です。詳しくは　　ホームページ
等でご確認ください。

あらかじめ                とご自宅のテレビを接続してください。

　　　　をインターネットに接続すると・・・

※終了するまで15分程度かかる場合
　があります。
※「更新する」のみ表示されている
　場合は、そのまま「　　」を押して
　ください。

オンラインバージョンアップについて（インターネット接続時）

　　　　をインターネットに接続すると、CDから取
り込む楽曲の情報が自動的に取得され表示されます
（詳しくは取扱説明書88ページから93ページ等で
ご確認ください）。

インターネットに

つなげていないけど、

大丈夫かな。

ケータイで

音楽が聴けるって

言うけど、

どうするの？

機械が

苦手な私でも、

できるかしら。

必要な機能だけ

使えれば

いいんだけど・・・

設定とか

配線とか、

大変だわ。

バージョンアップ終了後、自動的に再起動されます。

「       ケータイを接続してください」と表示されたら、
                 に       携帯電話をつないでください。

「テレビ画面設定」画面が表示されたら、テレビの縦：横比率を選んで「　　」を
押し、「OK」を選んで「　　」を押してください。次に「免責事項」画面が
表示されますので、お読みいただき、内容に同意したうえで「同意する」を選んで
「　　」を押してください。

自動的に        携帯電話の登録がはじまります。登録完了後、「ケータイの登録が完了しました」と表示されますので、
「OK」を選んで「 　　」を押してください。

携帯電話をつなぐときのポイント①

携帯電話をつなぐときのポイント②

USBケーブル

携帯電話背面
※ケーブルの先端の形に
　注意してつないでください。

        携帯電話を
待受画面の状態でつなぐ。

        携帯電話の
「データ転送モード」
または「高速データ
転送モード」を選択。

メインメニュー画面が表示されます。中面のSTEP.2へお進みください。

※       携帯電話の「オートロック」機能は必ず「OFF」にしてください（ 初期設定は「OFF 」になっています）。

※画面タイプについ
　て、詳しくは取扱説
　明書22ページでご
　確認ください。

※下記       携帯電話
　をつなぐときの
　ポイント①②を
　ご確認ください。
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※       携帯電話がつながっていない場合は、3ページを参考につないでください。

次は               にCDをセットして
      携帯電話に楽曲を取り込みましょう!

メインメニュー画面が表示されたら、そのまま                 にCDをセットしてください。
自動的に画面が切り替わります。

取り込み完了後、「　　」を押し、「ケータイに転送」が表示されたら、
再度「　　」を押してください。　　携帯電話にCDの楽曲が転送されます。

CDの楽曲を取り込む準備をしてください。

　　　を押すとCDトレイの開閉
ができます。

インターネットに接続していない場合は、
楽曲名は表示されません。

「      」を押してしばら
くお待ちください。

「3.CD取り込み
＆ケータイ転送」を

選択

こんなときは・・・

楽曲を取り込む際のヒント

インターネットに接続されていない場合は、下記画面が表示されます。
OKを押すとそのまま楽曲の取り込み画面に進めます。

左記画面を表示しないようにする
ためには、取扱説明書92ページ
をご確認いただき、「自動的に
CD情報を取得する」のチェックを
外してください。

チェックボックスにチェック
が入っている楽曲が取り込
まれます。 選択を解除したい場

合は、楽曲を選択して
「　　」を押してくださ
い。

「転送終了しました」と表示がされたら、「       」を押してください。
以上で、       携帯電話にCDの楽曲が取り込むことができました。

携帯電話で、早速

「CDから取り込み」画面が表示されたら、CDの楽曲を取り込んでください
（この操作で               の中に楽曲が取り込まれます）。

お気に入りの楽曲を楽しみましょう。

「　　」を押す

CDをセットすると自動的に上記画面が表示
されます。

楽曲の取り込みがはじまります。インターネット
に接続していない場合、楽曲名は「トラック」な
どと表示されます。楽曲名は取り込み後、手動
で変更することができます。

画面下の操作ガイドも
ご利用ください。

まずはお使いの      携帯電話を
　　　    に登録しましょう!

STEP

1
STEP

2

                 の電源を入れて、しばらくお待ちください。

「時刻設定」画面が表示されたら、そのまま「OK」を選んで「　　」を押してください。
次に「　    ケータイ登録」画面が表示されたら、「登録する」を選んで　　
「　　」を押してください。

3分程度かかる場合があります

テレビのリモコン等の「入力切替」ボタンで
                画面を表示してください。

              のリモコンと       携帯電話・USBケーブルをご準備ください。

USBケーブルは、　　        　に
は同梱されていません。
　  携帯電話につなげられる
USBケーブルをお持ちでない
場合は、お近くの      ショップな
どでお買い求めください。

数字ボタンを使って          携帯電話のロックNo.（ケータイロックNo.）を入力してください。

※       携帯電話でCDの楽曲を楽しむ際には、時計機能は使いません（詳しくは取扱説明書20ページでご確認ください）。

ロックNo.入力 「      」を押す 「      」を押すカーソルキーで
画面上のOKを選択

ケータイロックNo.の初期値は「1234」です。
ケータイロックNo.の変更については、　   携帯電話の取扱説明書で
ご確認ください。

※登録できる
　　  携帯電話は、
　　　　　1台につき
　1台となります。

02

「テレビ/               切替」スイッチが「BOX」側（＝              操作モード）に
なっていることを確認してください。

（初期設定中は、開きません。）
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　あらかじめご了承ください。

AVケーブル

簡単接続ガイド
電源コード ・ ACアダプタ

はじめてガイド
お気に入りのCDをケータイで楽しむための

誰でもすぐにカンタンに!

携帯電話に取り込んだ楽曲は 　　　　でも楽しめます

ソフトウェアの最新バージョンがある場合、自動でバージョン確認画面に切り替わります。

　　 携帯電話に取り込んだ楽曲は、 　　　  にも保存されています。
メインメニュー→「ミュージック」→「ミュージックライブラリ」→「全曲一覧」と

進んでください（詳しくは取扱説明書30ページでご確認ください）。

CDから取り込んだ楽曲が一覧表示された状態で
「　　  」を押すと、選択した楽曲を　　　　のステ
レオスピーカーで聞くことができます。

■インターネットに接続する場合は、同梱のLANケーブルをご利用ください。■テレビにS映像入力端子がある場合は、S映像コード
で接続すると、よりきれいな映像で楽しめます。■CD楽曲の取り込みには、　　　   対応機種が必要です。詳しくは　　ホームページ
等でご確認ください。

あらかじめ                とご自宅のテレビを接続してください。

　　　　をインターネットに接続すると・・・

※終了するまで15分程度かかる場合
　があります。
※「更新する」のみ表示されている
　場合は、そのまま「　　」を押して
　ください。

オンラインバージョンアップについて（インターネット接続時）

　　　　をインターネットに接続すると、CDから取
り込む楽曲の情報が自動的に取得され表示されます
（詳しくは取扱説明書88ページから93ページ等で
ご確認ください）。

インターネットに

つなげていないけど、

大丈夫かな。

ケータイで

音楽が聴けるって

言うけど、

どうするの？

機械が

苦手な私でも、

できるかしら。

必要な機能だけ

使えれば

いいんだけど・・・

設定とか

配線とか、

大変だわ。

バージョンアップ終了後、自動的に再起動されます。

「       ケータイを接続してください」と表示されたら、
                 に       携帯電話をつないでください。

「テレビ画面設定」画面が表示されたら、テレビの縦：横比率を選んで「　　」を
押し、「OK」を選んで「　　」を押してください。次に「免責事項」画面が
表示されますので、お読みいただき、内容に同意したうえで「同意する」を選んで
「　　」を押してください。

自動的に        携帯電話の登録がはじまります。登録完了後、「ケータイの登録が完了しました」と表示されますので、
「OK」を選んで「 　　」を押してください。

携帯電話をつなぐときのポイント①

携帯電話をつなぐときのポイント②

USBケーブル

携帯電話背面
※ケーブルの先端の形に
　注意してつないでください。

        携帯電話を
待受画面の状態でつなぐ。

        携帯電話の
「データ転送モード」
または「高速データ
転送モード」を選択。

メインメニュー画面が表示されます。中面のSTEP.2へお進みください。

※       携帯電話の「オートロック」機能は必ず「OFF」にしてください（ 初期設定は「OFF 」になっています）。

※画面タイプについ
　て、詳しくは取扱説
　明書22ページでご
　確認ください。

※下記       携帯電話
　をつなぐときの
　ポイント①②を
　ご確認ください。
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