
CD/SD/USBパーソナルシステム

C R - A 7 U S B
CD/SD/USB PERSONAL SYSTEM

場所を選ばず録音・再生。録った音楽がすぐ聴ける。
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CR-A7USB-L（ブルー） CR-A7USB-S（シルバー）

コンパクトなボディに先進の録音機能を搭載。

CD、デジタルプレーヤー、SDカード対応のパーソナルシステム。

デジタルプレーヤーに楽曲を入れて

録音機能で語学学習も 楽器練習など、いろんな用途に幅広く

多彩な音源を家の中で

■ CDやラジオを手軽に録音

本体前面にUSB端子とSDカードスロットを装備。CDの楽曲やラジオ番組

をデジタルプレーヤーやSDカード※1にカンタン操作で録音できます。CD

からデジタルプレーヤー/SDカードへの録音は倍速※2に対応していますの

で、スピーディーな録音が可能です。

■ 録音操作はボタンひとつの簡単操作

録音は、本体/リモコンの「録音キー」を押すだけの簡単操作。CD停止中に

押せば、CD1枚を丸ごと録音することができます。

■ 録音した楽曲が移動できる「MOVE機能」

デジタルプレーヤーに記録した楽曲をSDカードへ、SDカードに記録した

楽曲をUSBメモリーへ移動できる「MOVE機能※3」を搭載。使用用途に応

じて楽曲の移動が簡単に行えます。

※1 デジタルプレーヤー、USBメモリー、SDカードは本機には付属されておりません。

※2 録音フォーマットはMP3（192/128/96kbps）となります。また、ラジオの録音はMP3（128kbps）、

等速録音となります。

※3 移動した元のデータは消去されます。

デジタルプレーヤーやSDカードに高音質倍速録音。

デジタルプレーヤーやSDカードに収録した
音楽ライブラリを高音質再生。

デジタルプレーヤー、USBメモリー、SDカードに収録した音楽ライブ

ラリを高音質に再生可能です。「MP3」「WMA」「AAC※」「PCM」

の多彩な音楽フォーマットの再生に対応。CDを入れ替えることなく、

お気に入りの音楽の長時間リスニングが楽しめます。

※ MPEG-4 AAC、拡張子「.m4a」ファイルの再生に対応。

語学や楽器練習に便利なマイク録音※1に対応。

本体前面にマイク入力端子を装備。語学や楽器の演奏を、デジタル

プレーヤーやSDカードへマイク録音して、その場で再生できます。録音

フォーマットはMP3の他、非圧縮のPCM録音※2にも対応。音質劣化の

ない高音質録音が可能です。さらに、録音した音声データはファイル分割

して管理できますので、聞きたい場所を簡単に再生できます。

※1 マイクは別売です。市販のプラグインパワータイプのマイクをお求めください。

※2 PCM録音は「MIC」、「D.AUDIO」入力のみに対応しています。

■ さまざまな機器の再生に対応する「D.AUDIO IN端子」。

デジタルプレーヤーをはじめ音楽携帯電話、ポータ

ブルDVD等の接続が可能な「D.AUDIO IN端子」

を本体前面に装備。通勤や通学で楽しんでいるお気

に入りの音楽もスケール感のある音で楽しめます。
※ ケンウッド製対応機器を専用ケーブル「PNC-150」（別売）希望小売価格2,415円（本体価格2,300円）
で接続すれば、本体やリモコンで再生や選曲の操作が可能となります。詳細は、www.kenwood.co.jpを
ご参照ください。

■ 本体/リモコンも日本語表示で簡単操作が可能。

■ 奥行き10cmのスリムタイプ。

場所を選ばず自由にセッティング可能なスリムサイズを実現。リビングはもちろ

ん、キッチン、ベッドサイドなど、好きな場所でお気に入りの音楽が楽しめます。

■ CD-R/RWディスクの再生に対応。
※CD-DAフォーマットで記録されたCD-R/RWの再生に対応しています。再生ディスクはファイナライズされた
ものに限ります。また、CD-R/RWディスクの特性や記録状態によっては再生できない場合もあります。

薄型ボディにさまざまな録音・再生機能を装備。

5つの番組が録音できるタイマー機能を装備。

ラジオ番組の録音に便利なタイマー録音※を

5系統装備。ウィークリータイマー対応で、番組

録音の予約操作が簡単に行えます。お気に入り

の番組や語学講座などをUSB接続したデジタ

ルプレーヤーやSDカードに録音して、外出先で

再生することができます。

※ ラジオ録音の録音フォーマットはMP3（128kbps）になります。

視認性の高い液晶ディスプレイ＆
漢字表示に対応。

操作状態や再生中の曲などが一目でわかる液晶

ディスプレイを採用。漢字表示にも対応し、デジ

タルプレーヤーやSDカードに収録した楽曲の

アーティスト名、アルバム名、タイトル名を表示※

できます。

※ ID3タグVer1.0/1.1/2.2/2.3、WMAタグに対応。

マイク使用中の音声を聞く時は、ヘッドホンをご使用ください。スピーカーからは出力されません。
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型番

希望小売価格

CDプレーヤー部
対応CD

再生機能

対応メモリー

録音形式 / 録音モード

録音スピード

SD / USB部
再生形式※5

サンプリング周波数

再生対応ビットレート

最大フォルダ数（再生 / 録音）

最大ファイル数（再生 / 録音）

最大フォルダ階層数（再生 / 録音）

チューナー部
受信バンド

プリセット局数

スピーカー部

形式

ユニット

インピーダンス

最大入力

最大外形寸法 / 質量（約）

タイマー機能

端子

実用最大出力

入力端子（感度 / インピーダンス）

定格消費電力

待機時消費電力

付属品

発行年月 年 月

株式会社ケンウッド／株式会社ケンウッド・ホームエレクトロニクス�
〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店で�
おわかりにならないときは、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。●仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあり�
ます。●撮影及び印刷の都合上実際の商品の色と異なることがあります。ご了承ください。●保証書は所定事項の記入の有無をご確認の上、�
販売店でお受け取りください。●外形寸法は突起物を含まない寸法です。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。�
●ステレオ再生装置の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有してあります。�

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」を
よくお読みください。●「水、湿気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。
「火災、感電、故障」などの原因となることがあります。�

GAA-CRA7USB 発行年月日：2009年5月11日（N6）

USBメモリー / 録音モード（MP3形式）

SDカードの容量 192kbps 128kbps 96kbps
PCM

128MB 約1時間20分（約20曲） 約2時間（約30曲） 約2時間40分（約40曲） 約8分（約2曲）

256MB 約2時間40分（約40曲） 約4時間（約60曲） 約5時間20分（約80曲） 約16分（約4曲）

512MB 約5時間20分（約80曲） 約8時間（約120曲） 約10時間40分（約160曲） 約32分（約8曲）

1GB 約10時間40分（約160曲） 約16時間（約240曲） 約21時間20分（約320曲） 約1時間（約16曲）

2GB 約21時間20分（約320曲） 約32時間（約480曲） 約42時間40分（約640曲） 約2時間10分（約32曲）

■ 録音時間・曲数(目安)について

※1. CD-R/RWは、記録状態によって再生できない場合がございます。 ※2. SDカードは別売です。SDHC（4GB以上）、MMC(マルチメディアカード)は使用できません。また、miniSDカード™、microSD™カードをご使用の際には、別売の専用アダプターが必要と

なります。動作確認済みSDカードの詳細については、http://www.kenwood.co.jp/faq/をご参照ください。 ※3. USBメモリーは別売です。対応機器の詳細については、http://www.kenwood.co.jp/faq/をご参照ください。 ※4. SDカードへのPCM

（非圧縮）録音の場合、Class6以上のSDカードが必要となります。 ※5. MP3/WMA/AAC/PCM以外のファイル形式や、著作権保護されたファイルの再生はできません。 ※6. iTunes™ 4.1～7.3で作成されたm4aファイルの再生に対応しています。

※7. VBRのオーディオデータは、対応ビットレートの範囲外になる場合があり、再生できないことがあります。 ※8. SDカードからデジタルプレーヤーやUSBメモリー、デジタルプレーヤーやUSBメモリーからSDカードへの録音は、転送（MOVE）となり、移動

した元のデータは消去されます。

※ 1曲約4分として

■ 著作権を守りましょう。
• あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほか、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（sarah） • 住所　東京都千代田区麹町1-8-14 麹町ＹＫビル2階　• 電話　03-3261-3444

■ 商品ご理解のために
• Microsoft®、MS-DOS®、Windows®、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国の登録商標、または商標です。 • AppleおよびiTunesは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。
• SD、microSDおよびminiSDはSDアソシエーションの登録商標です。• マークは、音楽用CDの統一マークです。

記録メディア
録音フォーマット

USBメモリーに録音 SDカードに録音

CD ○（デジタル倍速） ○（デジタル倍速） MP3

USBメモリー - ○（MOVE）※8 -

再生 SDカード ○（MOVE）※8 - -

メディア ラジオ ○（アナログ等速） ○（アナログ等速） MP3

マイク ○（アナログ等速） ○（アナログ等速） MP3/PCM

D.AUDIO ○（アナログ等速） ○（アナログ等速） MP3/PCM

■ 録音について

■ 主な定格

CR-A7USB-S（シルバー）/ CR-A7USB-L（ブルー）

オープン価格

音楽CD、CD-R/RW（CD-DA）※1

プログラム / ランダム /リピート（1曲・全曲・プログラム）

SD※2：SDカード、miniSD™カード、microSD™カード（128MB～2GBまで）
USB※3：USBマスストレージ対応デジタルオーディオプレーヤー、またはUSBフラッシュメモリー

MP3形式：192kbps / 128kbps / 96kbps (44.1kHz STEREO)
PCM（16bit / 44.1kHz）※録音ソース：マイク、D.AUDIO※4

CD → USB / SD：デジタル2倍速
ラジオ / AUX / D.AUDIO → USB / SD：アナログ等倍速

MP3 / WMA（DRM非対応）/ MPEG-4 AAC※6 / PCM

MP3 / WMA：8kHz～48kHz、MPEG-4 AAC：11.025kHz～48kHz、PCM：44.1kHz

MP3：8kbps～320kbps（CBR / VBR※7）、WMA：48kbps～192kbps（CBR / VBR※7）、MPEG-4 AAC：16kbps～320kbps

1000フォルダ

2000ファイル

5階層

FMステレオ（76MHz～90MHz）/ AM（522kHz～1629kHz）

AM20局 / FM20局

1WAYバスレフ方式

フルレンジ80mmコーン型

4Ω

5Ｗ

W378×Ｈ158×Ｄ101mm / 2.1kg 

ウィークリータイマー(録音・再生)：5系統 / スリープタイマー

入力：SDカードスロット×1、USB端子（タイプA）×1、マイク端子×1、D.AUDIO IN×1
出力：ヘッドホン出力×1

2.5W+2.5W（JEITA 4Ω）

D.AUDIO：（High）660mV / 35kΩ、（Low）2,200mV / 20kΩ
マイク：（High）-58dB / 3kΩ、（Low）-45dB / 3kΩ

13Ｗ

1.8Ｗ以下

AMループアンテナ、FM室内アンテナ、リモコン、リモコン用単4形乾電池、ACアダプター

ご注意　下記ケンウッド製デジタルメモリープレーヤーにUSB経由で録音し、デジタルメモリープレーヤー側で再生を行った場合、録音された順番で再生できないことがあります。本件につきましては、弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

対象機種：M2GD55 / M1GD55 / M2GD50 / M1GD50
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