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安全上のご注意（絵表示について）

このたびは、マランツの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮さ
せて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご
注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

絵表示について
この「安全上のご注意」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、いろいろな絵表示をしています。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

傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

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。

  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。

△ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は指をはさまれないよ
うに注意）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
セントから抜く）が描かれています。
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警 告

電源プラグをコン 
セントから抜く 

● 万一、煙が出ている、変なにおいや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。すぐに機器本体の電源スイッ
チを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出
なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。

● 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを
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。

● 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッ
チを切り、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。

● 万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器
本体の電源スイッチを切り、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。

● 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依
頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

● この機器を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてくだ
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、機器の天面から10cm
以上、背面から10cm以上のすきまをあけてください。内部に熱が
こもり、火災の原因となります。

● この機器の開口部をふさがないでください。開口部をふさぐと内部に
熱がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温度上昇
を防ぐため、ケースの上部や底部などに開口部があけてあります。次
のような使い方はしないでください。

 ･ この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。

 ･ この機器を押し入れ、専門のラック以外の本箱など風通しの悪い
狭い所に押し込む。

 ･ テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用
する。

● 風呂場等の水滴がかかる場所では使用しないでください。火災・感電
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。

● 表示された電源電圧（交流100ボルト）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。

● この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流（DC）
電源には接続しないでください。火災の原因となります。

● この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・
感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご
注意ください。

● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、
引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火
災・感電の原因となります。

水場での使用禁止 

接触禁止 
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● 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならな
いようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因とな
ります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、
重い物をのせてしまうことがあります。

● この機器の開口部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。

● この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入っ
た容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入っ
た場合火災・感電の原因となります。

● この機器の上にろうそく等の炎が発生しているものを置かないでくだ
さい。火災の原因になります。

● 乾電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、
けがの原因となります。

● この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・
整備・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。

● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かない
でください。火災・感電の原因となることがあります。

● ぐらついた台の上や傾いた所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。

● 電源コードを熱器具に近づけないでください。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。

● 製品に同梱している電源コードのみ使用してください。製品に同梱し
ていない電源コードは使用しないでください。

● 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が
高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影
響を与え、火災の原因となることがあります。

● 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因と
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でください。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、電源コードを引っ張らないでください。コー
ドが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを
持って抜いてください。

● ひび割れ、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。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散って、
けがの原因となることがあります。

● レーザー光源をのぞき込まないでください。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。

● この機器の上にテレビやオーディオ機器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でください。特にお子様
にはご注意ください。倒れたり、こわしたりして、けがの原因となる
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、液もれにより、火災・
けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

警 告

分解禁止 
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電源プラグをコン 
セントから抜く 

指を挟まれないよう注意 

● 電池は、金属性のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンな
どと一緒に携帯、保管しないでください。電池のプラス端子  とマ
イナス  端子の間がショートし、電池の破裂、液もれにより、火災、

    けがの原因となることがあります。 

● 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。
電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

● 長時間、音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、
火災の原因となることがあります。

● この機器の上に5kg以上の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。

● オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読
み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定
のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コー
ド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（ボリューム）を最小にしてください。突
然大きな音がでて聴力障害などの原因になることがあります。

● 電池をリモコン内に挿入する場合、極性表示プラス  とマイナス
 の向きに注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、
液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

● ご不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示（条
例）に従って処理してください。

● 5年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。
機器の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
行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご
相談ください。

● 旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは安全のため必
ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセン
トから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから
行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあ
ります。

● 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行って
ください。

● お子様がディスク挿入口に、手を入れないようにご注意ください。け
がの原因となることがあります

● 長期間使用しないときは、電池をリモコンから取り出しておいてくだ
さい。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となるこ
とがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく
拭き取ってから新しい電池を入れてください。また、万一、もれた液
が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

● 電源スイッチを切っても、電源からは完全に遮断されていません。
万一の事故防止のため、本製品を電源コンセントの近くに置き、すぐ
に電源コンセントからプラグを抜けるようにしてご使用ください。

警 告
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❖  フルデジタル伝送による最高画質・最高

音質を実現するHDMI*1端子を搭載
    DVIを拡張した次世代テレビ向けデジタ
ルインターフェースであるHDMI（High-
Defi nition Multimedia Interface）を搭載し、
非圧縮のデジタル映像とデジタルオーディオ
（ドルビーデジタル、DTS、といったオーディ
オストリームやリニアPCM）の伝送やさら
にHDMI規格Ver1.1に準拠することにより、
DVDオーディオマルチチャンネル音声の伝
送が、１つのコネクターで行えます。このた
め入り口から出口までフルデジタル伝送・フ
ルデジタルプロセスを実現し、AD/DA変換
による画像劣化を皆無にするリアルな映像
を実現します。またスケーリング機能によ
りHDMI端子を経由して480pの映像信号を
720p、1080i、1080p映像信号へアップ
コンバートし、出力可能になりました（P.58）。

❖  アナログ出力で最高画質を実現する

216MHz/12bit Video Encoder搭載
    13.5MHzの標準解像度ビデオに対してイ
ンターレース方式で8倍、プログレッシブ方
式で4倍のオーバーサンプリングを達成した
216MHzのVideo Encoderを搭載すること
により高精度なD/A変換が可能になり、自然
な輪郭を再現することに成功しました。

    NSV（Noise Shaping Video）*2技術により、
ビデオノイズ成分を不要帯域にシフトさせ高
精度な画像を実現しています。

❖  “DCDi™”*3プログレッシブスキャン回路

搭載 

    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方式は、動きのあるビデオ素
材でもギザギザの目立たない滑らかな輪郭を
再現します）（P.56）。

本機の特長 ❖  6チャンネルイコールクオリティーの
HDAM採用オーディオ専用基板搭載

    独立専用オーディオ基板コンセプトを採用。
    スーパーオーディオCDで培ったノウハウを
惜しみなく投入し、オーディオ基板を他の回
路より独立させ、映像回路からの影響をさえ
ぎるため、裏全面にシールドをし、かつ基板
配線、部品配置を極限まで理想を追った構成
になっています。

    さらに出力端子間には充分に余裕を持たせ、
高級オーディオケーブルの使用も可能として
います。

❖  映画館のような迫力のあるサウンドが味
わえるDVDオーディオ、ドルビー*4デ
ジタル/DTS*5デコーダー内蔵の高音質
オーディオシステム

                      

    本機はDVDオーディオの高音質を再生可能
にする192kHzサンプリング/24bitのDAC
（デジタル/アナログコンバーター）を採用し
ています。

    5.1チャンネルアナログ音声出力端子を装備
し、ドルビーデジタルデコーダー、DTSデ
コーダーを内蔵しています。さらにドルビー
プロロジックⅡを搭載することにより、2
チャンネルソースを5.1チャンネル化するこ
とができます。5.1チャンネル音声入力端子
を持ったAVアンプなどと接続して映画館の
ような臨場感ある音声をお楽しみいただけま
す（P.21, 48）。

❖  DivX*6対応 
    DivXの型式で収録されたCD及びDVDのデ
ジタル映像を再生することができます（P.10, 

40, 43）。
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❖  MP3/WMA*7対応 
    MP3/WMAファイル形式で圧縮された音楽
データが記録されたCD-ROM、CD-R、また
はCD-RWディスクを再生することができま
す（P.10, 40）。

❖  JPEG対応

    JPEG方式の静止画像が記録されたCD-
ROM、CD-RまたはCD-RWディスクを再生
することができます（P.10, 40, 41）。

❖  RS232C制御端子搭載

    カスタムインストールに対応するRS232C
制御端子を搭載。

    ボタン一つで部屋が暗くなり、プロジェク
ターの電源が入りDVDが再生する夢のシス
テムが構築できます（P.17）。

❖  省エネルギー設計

    本機は30分間ご使用にならないと自動的に
スタンバイモードになる、消費電力を抑えた
設計になっています。

*1  HDMI, the HDMI logo and High-Defi nition 
Multimedia Interface are trademarks or 
registered trademarks of HDMI Licensing 
LLC.

*2  “NSV”はアナログデバイセズ社の登録商標です。

*3“DCDi”はFaroudjaジェネシスマイクロチップ社
の登録商標です。

*4  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。

    ドルビー、PRO LOGIC及びダブルD記号はドル
ビーラボラトリーズの商標です。

*5  DTSおよびDTS Digital Surroundは米国Digital 
Theater Systems, Inc.の登録商標です。米国
Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に
基づき製造されています。

*6  DivX、DivX CertiｆiedおよびそのロゴはDivX 
Networks Inc.の商標であり、ライセンス承諾を得
て使用されます。

*7  Windows Madia、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。

ご注意
625p（PALプログレッシブ）方式の映像を楽し
むときは、625p（PALプログレッシブ）に対応
したテレビ、モニター、プロジェクターをご使用
ください。

箱から出したら次の付属品がそろっていること
を確認してください。

･   音声／映像ケーブル

･   リモート接続ケーブル

･   電源コード

･   リモートコントロールユニット

･   単4形乾電池（LR03・2本）

･   保証書
･   取扱説明書（本書）

付属品の確認
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*1     DVDオーディオディスクの再生について
     DVDオーディオディスクに含まれるドルビーデジ
タルやDTSはDVDビデオ専用プレーヤーで再生し
ていただくためのものです。本機で再生する場合
は［プレーヤーモード］を［DVDビデオ］に切り換
えてください。

*2     DVD-Rディスクの再生について
 本機はDVDビデオフォーマットで記録された
DVD-Rディスクを再生することができます。

※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

*3     DVD-RWディスクの再生について
･   本機はDVDビデオフォーマット、DVD-VR
フォーマットで記録されたDVD-RWディスク
を再生することができます。

･   DVDレコーダーで編集した箇所を再生すると、
そのつなぎ目で一瞬画面が静止画になること
があります。

･   DVDレコーダーで録画、または編集したディ
スクを再生すると編集位置が多少ずれること
があります。

※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

*4     CD-R/CD-RWディスクの再生について
     本機は音楽CDフォーマット、ビデオCDフォー
マット、MP3/WMAの音楽データ、JPEGまたは
DivXが記録されたCD-R/CD-RWディスクを再生
することができます。ただし、ディスクによって
は「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が
歪む」などが起きることがあります。

※  詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

本機で再生できるディスクの種類

・  本機はJEITA標準、NTSCカラー方式／
PAL方式に適合していますので、NTSC方式
とPAL方式両方のディスクを再生することが
できます。

・  以下のマークはディスクレーベル、パッケー
ジ、またはジャケットに付いています。

再生できるディスクの種類とマーク

❖  本機で再生できないディスクの種類

    ・ リージョンが「2」「ALL」以外のDVDビデオ
    ・ DVD-ROM ・DVD-RAM・フォトCD 
    ・ CD-Gなど

本機で再生できるディスクについて

ご注意

･ ディスクレーベル面に「CDロゴ」   マー

 クの入ったものなどJIS規格に合致したディ
スクをご使用ください。CD規格外ディスクを
使用された場合には、再生の保証は致しかね
ます。また、再生できた場合であっても音質
の保証は致しかねます。

･ デュアルディスクのオーディオ面は、CD規格
に準拠していないため、再生できない場合が
あります。

ご注意
本機はアダプター（CD用）を使用しないで8cmCD
を再生することができます。8cmアダプター（CD
用）は使用しないでください。

ビデオCD

CD   CD-R*4   CD-RW*4

  DVD-RW*3  DVD-R*2

DVDビデオ DVDオーディオ*1

 スーパーオーディオCD
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❖  MP3・WMA・JPEG・DivX共通イン
フォメーション

・  ISO9660レベル1のCD-ROMファイルシス
テムに従って記録してください。

・  MP3、WMA、DivXにおいてファイル数は
フォルダー毎に約650ファイルまで対応し
ています。フォルダー数はディスク毎に約
300フォルダーまで対応しています。

・  可変ビットレートで記録されたMP3、WMA
ファイルは、表示窓の時間表示が正しく表示
されないことがあります。

❖  MP3の再生について

・  MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリン
グ周波数8kHzから48kHzで記録されたファ
イルに対応しています。それ以外で記録され
たファイルは再生することができません。

・  ID3-Tagに対応しています。
・  32kbpsから320kbpsまでのビットレート
に対応しています。

・  音質的には、記録ビットレート128kbpsを
推奨します。

・  「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がつ
いたMP3ファイルのみ再生することができ
ます。

・  マルチセッションには対応していません。マ
ルチセッションディスクのときは、最初の
セッションのみ再生します。

・  フォルダー /トラックの名前は最大30文字
まで表示します（半角英数字で入力された文
字のみ）。

・  MP3の音楽データが記録されたDVD-
R/RWディスクは、正常に再生できません。

❖  WMAの再生について

・  サンプリングレートは、44.1kHz（ビット
レート：64kbps～192kbps）と48kＨｚ
（ビットレート：128kbps～192kbps）に
対応しています。

・  「.wma」、または「.WMA」という拡張子が付
いたWMAファイルのみ再生することができ
ます。

・  Windows Media Digital Right Management
（DRM）で保護されたディスクは再生すること
ができません。

❖  JPEG再生について

・  本機はJPEGフォーマットで記録された画像
データを処理できるように設計されています
が、JPEGフォーマットで記録されたすべて
の画像データの再生を保証するわけではあり
ません。

・  プログレッシブJPEGを再生することはでき
ません。

・  HD  JPEGを再生することはできません。
・  「.JPG」、または「.JPEG」という拡張子が付
いたJPEGファイルのみ再生することができ
ます。（マッキントッシュで作成されたJPEG
ファイルをそのまま再生することはできませ
ん。）

・  ファイルサイズと圧縮比によっては、再生で
きないJPEGファイルもあります。

❖  DivX再生について

・  「.avi」、または「.divx」という拡張子が付いた
DivXファイルのみ再生することができます。

・  最大で30文字まで表示することができます。
・  最大で4Gバイトのファイルサイズまで再生
できます。

・  MPEG1オーディオレイヤー3のフォーマッ
トおよびMPEG2で記録されたファイルに対
応しています。
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DVDに表示されているマークに
ついて

DVDのディスクレーベル、またはパッケージに
は、以下のようなマークが表示されています。

マーク 意味

記録されている音声の数

記録されている字幕言語の数

記録されているアングル数

記録されている映像のアスペクト比

再生可能な地域番号を表わしま
す。本機は地域番号「2」、または
「ALL」と表示されたディスクを再
生することができます。

ご注意
・   レコーダー、またはパソコンで記録したDVD

±R/RW、およびCD-R/RWディスクを再生

できないことがあります（原因：ディスクの

特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、

または結露など）。

・   パソコンで記録したディスクは、アプリケー

ションの設定、および環境によって再生でき

ないことがあります。正しいフォーマットで

記録してください（詳細はアプリケーション

の発売元にお問い合わせください）。

・   本機ではファイナライズしていないDVD±

R/RW、CD-R/RWディスクを再生すること

はできません。

・   DVD±R/RW、およびCD-R/CD-RWディス

クの取り扱いについては、ディスクの使用上

の注意をご覧ください。

・   音楽CD（CDAフォーマット）、またはMP3/

WMA、JPEG/DivXファイルが記録されてい

るCD-R/RW以外のディスクは、決して再生

しないでください。ファイルの種類によって

は、故障や異常動作の原因になることがあり

ます。

・   CD、CD-R/RW、DVD±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。 またディスク

のバランスがくずれ、再生できなくなる恐れ

があります。

2

2

3

16 : 9 LB

2

ALL

DVDの操作制限について

DVDでは、ディスク制作者の意図により、操作
方法を変更したり、特定の操作を禁止している
ものがあります。このためディスクによって操
作方法が異なったり、特定の操作ができないこ
とがあります。本機ではディスクによって禁止
されている操作をしたとき、またメニューや再
生中に対話式の操作が可能なディスクでは、リ
ピートやプログラムなどの一部の操作ができな
いことがあります。このような場合、本機では
画面に「禁止」マーク（  ）を表示します。

著作権について

･   ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レン
タルすることは法律により禁じられています。

･   本機には、マクロビジョンコーポレーション
および他の権利保有者が所有する合衆国特許
および知的所有権によって保護された、著作
権保護技術を搭載しています。この著作権保
護技術の使用にはマクロビジョンコーポレー
ションの許可が必要であり、同社の許可がな
い限りは一般家庭及びそれに類似する限定し
た場所での視聴に制限されています。解析や
改造は禁止されていますので行わないでくだ
さい。
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ビデオCD

トラック1 トラック2 トラック3 トラック4

スーパーオーディオCD/CD/ビデオCD

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

     

スーパーオーディオCDやCD、ビデオCDでは
ディスクをトラックという単位で分けています
（一般的には1曲が1つのトラックに対応してい
ます。また、さらにトラックがインデックスと
いう単位で分けられている場合もあります）。

   
MP3、WMA、JPEG、DivXのデータは「トラッ
ク（ファイル）」と「グループ（フォルダ）」に区切
り構成されています。

フォルダ1
トラック1 トラック2 トラック3

フォルダ2
トラック1トラック2

MP3/WMA/JPEG/DivX

ディスクの構成について

    

DVDビデオ、またはDVD-RWではディスクを
タイトルという単位で分け、さらにタイトルを
チャプターという単位で分けています。また、
ディスクによってはメニュー画面を持つものが
あります。メニュー画面はどのタイトルにも属
しません。映画などではふつう1つの映画が1つ
のタイトルに対応しています。カラオケディス
クでは1曲が1タイトルとなっています。ただし
このような区切りになっていないディスクもあ
りますので、サーチ機能やプログラム機能を使
用する際はご注意ください。

タイトル1 タイトル2

チャプター2チャプター1 チャプター2 チャプター1

DVDビデオ/DVD-RW

 

DVDオーディオではディスクをグループという
単位で分け、さらにグループをトラックという
単位で分けています（一般的には1曲が1つのト
ラックに対応。さらにトラックがインデックス
という単位で分けられている場合もあります）。
また、ディスクによってはDVDビデオのような
メニュー画面や映像が記録されているものもあ
ります。

グループ1 グループ2

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

DVDオーディオ
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リモコンに乾電池を入れる

裏ブタのタブを押しながら矢
印の方向へ開く

ケース内に表記されている極
性ª（プラス）/·（マイナス）
に合わせて、乾電池を正しく
入れる

フタを矢印の方向に閉める

リモコンの使用範囲

･   リモコンはプレーヤー本体前面部のリモコン
受光部に向けて操作します。プレーヤーから
リモコンの距離は約5m、またリモコン受光
部を基準にして左右30ﾟまでの範囲で操作で
きます。

･   後面のコントロール入力端子が他の機器に接
続されているとき（P.23）は、その機器のリモ
コン受光部に向けて操作してください。本機
に向けても操作することはできません。

ご注意
･   新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて
使用しないでください。

･   乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものがあ
ります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しな
いでください。

･   長い間（1ヵ月以上）リモコンを使用しないと
きは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取
り出してください。もし、液漏れを起こした
ときは、ケース内についた液をよく拭きとっ
てから新しい乾電池を入れてください。

･   不要になった電池を廃棄する場合は、各地の
地方自治団体の指示（条例）に従って処理して
ください。

ご注意
･   リモコン受光部に直接日光や強い光をあてな
いようにしてください。誤動作の原因となり
ます。

･   本体とリモコンの操作ボタンを同時に押さな
いでください。誤動作の原因になります。

･   このDVDプレーヤーを単独で使用する場合
は、本体後面のリモートコントロールスイッ
チを“INT.”に設定してください（P.23）。

30
30

5m

1

2

3
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1 スタンバイ（STANDBY）インジケーター
     本機がスタンバイ状態のとき点灯します。

2 ディスクテーブル
     ディスクを出し入れするときに、=オープン／ク
ローズ（0OPEN/CLOSE）ボタンで開閉します
（P.24, 29）。

3 再生（3PLAY）ボタン
     ディスクを再生します（P.24, 29）。

4 停止（7STOP）ボタン
     ディスクの再生を止めます（P.29）。

5 一時停止（8PAUSE）ボタン
     再生中に押すと映像が静止画になり、音声が一時
停止します（P.29, 32）。

6 電源（POWER)ボタン
（POWER ON/OFF）

     電源をオン／オフします（P.24, 29）。

7 AUDIO EX.インジケーター
      ・ AUDIO EXが動作しているときに点灯します。

      ・ CDDA、スーパーオーディオCD、DVDオーディ
オ、DTS CDを再生したときに、本体表示とビ
デオ信号出力を止めることによって、より忠実
な音声を再生することができます。

8 表示窓
     本機の動作状況を表示します。

9 HDMIインジケーター
     接続した機器とHDMI接続が確立されているとき
点灯します。

本体正面

0 AUDIO EX.ボタン
     ・ AUDIO EX.をオン／オフします。

     ・ HDMI出力のビデオ信号出力は止まりません。

- HDMIボタン
      ・ 3秒以上押すことによりHDMIオン／オフを切

り換えます。

 

・   出荷時は［HDMI ON］に設定されています。
・   HDMI機能をお使いになる場合、セットアッ

プメニューで「HDMI」を設定してください
（P.58）。

     ・ HDMIオンのときに押すと、現在の解像度を表
示します。解像度表示中に再度押すと、次の
ように解像度を選択します。

 

= オープン／クローズ（0OPEN/CLOSE）ボタン
     ディスクテーブルを開閉するときに押します（P.24, 

29）。

~ スキャン／前（4/1）ボタン
     ・ 映像や音声の頭出しをします（P.31）。

     ・ 再生中に2秒以上押すと早戻しをします。

! スキャン／次（¡/¢）ボタン
     ・ 映像や音声の頭出しをします（P.30）。

     ・ 再生中に2秒以上押すと早送りをします（P.31）。

480p 576p 720p 1080i 1080p

STANDBY

PAUSE

HDMIAUDIO EX.

HDMIAUDIO EX.

OPEN/CLOSE

STOPPLAY

POWER ON/OFF

SUPER AUDIO CD/DVD PLAYER DV7001

GRP GRP
TITLE

kHz
96

CHP ALL
A-B

PROG TOTAL SUB

PCM
AWS

MPEQ

BTSTM

MP3

MAPAUDIO

COND

DOWN MIX
VCD

SACD
V-PARTTHX

SRS TSPRGSVE DOLBY D

LFE
C RL

SLS RS

O OFF
VOFF

101TEXT

1

2 3 4 5 6 7 8 9 1211 1413 1615 1817 2019

kHz
192 PM M

STEREO MULTI

6

4 521

8

3

97 0 = ~ !-
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リモコン

＊   マーク付きのボタンはメニュー画面の操作に使います。

1 AUDIO EXボタン
     ・ CDDA、スーパーオーディオCD、DVDオーディ

オ、DTS CDを再生したときに本体表示、ビデ
オ信号出力を止めることによって、より忠実な
音声を再生することができます。

      ・ HDMI映像はオフになりません。

2 オープン／クローズボタン
（0OPEN/CLOSE）

     ディスクテーブルを開閉するときに押します（P.24, 

29）。

3 ズームボタン（ZOOM）
     DVDビデオやビデオCD等の映像を拡大するとき
に使用します（P.35）。

4 HDMIボタン
     ・ 3秒以上押すことによりHDMIのオン／オフを

切り換えます。

     ・ HDMIオンのときに押すと、現在の解像度を表
示します。解像度表示中に再度押すと、次の
ように解像度を選択します（P.58）。

 

5 2点間A-B／リピートボタン
（A-B/REPEAT）

     DVDビデオではタイトルやチャプター、DVDオー
ディオではグループやトラックを繰り返し再生し
ます。スーパーオーディオCD、CD、またはビデ
オCDではトラックやディスク全体を繰り返し再生
します（P.33）。

6 アングルボタン（ANGLE）
     DVDビデオのアングルを切り換えます（P.35）。

7 入力切り換えボタン（INPUT）
     PM-11S1、PM-15S1、PM6001、PM8001、

SR9600等の入力を切り換えることができます。

8 前（4）／次（¢）ボタン
     場面や曲の頭出しをします（P.30）。再生中に2秒
以上押すと、早送りや早戻しができます（P.31）。

9 スキャンボタン(SCAN)
     各トラックやチャプターの最初の6秒程度を再生
します（P.39）。

1

2
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0 トップメニュー／リターンボタン*
（TOP-M/RETURN）

     DVDソフトの最上層のメニュー画面を表示します
（P.25）。メニュー画面が表示されているとき押す
と、1つ前の項目に戻ります（ビデオCD）（P.25）。

- カーソル（2/3/5/∞）／ENTERボタン*
     設定項目を選択するときカーソルを上下左右に動
かします。ENTERを押すと、選択した項目を決定
します（P.25）。

= 画面表示ボタン（DISP.）
     ディスクの情報を表示します（P.37）。

~ ディスクスキップボタン（DISC SKIP）
     本機では使用しません。

! 電源ボタン（POWER）
     電源をオン／スタンバイします（P.29）。

@ サウンドモードボタン（SOUND MODE）
     スーパーオーディオCDを再生するときにマルチ
チャンネル層とステレオ層を切り換えます（P.36）。

音声出力の設定を切り換えます（P.48）。

# ページボタン（PAGE）
     DVDオーディオの静止画を選ぶときに使います
（P.36）。

$ ランダム再生ボタン（RANDOM）
     ランダム再生を行なうときに押します（P.34）。

% 音声ボタン（AUDIO）
     音声を切り換えます（P.27）。ディスク停止中にスー
パーオーディオCDのスーパーオーディオ層とCD

層を切り換えます（P.36）。

^ 字幕ボタン（SUBTITLE）
     DVDの字幕言語を切り換えます（P.28）。

& ボリューム(5/∞)ボタン（VOLUME）
     PM-11S1、PM-15S1、PM6001、PM8001、

SR9600等のボリュームを調整できます。

* ミュートボタン（MUTE）
     PM-11S1、PM-15S1、PM6001、PM8001、

SR9600等の音声をミュートすることができます。

( 再生（3）ボタン（PLAY）
     ディスクの再生を開始します（P.24, 29）。

) 一時停止（8）ボタン（PAUSE）
     映像や音声の再生中に押すと、映像が静止画にな
り、音声が一時停止します（P.29, 32）。

_ 停止（7）ボタン（STOP）
     ディスクの再生を止めます（P.29）。

+ メニューボタン*（MENU）
     DVDのメニュー画面を表示します（P.25, 42）。
     プレイバックコントロール（PBC）をオン／オフ

します（ビデオCD）（P.26）。

¡ 初期設定ボタン*（SETUP）
     初期設定画面を表示します（P.45, 48, 53, 60）。

™ 数字ボタン*
     見たい場所や聞きたい場所を探すとき、または
メニュー画面で項目を選ぶときなどに使います
（P.25）。

 

・   付属のリモコンはDVD1とDVD2の2つの
コードをセットできます。

・   工場出荷時はDVD1にセットされています。

・   DVD2にセットするには、停止（7）ボタンと

数字ボタンの［2］を5秒以上同時に押してくだ
さい。

・   DVD1にセットするには（戻すには）、停止（7）

ボタンと数字ボタンの［1］を5秒以上同時に押
してください。

・   このリモコンでセット本体を動かすには、本
体のコードをリモコンに合わせてください。
詳細はREMOTE CODEの設定（P.43）を参照
してください。（セット本体のコードは工場出
荷時DVD1にセットされています。）

・   本機をリモコンで操作する場合は、必ず前面
パネルの電源スイッチを電源オンのままにし
ておいてください。
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各
部
の
名
称
と
は
た
ら
き

本体後面

1 RS-232C端子
     専門業者（カスタムインストーラー）用のコント
ロール端子です。

2 コントロール入力／出力端子
     付属のリモートコントロールケーブルを使って、
このDVDプレーヤーを他のマランツ製オーディオ
コンポーネントに接続すると、1台のシステムとし
てコンポーネントをリモートコントロールできま
す（P.23）。

・ リモートコントロールスイッチ
  リモートコントロール入力／出力端子につな
いだとき、“EXT.”に設定してください。セッ
ト単独で使用するときは“INT.”に設定してく
ださい。

3 HDMI出力端子（Ver1.1準拠）
     HDMI（High-Defi nition Multimedia Interface）
はDVIを拡張した次世代デジタルオーディオビ
ジュアル機器用インターフェイスです。HDMI端
子は非圧縮のデジタル映像と、ドルビーデジタル、
DTS、リニアPCMなどのデジタルオーディオ信号
およびDVDオーディオマルチチャンネル音声を同
時に伝送することができます（P.21, 50, 58）。

4 音声出力（5.1CH）端子
     5.1チャンネルアナログ音声入力端子のあるAVア
ンプと接続するときに、市販の音声ケーブルを使っ
て接続します（P.21, 48）。

5 音声出力（2CH）端子
     2チャンネルのステレオアンプまたはテレビなど
と接続するときに、付属の音声ケーブルを使って
接続します（P.18, 20）。音声出力がバーチャルサ
ラウンド、5.1チャンネル設定されていても、常

にダウンミックスした2チャンネルを出力します。

6 電源コード接続端子
     付属の電源コードを接続して、壁のコンセントか
ら電源を供給します（P.18, 19）。

7 フラッシャー入力端子
     キーパッドなどを用いて各部屋から機器をコント
ロールする際に使用します。

8 デジタル出力（同軸・光）端子
     デジタル入力端子のあるアンプなどと接続すると
きに、市販の同軸、または光デジタルケーブルを
使って接続します（P.19, 20）。

9 D1/D2端子
     D映像入力端子のあるテレビと接続するときに、

市販のD端子ケーブルを使って接続します（P.22）。

0 コンポーネント映像出力（Y・CB/PB
・CR/PR）端子

     コンポーネント（Y、CB/PB、CR/PR）映像入力端
子のあるテレビなどと接続するときに、市販のコ
ンポーネント映像ケーブルまたは映像ケーブルを
使って接続します（P.22, 55）。

- S2映像出力端子
     S映像入力端子のあるテレビ、またはAVアンプな
どと接続するときに、市販のS映像ケーブルを使っ
て接続します（P.23）。

= 映像出力端子
     テレビまたはAVアンプなどと接続するときに、付
属の映像ケーブルを使って接続します（P.18, 23）。
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・   本機の映像出力は、直接テレビにするか、AVアンプを経由してテレビに接続してください。
    本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキやDVDレコー
ダー等を通してテレビに接続したり、ビデオデッキやDVDレコーダー等で録画して再生すると、正常な再生
ができないことがあります。

・   本機の映像出力、およびS2映像出力端子からはプログレッシブ出力されません。
・ 4：3のテレビと接続するときは、［映像設定］の［TVアスペクト］で［4：3レターボックス］か［4：3パンスキャ

ン］を選択してください（P.55）。

ご注意
機器の接続を行う場合、または変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

付属のケーブルを使ってテレビと接続する

 付属の音声／映像ケーブルを接続する
        L（白色）端子には白色のプラグを、R（赤色）端子には赤色のプラグを、VIDEO（黄色）

端子には黄色のプラグをつなぎます。モノラル音声入力端子と接続するときは市販の専
用ケーブルをお使いください。

 付属の電源コードをコンセントへ接続する
        接続が終わったら、セットアップメニューで本機の設定を行ってください（P.45, 48, 53, 60）。

音声/接続ケーブル 
(付属） 

電源コード 
(付属） 

音声入力 
端子へ 

映像入力 
端子へ 

テレビ 

コンセントへ 
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接
続
と
準
備

AV機器と接続する（接続例）

本機の性能を十分に楽しむための接続例です。P.20-23をご覧のうえ、お持ちのAV機器やケー
ブルに合わせて接続してください。

 映像ケーブルを接続する

 音声ケーブルを接続する

 付属の電源コードをコンセントへ接続する
        接続が終わったら、セットアップメニューで本機の設定を行ってください（P.45, 48, 53, 60）。

 

・   接続するテレビ／モニターによりますが、一般には映像出力端子（VIDEO）→S2映像出力端子→D1/D2端子
・コンポーネント映像出力端子（COMPONENT）→HDMI出力端子の順に、より高品質な映像を伝送すること
ができます。

・   プログレッシブ対応のテレビと接続するときは、［映像設定］の［プログレッシブ］で［ON］を選択してくださ
い（P.55）。
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音声ケーブルの接続のしかたを選ぶ

P.20-21のうち、どれか一つ接続すれば音声
が出力されます。

市販の同軸デジタルケーブルで接続する

本機はドルビーデジタル、DTS、MPEGなどの
デジタル音声を、デジタル入力に対応したAV
アンプ（各デコーダー内蔵アンプまたはデコー
ダー）とデジタル音声ケーブルでつなぐことによ
り、迫力あるデジタルサウンドをお楽しみいた
だけます。

 

デジタル音声で出力するとき
・   マランツ製のAVアンプをお使いのかたは、光デジタルケーブル、または同軸デジタルケーブルの接続をおすす

めします。
・   MD、CD-R（CDレコーダー）、DATなどのデジタル録音対応機器でデジタル録音をするときも、光デジタルケー

ブル、または同軸デジタルケーブルの接続をおすすめします。
デジタル出力でドルビーデジタル／DTSの5.1チャンネルを楽しむには
・   ドルビーデジタル／DTSの5.1チャンネル音声をお楽しみいただくには、ドルビーデジタル／DTSデコーダー

内蔵AVアンプなどのほか、5チャンネルスピーカー（フロント左右／センター／サラウンド左右）＋サブウー
ファーが必要になります。

DVDオーディオのデジタル出力について
・   DVDオーディオディスクのマルチチャンネル音声はデジタル出力されません。2チャンネル音声にダウンミッ

クスして出力されます。マルチチャンネル音声をお楽しみいただくためには［5.1チャンネル接続］（P.21）をし
てください。

・   DVDオーディオディスクの192kHz/176.4kHz音声はデジタル出力されません。96kHz/88.2kHz、または
48kHz/44.1kHzに変換して出力されます。ディスクによってはデジタル音声が出力されないことがあります。

    スーパーオーディオCDではデジタル音声が出力されません。［2チャンネル接続］、または［5.1チャンネル接続］
（P.21）をしてください。

市販の光デジタルケーブルで接続する

ご注意
・   本機の光端子はシャッター式です。光出力端

子に接続するときは、端子の向きを合わせて
しっかりと差し込んでください。誤った向き
で無理に差し込むと、端子が変形して、ケー
ブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなる
ことがあります。

・   DTSに対応していないAVアンプ（デコーダー）
を使用する場合は、DTSで収録されたDVD
を再生すると、耳を刺激するような雑音が発
生し、スピーカーを破損する恐れがあります
（P.50）。

DIGITAL IN

INT.
EXT.

REMOTE
CONTROL

OUT IN

RS-232C

HDMI
Ver 1.1

FLASHER IN

AC IN

LRLRCENTERSUB WOOFERSURR.LSURR.R

MIXED
2CH

COAX.

OPT.

FRONT

AUDIO OUT

Y /PCB B CR/PR

COMPONENT S2
1

VIDEO

2

VIDEO OUTDIGITAL
OUT

D1/D2

COAX.

AVアンプ 

同軸入力 
端子へ 

75Ω同軸デジタル 
ケーブル(市販） 

DIGITAL IN

INT.
EXT.

REMOTE
CONTROL

OUT IN

RS-232C

HDMI
Ver 1.1

FLASHER IN

AC IN

LRLRCENTERSUB WOOFERSURR.LSURR.R

MIXED
2CH

COAX.

OPT.

FRONT

AUDIO OUT

Y /PCB B CR/PR

COMPONENT S2
1

VIDEO

2

VIDEO OUTDIGITAL
OUT

D1/D2

OPT.

AVアンプ 

光入力 
端子へ 光デジタル 

ケーブル(市販） 



接続と準備

21

接
続
と
準
備

映像ケーブルの接続のしかたを
選ぶ

P.21-23のうち、どれか1つ接続すれば映像
が出力されます。本機では、HDMI出力端
子、コンポーネント映像出力端子、または
D1/D2映像出力端子に接続したときのみ
プログレッシブ信号が出力されます。

市販のHDMIケーブルで接続する

HDMIケーブルは、非圧縮映像データとデジタ
ル音声データ（例えば、LPCM、またはドルビー
デジタル、DTS、MPEGデータなどのビットス
トリームデータ）や、さらにHDMI規格Ver1.1
に準拠することにより、DVDオーディオマルチ
チャンネル音声を1本のコネクターで伝送しま
す。DVD画像データをアナログフォーマットに
変換せずに、デジタルデータとして直接伝送す
ることによって、最高品位の画像をお楽しみい
ただけます（P.50, 58）。

付属の音声ケーブルで接続する

❖  2チャンネル接続

    この接続をしたときは、P.48の［音声出力］
の設定を［2チャンネル］にしてください。

❖  5.1チャンネル接続

    この接続をしたときは、P.48の［音声出力］
の設定を［5.1チャンネル］にしてください。

 

マルチチャンネル再生を楽しむには
マルチチャンネル再生をお楽しみいただくために
は、5.1チャンネルアナログ音声入力端子のある
AVアンプなどのほか、5チャンネルスピーカー
（フロント左右／センター／サラウンド左右）＋サ
ブウーファーが必要になります。

 

・   本機のHDMI出力端子は、変換アダプターを
使ってテレビなどのDVI端子につなぐことが
できます。その場合、HDCP対応DVI入力の
あるテレビまたはディスプレイが必要となり
ます。

・   上記フォーマットに対応していないテレビま
たはディスプレイに接続すると、映像が出な
い場合があります。

・   本機と接続する機器のHDMI端子の詳細につい
ては、その取扱説明書をよくお読みください。
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市販のコンポーネント映像ケーブル
で接続する

DVDに記録されたY信号、CB信号、CR信号がそ
のまま出力されるため、高品位な映像が楽しめ
ます。

ご注意 
・   ハイビジョン対応のコンポーネント（Y/PB/

PR）映像入力端子に接続することはできません。
・   本機の映像出力は、ビデオデッキに接続しな

いでください。本機はアナログコピープロテ
クト方式のコピーガードに対応しているため、
本機をビデオデッキを通してテレビに接続し
たり、ビデオデッキで録画して再生すると、
正常な再生ができないことがあります。

・   PALプログレッシブ方式の映像を楽しむとき
はPALプログレッシブに対応したテレビ、モ
ニター、プロジェクターをご使用ください。

・   プログレッシブ対応のテレビと接続するとき
は、［映像設定］の［プログレッシブ］で［ON］
を選択してください（P.55）。

市販のD端子ケーブルで接続する

専用ケーブル1本で、コンポーネント映像ケーブ
ルを使った接続と同等の映像品質を楽しむこと
ができます。

❖  テレビのD端子入力について

     本機のD1/D2端子は、接続するテレビのD1、
D2、D3、またはD4のいずれの入力端子にも
接続することができます。

D端子 方式

D4 525i（480i）・525p（480p）・
1125i（1080i）・750p（720p）

D3 525i（480i）・525p（480p）・
1125i（1080i）

D2 525i（480i）・525p（480p）

D1 525i（480i）

i  ：  インターレース（飛び越し走査）を表しています。
p ：  プログレッシブ（順次走査）を表しています。
（    ）内は有効走査線数で数えた場合の別称です。

ご注意
D1入力テレビに接続した場合は、プログレッシブ
方式の映像は出ません。
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備市販のS映像ケーブルで接続する

付属の映像ケーブルを使った接続より、高品位
な映像がお楽しみいただけます。

付属の映像ケーブルで接続する

    付属のリモートコントロールケーブルを使っ
て、このDVDプレーヤーを他のマランツ製
オーディオコンポーネントに接続すると、1
台のシステムとしてコンポーネントをリモー
トコントロールできます。

リモートコントロール入出力
端子の接続

 ご注意
本機の映像出力（VIDEO）、およびS2映像出力端
子からはプログレッシブ出力されません。
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(付属） 

映像入力 
端子へ 

テレビまたは 
AVアンプ 

INT.
EXT.

REMOTE
CONTROL

OUT IN

RS-232C

HDMI
Ver 1.1

FLASHER IN

AC IN

LRLRCENTERSUB WOOFERSURR.LSURR.R

MIXED
2CH

COAX.

OPT.

FRONT

AUDIO OUT

Y /PCB B CR/PR

COMPONENT S2
1

VIDEO

2

VIDEO OUTDIGITAL
OUT

D1/D2

S2

S映像入力 

S映像ケーブル(市販） 

S映像入力 
端子へ 

テレビまたは 
AVアンプ 

REMOTE
CONTROL

OUT

IN

INT.
EXT.

REMOTE
CONTROL

OUT IN

RS-232C

HDMI
Ver 1.1

FLASHER IN

AC IN

LRLRCENTERSUB WOOFERSURR.LSURR.R

MIXED
2CH

COAX.

OPT.

FRONT

AUDIO OUT

Y /PCB B CR/PR

COMPONENT S2
1

VIDEO

2

VIDEO OUTDIGITAL
OUT

D1/D2

リモートコントロール 
出力端子へ 

INT.
EXT.

REMOTE 
CONTROL

OUT IN

 

リモートコントロール入力／出力端子
・   リモートセンサーが搭載されているコンポー

ネントに接続するときには、このDVDプレー
ヤーの“REMOTE CONTROL IN”ジャッ
クをリモートセンサーが搭載されているコン
ポーネントの“REMOTE CONTROL OUT”
ジャックに必ず接続してください。

・   リモートセンサーを搭載していないコンポー
ネントに接続するときは、コンポーネントをこ
のDVDプレーヤーの“REMOTE CONTROL 
OUT”ジャックに必ず接続してください。

リモートコントロールスイッチ
・   このDVDプレーヤーを単独で使用する場合は、

このスイッチを“INT.”に設定してください。
このDVDプレーヤーをリモートセンサーが搭
載されているマランツ製レシーバーで使用す
る場合には、このスイッチを“EXT.”に設定し
てください。

・   リモートコントロール入出力端子を用いて本
機を他のマランツの機器に接続する場合を除い
て、このスイッチを常に“INT.”の位置にセッ
トしてください。このスイッチを“EXT.”にセッ
トした場合は、本機のリモコン赤外線受光部が
動作しません。

・   本機をリモコンで操作する場合は、リモコン
の電源（POWER）ボタンまたは本体の電源
（POWER ON/STANDBY）ボタンで、本体
の電源を入れてください。

フラッシャー入力端子
・   キーパッドなどを用いて各部屋から機器をコ

ントロールする際に使用します。この時スイッ
チは“EXT.”にセットしてください。
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❖    のメニュー画面が表示されたとき
    （P.25も合わせてご覧ください。）

1 カーソルボタン、または数字ボタンで項
目を選ぶびます。

2 ENTERボタンを押します。

❖    のメニュー画面が表示され
    たとき

・ 数字ボタンで聞きたいトラック（曲）番号
を選びます。

ディスクを再生する            

本体の電源ボタン（POWER 
ON/OFF）を押す

オープン/クローズ（0OPEN/
CLOSE）ボタンを押す
ディスクテーブルが開きます。

ディスクテーブルのガイドに
合わせて、ディスクを置く
・    レーベル面を上にして置いてくださ

い。両面に記録さ
れているディス
クのときは、見た
い面を下にして
置いてください。

・    ディスクの取り扱いについてはP.65

をご覧ください。

再生（3）ボタンを押す
ディスクテーブルが閉まり、自動的に再
生が始まります。

 

･    画面の上下に黒い帯が表示

されるDVDがありますが、
本機の故障ではありません。

･    映画等の片面2層ディスク

では、層の切り換わるポイ
ントで少し画面が停止することがあります。
これは故障ではありません。

リジューム再生機能

停止した位置を記憶して、次に同じディスクを
再生するときには、その停止位置から再生しま
す。本機はディスク10枚分の停止位置を記憶で
きます。

ディスク（最近再生した10枚の
うち1枚）をトレイにセットする
“ローディング中”というメッセージが表
示されます。

“ローディング中”のメッセージ
表示中に再生（3）ボタンを押す
前回の停止位置から再生されます。

停止した状態でもう一度停止
（7）ボタンを押すとリジューム
機能が解除される

1

2

3 1

2

3

STANDBY

PAUSE

HDMIAUDIO EX.

HDMIAUDIO EX.

OPEN/CLOSE

STOPPLAY

POWER ON/OFF

SUPER AUDIO CD/DVD PLAYER DV7001

3 4

4

2

2

1

4
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ディスクのメニュー画面を表示する 　      
メニュー画面付DVDでは、音声や字幕の言語を切り換えたり、特別に収録された映像などを見
ることができます。プレイバックコントロール（PBC）機能付ビデオCDでは、メニュー画面で曲
を選んで再生することができます。ディスクによってメニュー画面の操作方法が異なります。メ
ニュー画面の操作方法については、ディスクに添付されている操作ガイドなどをご覧ください。

 

DVDオーディオディスクに、ボーナスグループ
が記録されていることがあります。このグループ
にアクセスするには、パスワードを入力する必要
があります（P.45）。

 

ディスクによっては、トップメニューやメニュー
が機能しないことがあります。

  のメニュー画面を表示する

メニューボタン（MENU）、ま
たはトップメニュー /リターン
ボタン（TOP-M/RETURN）
ボタンを押す

1

カーソルの上下左右（5/∞
/2/3）ボタンを押して項目を
選ぶ
リモコンの数字ボタンを押して項目を選
ぶことができるディスクもあります。

ENTERボタンを押す

1  Highlight Clips
2  Chapter List
3  予告編 
4  字幕 
5  音声 
6  本編Start

2

3

トップメニュー/ 
リターン 

メニューボタン 

カーソル/ 
ENTERボタン 

数字ボタン 

ボタン 働き

TOP-M/
RETURN

･ DVDディスクのトップメ
ニューを表示します。トップ
メニューはディスクによって
異なります。
･ 前のメニュー画面表示に戻り
ます（ビデオCD）。

MENU DVDディスクメニューを表示し
ます。 メニューはディスクによっ
て異なります。またトップメ
ニューと同一のことがあります。

カ－ソル
（2/3/5/∞）

画面上のカーソルを動かします。

ENTER 現在のメニュー選択項目を選び
ます。

数字ボタン 番号が付けられているメニュー
選択項目を選びます（一部のディ
スクのみ）。
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  のメニュー画面を表示する

ビデオCDでは、メニュー画面に従って再生する
ことをPBC（プレイバックコントロール）再生
といいます。ディスクによって操作方法が異な
ります。ディスクに添付されている操作ガイド
も合わせてご覧ください。

メニューボタン（MENU）で
PBCのON/OFFができます
PBCをオンにしてください。

PBC ON時に再生（3）ボタン
を押す
メニュー画面が表示され、PBC再生が始
まります。

1

2

数字ボタンで再生したいトラッ
ク（曲）を選びENTERボタンを
押す
再生が始まります。再生中にリターン
ボタン（RETURN）を押すとメニュー画
面に戻ります。

❖  メニュー画面のページをめくる、または
戻すには

    前（4）、または次（¢）ボタンを押す。

❖  メニュー画面を出さずに（PBC再生を解
除して）再生するには

    メニューボタン（MENU）でPBCをオフにし
てください。

3

1

2

3

4

5

ジャズ 

演歌 

カラオケ 

クラシック 

ポップス 
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再生中に音声・字幕を切り換える
DVDの中には、再生中にリモコンの音声ボタン（AUDIO）／字幕ボタン（SUBTITLE）で音声
／字幕を切り換えることができないディスクがあります（画面に  が表示されます）。このよう
なときはディスクのメニュー画面で切り換えてください（P.25）。

音声言語・音声チャンネル（DVD
オーディオ）を切り換える

 
複数の言語で音声が記録されているDVDでは、
再生中、いつでも好きなときに音声言語を切り
換えることができます。

音声ボタン（AUDIO）を押すたびに、
音声が切り換わる
現在選択している音声言語が画面に表示されま
す。音声言語の設定についてはP.60をご覧くだ
さい。

 

･   ここで切り換えた音声、または字幕の設定は、

次のとき初期設定に戻ります。

    ･ リジューム機能（P.29）を解除したとき

    ･ ディスクを取り出したとき

･   ディスクによっては、再生中に音声ボタンで

音声を切り換えられないものがあります。こ

のようなときは、DVDメニュー画面で変更し

ます（P.25）。

･   ディスクによっては、選んだ音声が聞こえる

まで数秒かかるものがあります。

･   再生中のディスクによっては、音声を切り換

えたときに一瞬静止画になることがあります。

･   カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにする

には、ディスクのジャケットなどに書かれて

いる音声の種類に合わせて、上記の操作をし

てください。

･   スーパーオーディオCD、CD、MP3の音声

を切り換えることはできません。

･   ディスクによっては、音声ボタンを押しても

ステレオ、右、左、モノラルと切り換わらな

いものがあります。

音声チャンネルを切り換える
（ビデオCD）

  

ビデオCDでは、ステレオ、左チャンネル、右チャ
ンネル、モノラルを切り換えることができます。

音声ボタン 

字幕ボタン 
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字幕を切り換える 

  

多くのDVDビデオやDivXは複数の言語で字幕
が記録されています（どの言語が記録されている
かについては、パッケージに記載されています）。
再生中、いつでも好きなときに字幕を切り換え
ることができます。

字幕ボタン（SUBTITLE）を押すた
びに、言語が切り換わる
現在選択している字幕の言語が画面に表示され
ます。字幕の言語の設定についてはP.60をご覧
ください。

 

･    ディスクによっては、字幕ボタンで字幕オフ

を選択しても字幕オフにならないものがあり

ます。

･    ディスクによっては、再生中に字幕ボタンで

字幕を切り換えられないものがあります。この

ようなときはDVDメニュー画面で変更します

（P.25）。

字幕ボタン 
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ディスクを停止する

再生中に停止（7）ボタンを押す
DVDビデオ、DVDオーディオ、およびビデオ
CDでは、TVに“継続する場合は再生キーを押し
てください”と表示され、停止した場所を記憶し
ます（リジューム機能）。スーパーオーディオCD
およびMP3では、リジューム機能は働きません。

❖  停止した場所から再生するには

    再生（3）ボタンを押す。

❖  リジューム機能を解除するには

    停止中に停止（7）ボタンを押す。

 

DVDでは、リジューム機能を解除しているとき
再生（3）ボタンを押すと、タイトル1の始めから

再生します。

ディスクを取り出す

オープン／クローズ（0OPEN/
CLOSE）ボタンを押す
ディスクテーブルが開きます。

電源を切る

リモコンの電源ボタン（POWER）
を押す
ディスクテーブルが閉じてスタンバイ
モードになります。

本体の電源（POWER ON/OFF）
ボタンを押す

ディスクを一時停止・停止する 
              

ディスクを一時停止する（静止画再生）

再生中に一時停止（8PAUSE）ボタ
ンを押す

❖  通常の再生に戻すには

    一時停止中（静止画再生中）に再生（3）ボタ
ンを押す。
  

STANDBY

PAUSE

HDMIAUDIO EX.

HDMIAUDIO EX.

OPEN/CLOSE

STOPPLAY

POWER ON/OFF

SUPER AUDIO CD/DVD PLAYER DV7001

電源ボタン 

電源/ボタン 
(POWER ON/OFF)

オープン/ 
クローズ 
ボタン 

再生(3)ボタン 

一時停止(8) 
ボタン 
停止(7)ボタン 

1

2
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見たいチャプター（場面）・トラッ
ク（曲）にスキップする（頭出し）

        

  

チャプター（場面）／トラック（曲）を頭出
しします。 押した回数だけスキップします。

❖  見たいチャプター（場面）／トラック（曲）
に進むには

    再生中に次（¢）ボタンを押す。
    （本体では¡/¢ボタン）

❖  見たいチャプター（場面）／トラック（曲）
に戻るには

    再生中に前（4）ボタンを押す。
    （本体では4/1ボタン）

 

･   数字キーでチャプター／トラックの番号を入

力すると、そのチャプター／トラックにスキッ

プします。

･   リピート機能が作動中の場合、4/¢ボタ

ンを押すと同じチャプター／トラックが繰り

返し再生されます。

STANDBY

PAUSE

HDMIAUDIO EX.

HDMIAUDIO EX.

OPEN/CLOSE

STOPPLAY

POWER ON/OFF

SUPER AUDIO CD/DVD PLAYER DV7001

再生(3)ボタン 
次(¢)ボタン 

前(4)ボタン 
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ディスクを早送り・早戻しする
（スキャン）

        

  

早送りする

再生中に、次（¢）ボタンを2秒以
上押す
ボタンから指を離しても、早送りを続けます。

早戻しする

再生中に、前（4）ボタンを2秒以
上押す
ボタンから指を離しても、早戻しを続けます。

早送り・早戻しの速さを変える

早送り/早戻しの速さは、x2、x4、x8、x16、
x32と5段階に切り換えることができます。

❖  早送りの速さを変えるには

    早送り中に、次（¢）ボタンを押す。押す
たびに速さが切り換わります。

❖  早戻しの速さを変えるには

    早戻し中に、前（4）ボタンを押す。押すた
びに速さが切り換わります。

❖  通常の再生に戻すには

    再生（3）ボタンを押す。

ご注意 
DVD、ビデオCD、スーパーオーディオCDの早
送りや早戻し中は音声は出ません。
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画像をコマ送りで見る
（コマ送り再生）

   

一時停止中（静止画再生中）に一時
停止（8）ボタンを押す
押すたびにコマ送りします。

❖  通常の再生に戻すには

    再生（3）ボタンを押す。

 ご注意

逆方向のコマ送り再生はできません。

画像をスローで見る（スロー再生）

   

再生中にダウン（∞）ボタンを押す
❖  スロー再生の速さを変えるには

    スロー再生中にダウン（∞）ボタンを押す。

❖  逆方向にスロー再生するには

    再生中にアップ（5）ボタンを押す。

ご注意
ビデオCDでは逆方向にスロー再生はできません。

❖  スロー再生の速さを変えるには

    スロー再生中にアップ（5）ボタンを押す。

❖  通常の再生に戻すには

    再生（3）ボタンを押す。

ご注意
･   DVDオーディオの中には、静止画が入ってい
るものがあります。

･   静止画、コマ送り、スロー再生中は音声が出
力されません。

･   ディスクによっては、静止画再生、コマ送
り再生、スロー再生のできないディスクもあ
ります。その場合は（ ）マークが画面に表
示されます。（スーパーオーディオCD、CD、
MP3、WMA、DivXはできません）

・   ビデオCDでは逆方向のスロー再生はできま
せん。

・   ディスクによっては、逆方向のスロー再生が
スムーズにできないことがあります。

・   逆方向のスロー再生時は、通常の再生時より
画質が落ちることがあります。

・   逆方向のスロー再生、または逆方向のスキャ
ン中、字幕は表示されません。

・   スロー再生中に一時停止（8）ボタンを押すと、
停止したい位置より画面が進むことがあります。

再生(3)ボタン 

アップ(5)ボタン 

ダウン(∞)ボタン 

一時停止(8)ボタン 1/2 1/4 1/8

通常再生 

1/16

1/2 1/4 1/8

通常再生 

1/16
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繰り返し再生する（リピート再生）

       

   

CD、ビデオCD、スーパーオーディオCD
のトラック、またはDVDディスクのチャプ
ター／トラックやタイトル／グループ、ま
たはディスク全体を繰り返し再生するよう
に設定することができます。また、ディス
クの一部をループ再生することもできます。

 

･   リピート再生とランダム再生を同時に使うこ

とはできません。
･   ディスクによってはリピート再生できないも

のがあります。
･   ビデオCDのPBC再生中は、リピート再生や

ループ再生ができません。

再生中にリピートボタン（REPEAT）
を押してリピートモードを選ぶ

 

 

ディスクの一部をループ再生する

       

  

繰り返したい範囲の始めで2
点間A-Bボタン（A-B）を押
し、繰り返したい範囲の終わり
で、もう一度2点間A-Bボタン
（A-B）を押す
すぐに開始地点に戻って再生を始め、指
定した範囲を繰り返し再生します。

 

繰り返す範囲の始めと終わりが同一のタイトル／
グループ／トラックになくてはなりません。

通常の再生に戻すには、もう一
度2点間A-Bボタン（A-B）を
押す

1

2

 

ループ再生の始めと終わりは多少ずれることがあ
ります。

リピート 
ボタン ２点間A-B 

ボタン 

DVDオーディオ 

DVDビデオ 

ビデオCD/CD/スーパーオーディオCD/MP3/JPEG/DivX/WMA

トラック グループ ディスク OFF

チャプター タイトル ディスク OFF

トラック ディスク OFF
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ランダム（シャッフル）再生をする
         

この機能を使ってトラックを順不同に再生することができます。

ご注意
DVD-RWディスク（VRモード）、またはビデオCDのPBC再生中にはこの機能が使えません。

再生中にランダムボタン（RAN-
DOM）を押してランダム（シャッフ
ル）モードを選ぶ
通常の再生に戻すにはランダムボタン（RANDOM）
を押してください。

・   ランダム再生中、前（4）ボタンと次（¢）ボ
タンは、通常とは少し違うはたらきをします。
前（4）ボタンを押すと、現在再生中のトラッ
ク／チャプターを始めから再生し直します。
次（¢）ボタンを押すと、残りのトラック／
チャプターからランダムに選んで再生します。

・   ランダム再生は、リピート再生と同時に使う
ことはできません。

・   ランダム再生できないディスクもあります。
・   スーパーオーディオCDでは、選択されたエリ

ア内のトラックのみランダム再生します。

前(4) 
ボタン 

次(¢) 
ボタン 

ランダム 
ボタン 

シャッフル 

シャッフルリピート 

シャッフルOFF
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ズーム機能を使う 
    

再生中や一時停止中に、リモコ
ンのズームボタン（ZOOM）を
押してズーム倍率を選ぶ

カーソル（2/3/5/∞）ボタンを
使って、画面のズームインした
い部分を選択する

1

2

映像のアングルを切り換える（マルチアングル）  
複数の方向（アングル）から撮影された映像を収録したDVDは、再生中にアングルを切り換え

ることができます。複数のアングルが収録されたDVDビデオのジャケットには  マークが付

いています。

アングルボタン（ANGLE）を繰り返
し押してお好みのアングルを表示さ
せる

ディスクによっては  マークが表示されても

アングルを切り換えることができないものもあり
ます。

 

・   ディスクによってはズームが働かないものも
あります。

・   ディスクによっては画像が粗くなったり、ぶ
れることがあります。

カーソル/ 
ENTER 
ボタン 

ズーム 
ボタン 

アングル 
ボタン 

DVDビデオ/ビデオCD

JPEG

x2 x3 x4 x1/2 x1/3 x1/4 OFF

100% 125% 150% 200% OFF
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ページ機能を使う  
静止画付きのDVDオーディオでは、お好み
の画像を選択することができます。

再生中にリモコンのページボ
タン（PAGE）を押す

お好みの静止画をカーソル
（2/3）ボタンを使って選択する

1

2

 

ディスクによってはページ機能が働かないものも
あります。

スーパーオーディオCD層とCD層
を切り換える

再生停止中にリモコンの音声ボタン
（AUDIO）を押す

スーパーオーディオCD層のマルチ
チャンネルエリアとステレオエリア
を切り換える

リモコンのサウンドモードボタン
（SOUND MODE）を押す

ご注意
スーパーオーディオCDテキストが収録されてい
るディスクのテキスト情報は表示できません。

カーソル/ 
ENTERボタン 

ページボタン 

サウンド 
モードボタン 

音声ボタン 

 

ハイブリットタイプ（スーパーオーディオCD層と
CD層があるディスク）のディスクでは、スーパー
オーディオCD層が最初に再生されます。

スーパーオーディオCDの
再生モードを切り換える 
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ディスクメニューの画面表示

再生中にディスク情報を呼び出して、タイ
トルまたはチャプター番号、再生経過時間、
音声言語、字幕言語などをテレビ画面に表
示することができます。

再生中に画面表示ボタン（DISP.）を
押す

  

タイトル・チャプター・トラックの
選択

  

カーソル（5/∞）ボタンを使っ
てタイトル、またはチャプター
（DVD）、トラック（ビデオCD）
を選ぶ

ENTERボタンを押す

数字ボタンで、再生したいタイ
トル、チャプター、トラック番
号を入力する（例：04/05）

タイムサーチ

  

指定した経過時間の位置から再生できます。

カーソル（5/∞）ボタンを使っ
て、タイトル時間、またはチャ
プター時間（DVD）、トータル
時間、またはトラック時間（ビ
デオCD）を選ぶ
タイトル時間とは再生中のタイトルの経
過時間、チャプター時間とは再生してい
るチャプターの経過時間のことです。

ENTERボタンを押す

数 字 ボ タ ン で、 左 か ら 順
に、時間：分：秒を入力する
（例：0：34：27）

 

･   ディスクによってサーチ機能を禁止している

ものがあります。その場合は（ ） マークが

画面に表示されます。

･   ディスクによっては、指定時間より少しずれ

た位置から再生が始まることがあります。

･   ビデオCDのPBC再生中、タイムサーチは

できません。PBC再生を解除してください

（P.26）。

･   複数でセットになっているスーパーオーディ

オCDでは、ディスクの1曲目がトラック1で

はないことがあります。例えば、ディスク1

に10曲、ディスク2に10曲が収録されてい

るスーパーオーディオCDでは、ディスク2の

１曲目がトラック11になることがあります。

1

2
3

1

2
3

 

メニュー 

トラック 01/10 

トータル時間 0:48:12 

トラック時間 0:06:05 

リピート OFF 

ビットレート75 ディスク経過時間 0:00:23

（表示例） 

メニュー 

タイトル 01/24 

チャプター 02/16 

音声言語 5.1CH ENG 

字幕言語 ENG 

ビットレート38 タイトル経過時間 0:05:20

（表示例） 
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音声・字幕・アングルの選択

 

ディスクにその機能がある場合、ディスクに収
録されている音声、字幕、アングルを切り換え
ることができます。

カーソル（5/∞）ボタンを使っ
て［音声言語］［字幕言語］［ア
ングル］のいずれかを選ぶ

ENTERボタンを押す

音 声 と 字 幕 は カ ー ソ ル
（5/∞）ボタンを使って選択し、
アングルは数字ボタンで選ぶ

ENTERボタンを押す

リピート

  

カーソル（5/∞）ボタンを使っ
て［リピート］を選ぶ

ENTERボタンを押す

カーソル（5/∞）ボタンを使っ
てお好みのリピートモードを
選択し、ENTERボタンを押す

4

3

1

2
3

時間表示

  

カーソル（▲/▼）ボタンを使っ
て時間表示を選ぶ

ENTERボタンを押す
ディスクの種類によって、次の情報がテ
レビが面に表示されます。

カーソル（▲/▼）ボタンを使っ
てお好みの設定を選ぶ

ENTERボタンを押す
選択した設定が表示されます。

1

2

3

41

2

DVDディスク 

・ タイトル経過時間 
・ タイトル残り時間 
・ チャプター経過時間 
・ チャプター残り時間 

ビデオCDディスク 

・ ディスク経過時間 
・ ディスク残り時間 
・ トラック経過時間 
・ トラック残り時間 
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1

2

3

プレビュー機能

   

スキャンボタン（SCAN）を押す
プレビューのメニュー画面が表示されます。

 

 

 

カーソル（▲/▼）ボタンを押し
て、お好みのものを選択する

ENTERボタンを押す
選択した種類のプレビュー画面が表示さ
れます。

グループ(01/05)，トラック(01/15)  0：01：23

グループ(01/05)，トラック(－－/15)

グループ(01/05)，時間(－/－－/－－)

トラック(01/15)，時間(－/－－/－－) 

グループ・トラック・タイムサーチ

画面表示ボタン（DISP.）を押すと次のように表
示が変わります。

カーソル（▲/▼）ボタンを使っ
てトラックまたはグループ/ト
ラックの時間を選ぶ

数字ボタンで再生したいト
ラック、時間情報（左から順
に時間：分：秒）を入力する
（例：0：10：00）

ENTERボタンを押す

時間表示

画面表示ボタン（DISP.）を押すたびに、表示が
次のように変わります。

ディスク経過時間 

トラック経過時間 トラック残り時間 

ディスク残り時間 

1

ダイジェストタイプ選択： 

トラックダイジェスト 

ディスクインターバル 

トラックインターバル 

ダイジェストタイプ選択： 

タイトルダイジェスト 

チャプターダイジェスト 

タイトルインターバル 

チャプターインターバル 

 

3

2

ダイジェストタイプ選択： 

グル－プダイジェスト 

トラックダイジェスト 

グル－プインターバル 

トラックインターバル 

 

グループ／トラックのサーチ時間を入力すると
き、グループ／トラックのトータル時間をオー

バーしている場合、テレビ画面に（ ）マークを

表示します。
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❖  トラック・タイトル・チャプター・グルー
プダイジェスト

    1度に6場面が表示され、見たい場面を探す
ことができます。

❖  ディスク・タイトル・グループインター
バル

    ディスク全体の総時間を6等分して表示しま
す。ディスク全体から見たい場面を探すこと
ができます。

❖  トラック・チャプターインターバル

    ひとつのトラック／チャプターを6つに分け
て表示します。トラック／チャプター内で見
たい場面を探すことができます。

（表示例）

カーソル（2/3/5/∞） ボタン
でトラックを選択する
･    ［選択］のとなりにカーソルを移動さ
せ、数字ボタンでトラック番号を入
力することもできます。

･    “トラックダイジェスト”の場合、次
（¢） ボタンで次の6トラック、前
（4） ボタンで前の6トラックを見
ることができます。

ENTERボタンで決定する
･    プレビューを終了するときは、カー
ソル（2/3/5/∞） ボタンを押して［終
了］にカーソルを移動させ、ENTER
ボタンを押します。

･    プレビューのメニュー画面に戻ると
きは、カーソルボタン（2/3/5/∞） 
を押して［メニュー］にカーソルを移
動させ、ENTERボタンを押します。

 ･   CDの場合、停止中にスキャンボタン
（SCAN）を押すと、各トラックが数
秒間再生されます。

 

･   ディスクによっては、6場面を表示しないこと
があります。

･   ディスクによっては、この機能がはたらかな
いものもあります。

･   この機能を働かせるため、ビデオCDのPBC
をオフにしてください。

4

5

MP3・DivX・JPEG・WMAを
再生する

ディスクを再生する

ディスクをトレイにセットし、
トレイを閉める
･    多くの曲が1枚のディスクに編集さ
れているため、読み込み時間が30秒
を超えることがあります。

･    ディスクメニューがテレビ画面に表
示されます。

再生が自動的に始まる
自動的に再生されない場合、再生（3）ボ
タンを押します。

Previous

MP3_MUSIC_1

MP3_MUSIC_2

MP3_MUSIC_3

00:00 00:00
001/014

 MP3_files

カーソルボタン（5/∞）でフォ
ルダーを選び、ENTERボタン
を押す

1

3

2
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繰り返し再生する（リピート再生）

MP3ファイルのメニューがテレビ画面に表示さ
れているときに、リピート再生ができます。
リピートボタン（REPEAT）を押すたびに、リ
ピート再生が以下のように変わります。

トラック ･ ひとつのファイルを繰り返し再
生します。

ディスク ･ フォルダー内のすべてのファイ
ルを繰り返し再生します。

リピートOFF ･ リピート再生はオフ。

4

 

･   ディスクの構成や特性、録音状況などにより、
MP3/JPEG/DivX/MPEG-4ディスクを再生
できないことがあります。

･   650ファイル以下でひとつのフォルダーを作
成してください。ファイル数が650を超える
と、正常に再生できないことがあります。

･   セットアップメニューの［MP3/JPEGナビ］
（P.61）を［メニューなし］に設定した場合、
ディスク全体で650ファイルを超えていると
正常に再生できないことがあります。

･   ［MP3/JPEGナビ］で［メニューなし］を選
択するとフォルダメニューをスキップします。

JPEGの各種機能
デジタルカメラやスキャナーなどから取り
込んで、コンピューターでCDに記録した画
像を本機で再生できます。すべてのファイ
ル名の拡張子が“JPG”になっていること
を確認してください。

画像ディスク（JPEG等）をトレ
イにセットし、トレイを閉める
･    ディスクによっては、テレビ画面に
スライドショーが表示されます。

･    JPEGの場合、テレビ画面にディス
クメニューが表示されます。

再生（3）ボタンを押して、再生
する

プレビュー機能を使う（JPEG）

現在再生中のフォルダー、またはディスク全体
の内容を表示します。

再生中に停止（7）ボタンを押す
･    テレビ画面に12枚の画像が表示され
ます。

･    画像が12枚以上ある場合、次のプレ
ビュー画面を見るときは次（¢） ボ
タンを押し、前のプレビュー画面を見
るときは前（4）ボタンを押します。

2

1

1

カーソル（5/∞）ボタンでト
ラック／ファイルを選び、
ENTERボタンで決定する
･    選択したファイルから再生が始まり、
フォルダーの最後まで再生します。

･    次（¢） ボタン/前（4）ボタン を
押すと、現在再生中のフォルダー内
にある他のトラック／ファイルを選
択できます。
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カーソル（2/3/5/∞） ボタ
ンでお好みの画像を選び、
ENTERボタンを押して再生を
始める
ページ下の  を選択すると、ペー

ジの始めの画像から再生します。

メニューボタン（MENU）を押
すと画像再生が終わり、ディス
クメニューに戻る

ズーム機能を使う

再 生 中 に ズ ー ム ボ タ ン
（ZOOM）を押す
カーソル（2/3/5/∞）ボタンで拡大した
い部分を移動できます。

ズームボタン（ZOOM）を繰り
返し押して、サイズを拡大する

ズームボタン（ZOOM）を繰り
返し押して、元のサイズに戻す

回転機能を使う

再生中、カーソル（2/3/5/∞）ボタンで画像を
回転できます。

5 ･ 画像を垂直に反転します。

∞ ･ 画像を水平に反転します。

2 ･ 画像を反時計回りに回転します。

3 ･ 画像を時計回りに回転します。

3

2
切り換え効果機能を使う

アングルボタン（ANGLE）を押すたびに、切り
換え効果を変更できます。

JPEGとMP3/WMAの同時再生

JPEGとMP3/WMAが1枚のディスクに記録さ
れているとき、MP3/WMAを再生しながら、画
像を見ることができます。

最初にMP3/WMAファイルを
再生する
テレビ画面にディスクメニューが表示さ
れます。

MP3/WMAのトラックを選択
する

MP3/WMA再生中に画像を選
んで再生（3）ボタンを押す
MP3/WMAの音声再生はそのまま続き、
画像が順に切り換わります。

メニューボタン（MENU）を
押すと画像再生が終わり、メ
ニュー画面に戻る

停止（7）ボタンを押してMP3/
WMAの再生を停止する

1

3

2

1

2

 

ディスクの構成や特性、録音状況などにより、
JPEGディスクを正常に再生できないことがあり
ます。

3

4

5
　

ご注意
DVDオーディオディスクは、この機能は使えません。

ご注意
･   DivXディスクは、この機能は使えません。
･   JPEGでも、ディスクによっては、この機能
は働きません。
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DivXを再生する（サブタイトル）

CD-R/RW、DVD±R/RWで 作 ら れ た
DivXを再生することができます。

ディスクを再生する

サブタイトルがディスクに含まれているとき、
サブタイトルを表示することができます。

DivXディスクをトレイにセッ
トし、トレイを閉める

再生（3）ボタンを押す

リ モ コ ン の 字 幕 ボ タ ン
（SUBTITLE）を押す

 

･   「.srt」、「.smi」、「.sub」、「.ssa」または「.ass」
という拡張子が付いたサブタイトルファイル
のみサブタイトルを表示することができます。

    この拡張子はファイルナビゲーションメニュー
には表示されません。

･   サブタイトルファイル名は、画像のファイル
名と同一でなければなりません。

･   サブタイトルは約42文字表示されます。
･   DivXではタイムサーチは働きません。
･   DivX 3.11、4.x、5.xをサポートします。
･   「Q-Pel Accurate Motion Compensation」
に対応しています。

･   「Globel Motion Compensation（GMC：動
き補償技術）」には1GMCまで対応しています。

　

1

3

2

FLメニューを使って設定する

FLメニューでは、「REMOTE CODE」の設
定をすることができます。

FLメニューはスタンバイモードのときのみ
設定できます。

REMOTE CODEの設定

セットアップ（SETUP）ボタ
ンを2秒以上押す

スタンバイインジケーターが
消灯し表示窓に「REMOTE 
CODE」と表示される

REMOTE CODE

ENTERボタンを押すと現在設定されて
いるコードが表示窓に表示されます。

DVD_1

カーソルボタン（5/∞）を使っ
て選び、ENTERボタンを押す

* 出荷時の設定 

DVD 1 *

DVD 2

FLメニューを終了する

セットアップ(SETUP)ボタンを2秒以上押すと
FLメニューが終了し、スタンバイモードに復帰
します。

1

3

2

 

･   本体、リモコンともに2種類のリモコンコード
「DVD1」「DVD2」を持っています。

･   本体とリモコンは同じリモコンコードに選定し
てください。違う場合は働きません。



いろいろな設定

44

❖  一般設定ページ
項目 設定値 ページ
OSD言語 ●日本語　ENGLISH 45
プレーヤーモード ●DVDオーディオ　DVDビデオ 45
DIVX(R)VODコード 46
ディスクロック ロック　●ロック解除 46
ディスプレイディマー ●100％　70％　40％ 46
プログラム 入力メニュー 46
スクリーンセーバー ●ON　OFF 47
スリープ 15分　30分　45分　60分　●OFF 47
オートスタンバイ ●ON　OFF 47

❖  オーディオ設定ページ
項目 設定値 ページ
音声出力 2チャンネル　バーチャルサラウンド　●5.1チャンネル 48

デジタルオーディオ
デジタル出力 OFF　●オール　PCM 50
LPCM出力 ●48KHZ　96KHZ 50

HDMI音声出力 ●オート　マルチチャンネル　2CH PCM　OFF 50

スピーカー設定

スピーカー設定ページ 52
フロント左／右 ●大　小 52
センター OFF　●大　小 52
リア左／右 OFF　●大　小 52
LFE（サブウーファー） ●ON　OFF 52
スピーカーレベル フロント左　フロント右　センター　LFE　リア左　リア右 52
スピーカー距離 フロント左　フロント右　センター　LFE　リア左　リア右 52

アップサンプリング ●OFF　88.2KHZ（X2）　176.4KHZ（X4） 53
オーディオDRC ON　●OFF 53

❖  映像設定ページ
項目 設定値 ページ
TVシステム PAL　●NTSC　マルチ 54
TVアスペクト 4：3パンスキャン　4：3レターボックス　●16：9ワイド 55
プログレッシブ ●OFF　ON 55

画質設定
●標準　ブライト　ソフト 56
パーソナル ブライトネス　シャープネス　コントラスト　色彩　色の濃さ 56

ADV映像

DCDi OFF　●ON 56
ガンマ補正 56
クロマディレイ 56
プログレッシブスキャン方式 スーパーワイド　16：9スクイーズ　●OFF 57
HDMI映像 480P　576P　720P　1080I　1080P　●オート 58
ダイナミックピクチャー 59
DVIレンジ エンハンス　●標準 59

ブラックレベル 7.5 IRE　●0 IRE 59

❖  言語・その他設定ページ
項目 設定値 ページ
音声言語 英語　中国語　●日本語　フランス語　etc. 60
字幕言語 OFF　英語　中国語　●日本語　フランス語　etc. 60
ディスクメニュー言語 OFF　英語　中国語　●日本語　フランス語　etc. 60
視聴制限 レベル１　レベル2　レベル3　レベル4　レベル5　レベル6　レベル7　●レベル8 60
PBC ●ON　OFF 61
MP3/JPEGナビ メニューあり　●メニューなし 61
VRリスト ●オリジナルリスト　プレイリスト 61
パスワード 変更 62
DIVX字幕 ●標準　キリル文字 63
デフォルト リセット 63

※●は出荷時の設定です。

※項目によっては再生中、リジューム中に設定できないものがあります。このようなときは、停止（7）ボタンを2回押して停止状態に

してから設定してください。
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本機の初期設定をお好みに合わせて変更し
たり、便利な機能を設定できます。

一般設定ページ

初期設定ボタン（SETUP）を
押す
テレビ画面にセットアップメニューが表
示されます。

一般設定ページ 

OSD言語 

プレーヤーモード 

DIVX(R) VOD コード 

ディスクロック 

ディスプレイディマー 

プログラム 

スクリーンセーバー 

スリーブ 

カーソル（2/3）ボタンで一般
設定ページアイコンを選択し、
ENTERボタンでメニューペー
ジに入る
・    カーソル（5/∞）ボタンを押して、変

更したい設定項目を選択します。
・    選択した項目内にさらに設定項目があ

る場合、ENTERボタンでサブメニュー
に入り、カーソル（5/∞）ボタンで変
更したい設定項目を選択します。

ENTERボタンを押して、選択
を決定する

初期設定ボタン（SETUP）を
もう1度押すと、セットアップ
メニュー画面が消える
設定完了です。電源を切っても設定は保
存されます。

OSD言語

・  出荷時の設定：日本語

セットアップメニューや、テレビ画面に表示さ
せるメニューの言語を変更することができます。

プレーヤーモード

・  出荷時の設定：DVDオーディオ

DVDオーディオディスクによっては、通常の
DVDプレーヤーで再生可能なDVDビデオコン
テンツが入っている場合があります。これを再
生するには［DVDビデオ］モードを選択します。

DVD
オーディオ

・ DVDオーディオを通常再生する
ときに選択します。

DVDビデオ ・ DVDビデオコンテンツを再生す
るときに選択します。

❖  ボーナスグループの再生

    ボーナスグループが収録されたディスクがあ
ります。ボーナスグループは4桁のパスワード
を入力すると再生できます。ディスクジャケッ
トなどに記載された説明をお読みください。

1 再生中に、画面表示ボタン（DISP.）を押
します。

 テレビ画面にグループまたはトラックの
リストが表示されます。

2 カーソル（2/3）ボタンを押してボーナスグ
ループを選び、ENTERボタンを押します。

3 数字ボタンで4桁のパスワードを入力し、
ENTERボタンで選択を確定します。

 パスワードを入力せずにパスワード入力
画面を終了するには、停止（7）ボタンを
押します。

4 カーソル（5/∞）ボタンでトラックを選
び、ENTERボタンを押します。

1

3

2

4
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･   DVDオーディオディスクが再生されていると
きは、DVD-AUDIOインジケーターが点灯し
ます。

･   ［DVDビデオ］モードを選択すると、DVD-

AUDIOインジケータが消えます。

DivXRVODコード

DivXRVOD（ビデオ・ オンデマンド）サー
ビスを利用してビデオを賃借または購入す
るための登録コードを表示します。詳しくは
www.divx.com/vod.をご覧ください。

･   本機で再生するには、コンピューターで
CD-R/RWにダウンロードします。

･   ［DIVX（R）VODコード］を選択すると登録
コードが表示されます。

･   メニュー画面に戻るには、ENTERボタンを
押します。

ご注意
･   DivXRVODからダウンロードしたビデオは本
機でのみ再生可能です。

･   DivXを再生中はタイムサーチ機能が使えません。

ディスクロック

・  出荷時の設定：ロック解除

ディスクごと（最大40枚まで）にロックをかけ
ることができます。

ロック ・ 現在本機に入っているディスク
をロックします。この設定をした
あとにディスクを再生したいと
きは、6桁のパスワードを入力し
て設定を変更してください。パス
ワードの初期設定は［111111］
です。詳しくは［パスワード］
（P.62）をご参照ください。

ロック解除 ・ 現在本機に入っているディスク
の視聴制限を解除します。

・ 設定後はパスワード入力なしで
再生できます。

ディスプレイディマー

・  出荷時の設定：100%

本機のフロントパネルディスプレイの明るさを
調節します。映画視聴時など、気になる場合に
暗くすることができます。

100％ ・ もっとも明るくなります。

70% ・ 中間の明るさです。

40% ・ もっとも暗くなります。

プログラム（DVD・ビデオCD・CD）

プログラムを作成すると、トラックやチャプター
をお好みの順番で再生することができます。

･   最大20トラックまで設定可能です。
･   ［プログラム］の［入力メニュー］を選択し、
ENTERキーを押します。

･   プログラム設定画面が表示されます。

1 TT: CH: 6 TT: CH: 

2 TT: CH: 7 TT: CH: 

3 TT: CH: 8 TT: CH: 

4 TT: CH: 9 TT: CH: 

5 TT: CH: 10 TT: CH: 

   終了    サーチ 

プログラム:TT(24)/CH(- -)

❖  プログラムの入力

1 カーソル（5/∞/2/3）ボタンでプログラ
ムの順番を選択します。

2 数字ボタンでプログラムしたいトラック
番号を入力します。

 ･ DVDの場合は、まずTTにタイトル番号
を入力し、次にカーソル右（3）でCHに
移動してチャプター番号を入力します。

 ･ 10トラック以上プログラムする場合
は、次（¢）ボタンを押すか、カーソル
（5/∞/2/3）ボタンで［サーチ（¢）］
を選択してからENTERボタンを押して
次のページを表示します。

3 続けて選ぶには、手順1、2を繰り返します。
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スクリーンセーバー

・  出荷時の設定：ON

スクリーンセーバーのオン／オフを設定します。

ON ・ 再生を停止または一時停止した状態で
15分以上経過したときに、テレビ画面
がスクリーンセーバーに変わります。

OFF ・ 上記の状態でもスクリーンセーバーに
なりません。

スリープ

・  出荷時の設定：OFF

再生中に選択した時間が経過すると、本機がス
タンバイモードになるように設定ができます。

15分/30分
/45分/60分

・ それぞれの時間が経過すると、
スタンバイモードになります。

OFF ・ スリープ機能は解除されます。

オートスタンバイ

・  出荷時の設定：0N

［ON］を選択すると、本機が30分間停止モード
のままになったとき、節電のため、自動的にス
タンバイモードに切り換わります。

 

プログラムを選択した状態で再生（3）ボタンか
ENTERボタンを押すと、入力番号が解除されます。

❖  プログラムの削除

1 カーソル（5/∞/2/3）ボタンで削除した
いプログラムを選択します。

2 ENTERボタンまたは再生（3）ボタンを
押します。

❖  プログラムの再生

1 カーソル（5/∞/2/3）ボタンで［開始］を
選択します。

2 ENTERボタンを押します。

❖  プログラムメニューの終了

1 カーソル（5/∞/2/3）ボタンで［終了］を
選択します。

2 ENTERボタンを押します。
 プログラムメニュー画面が消えます。

❖  プログラム再生の停止

・ 再生中に停止（7）ボタンを押します。
 再生（3）ボタンを押すと通常の再生にな
ります。

 

･   スーパーオーディオCDではCD層のみプログ
ラムできます。

･   プログラム再生のときは、以前に設定したラン
ダム／リピートモードはキャンセルされます。

･   プログラム再生を有効にするには、ビデオCD
のPBCをオフにしてください。

･   DVD-VRはプログラムできません。
･   DVDオーディオのボーナスグループ/トラッ
クはプログラムできません。
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オーディオ設定ページ

初期設定ボタン（SETUP）を
押す
テレビ画面にセットアップメニューが表
示されます。

オーディオ設定ページ 

音声出力 

デジタルオーディオ 

HDMI 音声出力 

スピーカー設定 

アップサンプリング 

オーディオ DRC

カーソル（2/3）ボタンでオー
ディオ設定ページアイコンを選
択し、ENTERボタンでメニュー
ページに入る
・    カーソル（5/∞）ボタンを押して、変

更したい設定項目を選択します。
・    選択した項目内にさらに設定項目があ

る場合、ENTERボタンでサブメニュー
に入り、カーソル（5/∞）ボタンで変
更したい設定項目を選択します。

ENTERボタンを押して、選択
を決定する

初期設定ボタン（SETUP）を
もう1度押すと、セットアップ
メニュー画面が消える
設定完了です。電源を切っても設定は保
存されます。

音声出力

・  出荷時の設定：5.1チャンネル

ご使用のAVアンプに合わせて、アナログ出力の
タイプを選択できます。

2チャンネル ・ この設定では、マルチチャン
ネル音声信号はステレオ（2
チャンネル）にダウンミック
スされます。

・ 音声信号はフロントスピー
カー、サブウーファーから出
力されます。

バーチャル
サラウンド

・ サラウンドスピーカーを使用
せず、擬似的にサラウンドチャ
ンネルを再現します。

・ スーパーオーディオCDには無
効です。

5.1チャンネル ・ アナログマルチチャンネル入
力端子（6CH INPUT）のあ
るAVアンプを使用する場合
に選択します。この設定では、
DTS、ドルビーデジタル5.1
チャンネルを本機でデコードし
ます。

・ 2チャンネルソースのDVDビデ
オ、ビデオCD、音楽CDをドル
ビープロロジックデコードし、
マルチチャンネル化します。

・ スーパーオーディオCDはドル
ビープロロジックデコードさ
れません。

    

 

･   リモコンのサウンドモードボタン（SOUND 
MODE）でも設定できます。

･   2チャンネル設定時に、ステレオにダウンミッ
クスされないDVDオーディオディスクがあり
ます。

1

3

2

4
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音声の種類 音声設定 音声出力（2ch） 音声出力（5.1ch） デジタル出力

DVD

ドルビーデジタル
（2ch）

2チャンネル 2ch  左/右 2ch  左/右 PCM
（デジタル出力：PCM）
ビットストリーム

（デジタル出力：オール）

バーチャルサラウンド 2ch  左/右 2ch＋バーチャルサラウンド

5.1チャンネル 2ch  左/右 ドルビープロロジック2

ドルビーデジタル
（マルチch）

2チャンネル ミックスド2ch
（L0/R0） ミックスド2ch（L0/R0）

PCMミックスド2ch
（デジタル出力：PCM）
ビットストリーム

（デジタル出力：オール）

バーチャルサラウンド ミックスド2ch
（Lt/Rt）

ミックスド2ch＋
バーチャルサラウンド

5.1チャンネル ミックスド2ch
（Lt/Rt） マルチch

LPCM（2ch）

2チャンネル 2ch  左/右 2ch  左/右 PCM2ch  44.1/48kHz
（LPCM出力：48kHz）
PCM2ch  88.2/96kHz
（LPCM出力：96kHz）

バーチャルサラウンド 2ch  左/右 2ch＋バーチャルサラウンド

5.1チャンネル 2ch  左/右 ドルビープロロジック2

DTS・DVDビデオ・
オーディオ（2ch）・

CD

2チャンネル 2ch  左/右 2ch  左/右 PCM
（デジタル出力：PCM）
ビットストリーム

（デジタル出力：オール）

バーチャルサラウンド 2ch  左/右 2ch＋バーチャルサラウンド

5.1チャンネル 2ch  左/右 2ch  左/右

DTS・DVD・
オーディオ（マルチ

ch）

2チャンネル ミックスド2ch
（L0/R0） ミックスド2ch（L0/R0）

PCMミックスド2ch
（デジタル出力：PCM）
ビットストリーム

（デジタル出力：オール）

バーチャルサラウンド ミックスド2ch
（Lt/Rt）

ミックスド2ch＋
バーチャルサラウンド

5.1チャンネル ミックスド2ch
（Lt/Rt） マルチch

MPEG
（マルチch）

2チャンネル ミックスド2ch
（L0/R0） ミックスド2ch（L0/R0）

PCM
（デジタル出力：PCM）
ビットストリーム

（デジタル出力：オール）

バーチャルサラウンド ミックスド2ch
（Lt/Rt）

ミックスド2ch＋
バーチャルサラウンド

5.1チャンネル ミックスド2ch
（Lt/Rt） マルチch

DVDオーディオ
（2ch）

2チャンネル 2ch  左/右 2ch  左/右

PCM  2chバーチャルサラウンド 2ch  左/右 2ch  左/右

5.1チャンネル 2ch  左/右 2ch  左/右

DVDオーディオ
（マルチch）*1

2チャンネル 2ch（Lf/Rf） 2ch（Lf/Rf）

PCM  2ch（Lf/Rf）バーチャルサラウンド 2ch（Lf/Rf） 2ch（Lf/Rf）＋
バーチャルサラウンド

5.1チャンネル 2ch（Lf/Rf） マルチch

CD

2チャンネル 2ch  左/右 2ch  左/右

PCM2ch  44.1kHzバーチャルサラウンド 2ch  左/右 2ch＋バーチャルサラウンド

5.1チャンネル 2ch  左/右 ドルビープロロジック2

スーパー
オーディオ
CD

2ch

2チャンネル 2ch  左/右 2ch  左/右 オフ

バーチャルサラウンド － － オフ

5.1チャンネル － － オフ

マルチch

2チャンネル － － オフ

バーチャルサラウンド － － オフ

5.1チャンネル ミックスド2ch
（Lt/Rt） マルチch オフ

ビデオCD
SビデオCD 2ch

2チャンネル 2ch  左/右 2ch  左/右 PCM2ch  44.1kHz

バーチャルサラウンド 2ch＋バーチャル
サラウンド 2ch＋バーチャルサラウンド PCM2ch  44.1kHz＋

バーチャルサラウンド

5.1チャンネル ミックスド2ch ドルビープロロジック2 PCM2ch  44.1kHz

MP3/DivX・WMA

2チャンネル 2ch  左/右 2ch  左/右

PCM  2chバーチャルサラウンド 2ch  左/右 2ch＋バーチャルサラウンド

5.1チャンネル 2ch  左/右 ドルビープロロジック2

※  ドルビープロロジック2はDTS、DVDオーディオ、スーパーオーディオCDには働きません。
※  音声設定が2チャンネルのとき、LFE（サブウーファー）はいつも出力されます。
*1  ディスクによってはこのとおりに出力されないこともあります。

❖  音声出力設定
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デジタルオーディオ

・  出荷時の設定：オール

ご使用のAVアンプに合わせて、デジタル出力の
タイプを選択できます。

❖  デジタル出力

OFF ・ デジタル端子から音声信号を出力し
ません。

オール ・ 本機のデジタル出力端子に、マルチ
チャンネルデコーダーを搭載したAV
アンプを接続しているときに選択し
ます。

PCM ・ ご使用のAVアンプがマルチチャンネ
ルデコーダーを搭載していない場合
に選択します。

 

･   HDM音声を出力しているとき、デジタル出力
はオフです。

･   HDMI音声出力はデジタル出力設定に影響さ
れます。

    デジタル出力：オール
    ･　HDMI音声出力はEDIDに従います。
    デジタル出力：PCM
    ･　HDMI音声出力はPCM。
･   デジタル出力を［オール］に設定した場合、
DTS対応ではないAVレシーバーに接続する
と、大きなノイズを発生し、スピーカーにダ
メージを与えることがあります。

･   著作権保護されているDVDディスクは、［オー
ル］または［PCM］に設定されていても出力
されない場合があります。

･   スーパーオーディオCDは、デジタル音声を出
力することはできません。

❖  LPCM出力

    ・ 出荷時の設定：48KHZ

    出力するリニアPCM信号のサンプリング周
波数を選択します。サンプリング周波数が高
いほど、音質は良くなります。

48KHZ ・ サンプリング周波数が48kHzで収録
されているディスクを再生します。
サンプリング周波数が96kHzで収録
されているディスクのデジタル信号
は、48kHzに変換して出力されます。

96KHZ ・ サンプリング周波数が96kHzで収
録されているディスクを再生しま
す。著作権保護のため、ディスクに
96kHzの高音質信号の出力を防止す
る処理がされていると、音声は出力
されません。

 

･   96kHz出力は［音声出力］設定が［2チャンネ
ル］に設定されているときのみ有効です。

･   高サンプリングレートのDVDオーディオディ
スク（192kHzまたは176.4kHz）では、常
に設定に従い音声をダウンサンプルして出力
します。

HDMI音声出力

・  出荷時の設定：オート

オート ・ ド ル ビ ー デ ジ タ ル、DTS、
MPEGで記録されたディスクを
再生しているとき、それぞれの
ビットストリーム信号を出力し
ます。マルチチャンネルで記録
されているDVDビデオ／オー
ディオを再生しているとき、マ
ルチチャンネルの信号を出力
します。2ch PCM等で記録さ
れたディスクを再生していると
き、2ch PCMで出力します。
これらは接続される機器により
制限されます。つまりドルビー
デジタルで記録されていても、
接続される機器がドルビーデジ
タル未対応のときはマルチチャ
ンネルPCMで出力されます。さ
らにマルチPCMにも未対応のと
きは2ch PCMで出力します。
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・   HDMI規格Ver1.1に対応していない機器をご
使用の場合、CPPMで著作権保護処理された
DVDオーディオの音声信号は出力されません。

・   スーパーオーディオCDのマルチチャンネル
／ステレオは音声が出力されません。アナロ
グ音声出力を使用してください。

・   お使いの機器をHDCP対応のDVIジャックで本
機と接続している場合、音声は出力されません。

・   HDMI端子からの音声信号（サンプリング周波
数、ビット長など）は、接続される機器によ
り制限されることがあります。

･   HDMI音声出力はデジタル出力設定に影響さ
れます。

    デジタル出力：オール
    ･　HDMI音声出力はEDIDに従います。
    デジタル出力：PCM
    ･　HDMI音声出力はPCM。
・   再生または一時停止中にフロントパネルの電

源をオフにしないでください。テレビ等から
ノイズが出ることがあります。

・   HDMI音声を出力しているとき、デジタル出
力はオフです。

音声フォーマット
HDMI設定（音声）

オート*1 マルチチャンネル*2 2CH PCM OFF

ドルビーデジタル ドルビーデジタル マルチch PCM 2chダウンミックス 出力しません

リニアPCM マルチch PCM マルチch PCM 2chダウンミックス 出力しません

DTS DTS マルチch PCM 2chダウンミックス 出力しません

DVDオーディオ マルチch PCM マルチch PCM 2chダウンミックス*3 出力しません

CD/MP3/
スーパーオーディオCD*4

左/右 出力しません

DTS CD DTS マルチch PCM 2chダウンミックス 出力しません

ビデオCD 左/右 出力しません

*1  ［オート］設定時の出力優先順位は［ビットストリーム］、［マルチPCM］、［2CH PCM］です。
     接続される機器により制限されます。
*2  ［マルチPCM］設定時の出力優先順位は［マルチPCM］、［2CH PCM］です。
     接続される機器により制限されます。
*3  ダウンミックスを禁止しているディスクでは左／右チャンネルのみ出力されます
*4  スーパーオーディオCDでは音声が出力されません。これは、CD層を再生しているときのみ出力されます。

❖  HDMI音声出力

D
V
D

マルチ
チャンネル

・ マルチチャンネルのドルビーデ
ジタル、DTS、MPEG、DVD
ビデオ／オーディオで記録さ
れたディスクを再生していると
きは、マルチチャンネルの信号
を出力します。2チャンネルの
PCM等で記録されたディスク
を再生しているとき2ch PCM
で出力します。これらは接続さ
れる機器により制限されます。
つまりドルビーデジタルで記録
されていても、接続される機器
がドルビーデジタル未対応のと
きは2ch PCMで出力されます。

2CH PCM ・ すべてのディスクにおいて2ch 
PCMで出力されます。TV、プロ
ジェクター等と接続するときは
このモードを選択してください。

OFF ・ HDMI端子より音声信号は出ま
せん。
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スピーカー設定

各スピーカーの音量レベル、スピーカーと視聴
位置の距離を調節することができます。これら
の設定を調節することで、最適な視聴空間をつ
くりだすことができます。

 

これらの設定は本機の音声出力（5.1CH）端子か
ら出力される信号についてのみ有効です。

❖  フロント左／右・センター・リア左／右

・ 出荷時の設定：大
 

OFF
（センターおよび
リアスピーカー
のみ）

・ スピーカーが接続されていな
い場合に選択します。

大 ・ 12cm以上のスピーカーを接
続している場合に選択します。

小 ・ 12cm未満のスピーカーを接
続している場合に選択します。

❖  LFE（サブウーファー）

・ 出荷時の設定：ON

ON ・ サブウーファーが接続されてい
る場合に選択します。

OFF ・ サブウーファーが接続されてい
ない場合に選択します。

❖  スピーカーレベル

・ 出荷時の設定：0dB

    各スピーカーの音量（－6dB～＋6dB）を設
定します。

スピーカー音量設定 

 

フロント左 0dB 

フロント右 0dB 

センター 0dB 

LFE 0dB 

リア左 0dB 

リア右 0dB

 

･   0dBに設定されているとき、音声出力は
2Vrmsに設定されています。

･   0dB以上に設定すると、他のチャンネルの音
声出力は下がります。

･   0dB以下に設定すると、そのチャンネルの音
声出力が下がります。

選定チャンネル
0 dB +6 dB －6 dB
2 Vrms 2 Vrms 1 Vrms

他チャンネル 2 Vrms 1 Vrms 2 Vrms

❖  スピーカー距離

・ 出荷時の設定：3m

    視聴位置から各スピーカーまでの距離
（1.0～9.0m）を調節することで、ディレイ
タイムを設定します。

スピーカー距離設定 

 

フロント左 3.0M 

フロント右 3.0M 

センター 3.0M 

LFE 3.0M 

リア左 3.0M 

リア右 3.0M

 

･   リア左／右スピーカーがフロントスピーカー
よりも視聴位置から近い場合、距離を長めに
設定してください。

･   自動的にテストトーンが出ます。それを参考
に、各スピーカーの設定を調節してください。
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アップサンプリング

・  出荷時の設定：OFF

音楽CDを高いサンプリング周波数に変換し、音
質を向上させます。アップサンプリングを有効
にすると、本機は自動的にステレオモードに切
り換わります。

OFF ・ CDアップサンプリングを無効
にします。

88.2KHZ
（X2）

・ オリジナルの2倍のサンプリン
グ周波数に変換します。

176.4KHZ
（X4）

・ オリジナルの4倍のサンプリン
グ周波数に変換します。

 

･   CDアップサンプリングは音声出力（2CH）端
子から出力される音声信号にのみ有効です。

･   ［音声出力］が［バーチャルサラウンド］［5.1
チャンネル］のとき、アップサンプリングは機
能しません。

･   アップサンプリングを［88.2KHZ］または
［176.4KHZ］に設定すると、音声出力は自
動的に2チャンネルに変更されます。

オーディオDRC

・  出荷時の設定：OFF

この設定をすると、大きな効果音などは控えめ
に再生され、かすかな音は聴き取ることができ
る程度に大きくして再生されます。深夜にアク
ション映画などを視聴するときに便利です。

ON ・ ナイトモードになります。この機能
はドルビーデジタルモードの映画に
のみ有効です。

OFF ・ 通常の再生になります。

 

オーディオDRCは、ドルビーデジタル音声の場合
のみ効果があります。

映像設定ページ

初期設定ボタン（SETUP）を
押す
テレビ画面にセットアップメニューが表
示されます。

映像設定ページ 

TV システム 

TV アスペクト 

プログレッシブ 

画質設定 

ADV映像 

ブラックレベル 

カーソル（2/3）ボタンで映像
設定ページアイコンを選択し、
ENTERボタンでメニューペー
ジに入る
・    カーソル（5/∞）ボタンを押して、変

更したい設定項目を選択します。
・    選択した項目内にさらに設定項目があ

る場合、ENTERボタンでサブメニュー
に入り、カーソル（5/∞）ボタンで変
更したい設定項目を選択します。

ENTERボタンを押して、選択
を決定する

初期設定ボタン（SETUP）を
もう1度押すと、セットアップ
メニュー画面が消える
設定完了です。電源を切っても設定は保
存されます。

1

3

2

4
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ディスクの方式 TVシステム
映像出力フォーマット

コンポーネント映像出力 映像出力・S2映像出力

NTSC

PAL PALプログレッシブ NTSC

NTSC NTSCプログレッシブ NTSC

マルチ NTSCプログレッシブ NTSC

PAL

PAL PALプログレッシブ PAL

NTSC NTSCプログレッシブ PAL

マルチ PALプログレッシブ PAL

※  プログレッシブオフのときの映像出力フォーマットはインターレースでTVシステムに依存します。
※  セットアップメニューを使わず、TVシステムを変更する方法は次のとおりです。
     1．HDMIオフの状態でトレイをオープンする。
     2．リモコンのカーソル右（3）ボタンを押す。
     3．リモコンの音声ボタン（AUDIO）を押すと、TVシステムが次のように変更されます。

 ・ PAL→NTSC
 ・ NTSC→PAL

❖  ビデオ出力（プログレッシブオン）

TVシステム

・  出荷時の設定：NTSC

本機から出力する映像方式を［PAL］［NTSC］
［マルチ］から選択できます。日本国内では通常、
初期設定の［NTSC］を変更する必要はありま
せん。

PAL ・ PAL方式のテレビをご使用の場合に
選択します。海外で使用されている
映像信号方式のひとつです。NTSC
方式で収録されたディスクはPALに
変換して出力されます。

NTSC ・ NTSC方式のテレビをご使用の場合
に選択します。日本国内の映像信号
方式はNTSCです。PAL方式で収録
されたディスクはNTSCに変換して
出力されます。

マルチ ・ マルチシステムテレビ（PAL/NTSC
両システムに対応）をご使用の場合に
選択します。ディスクに収録された
とおりの信号を出力します。

ご注意
･   テレビシステムを変更する前に、ご使用のテ
レビがそのシステムに対応していることを確
認してください。

･   ご使用のテレビが、選択されたフォーマット
と互換性がない場合は画像が乱れますが、15
秒程度で自動的に回復します。

PALをNTSCに変更： 

1.TVが右記をサポートしている事を確認して 
 下さい。- - - -> NTSC方式 
2.歪んだ画像が表示される場合は 
しばらくお待ち下さい。 
15秒後、自動的に元に戻ります。 

キャンセル OK

･   ご使用のテレビが選択した映像方式に対応の
場合、カーソル左（2）ボタンでOKを選択し
ENTERを押してください。
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TVアスペクト

・  出荷時の設定：16:9ワイド

本機に接続しているテレビのサイズに合わせて、
設定を変更します。

プログレッシブ

・  出荷時の設定：OFF

本機のコンポーネント映像出力（Y、CB/PB、
CR/PR）およびD1/D2端子は、プログレッシブ
信号を出力できます。プログレッシブ対応のテ
レビで再生することで、高密度でちらつきの少
ない高品質な画質が楽しめます。

OFF ・ プログレッシブ出力しません。

ON ・ プログレッシブ出力します。

ご注意
･   プログレッシブの設定を変更する前に、ご使
用のテレビがそのシステムに対応しているこ
とを確認ください。

･   ご使用のテレビが、選択されたフォーマット
と互換性がない場合は画像が乱れますが、15

秒程度で自動的に回復します。

プログレッシブの設定： 

1.TVにプログレッシブ機能がある事を 
 確認します。 
2.次の確認画面が表示されない場合、 
自動的に元に戻るまで15秒お待ち 
下さい。 

キャンセル OK

･   ご使用のテレビがプログレッシブ対応の場合
カーソル左（2）ボタンでOKを選択しENTER
を押してください。

･   ご使用のテレビが、プログレッシブ対応の場
合、次の画面に移ります。カーソル左（2）ボ

タンでOKを選択しENTERを押してください。

プログレッシブ機能を使用しますか 

（ピクチャが正常な場合） 

リモコンの ENTER ボタンを押して下さい。 

キャンセル OK

※  セットアップメニューを使わずプログレッシブを変
更する方法は次のとおりです。。

     1． HDMIオフの状態でトレイをオープンする。
     2． リモコンのカーソル左（2）ボタンを押す。

 3． リモコンの音声ボタン（AUDIO）を押すとプロ
グレッシブが次のように変更されます。

 ・ ON→OFF

4:3パンスキャン

16:9ワイド

4:3レターボックス

4:3
パンスキャン

・ ワイドではないテレビをご
使用の場合に選択してくださ
い。ワイドの映像を再生する
と、縦は画面いっぱいに、横
は左右がカットされた状態で
見えます。

4:3
レターボックス

・ ワイドではないテレビをご
使用の場合に選択してくださ
い。ワイドの映像を再生する
と、画面の上下に帯が入った
状態で見えます。

16:9ワイド ・ ワイドテレビをご使用の場合
に選択してください。

 

ディスクによってはアスペクトの変更ができない
ものもあります。
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･   テレビ側もプログレッシブに対応しているか
ご確認ください。

･   コンポーネントビデオ、またはD端子を接続
してください。

･   一部のプログレッシブ（525pおよび625p）
入力対応のテレビ（プロジェクター）は本機と
完全な互換がとれていないため、プログレッ
シブ再生時に画像に乱れが生じる場合があり
ます。その場合には、プログレッシブ機能を
オフにして再生してください。

画質設定

・  出荷時の設定：標準

色調を自分の好みや再生ソースに合わせて調整
できます。

標準 ・ 標準的な画質になります。

ブライト ・ 画像がより明るく映し出されます。

ソフト ・ 画像がより柔らかく映し出されます。

❖  パーソナル

・ 明るさ、シャープさ、コントラスト、色彩、
カラーの画質調整ができます。これを選
択すると、テレビ画面にメニューが表示
されます。

・ カーソル（5/∞）ボタンを押して、次のメ
ニューから変更したい項目を選択します。

ブライト ・ カーソル（2/3）ボタンで、
画像全体の明るさを調整でき
ます。「0」が平均的な明るさ
です。

シャープネス ・ カーソル（2/3）ボタンで、
画像のシャープさを調整でき
ます。「0」が平均的なシャー
プさです。

コントラスト ・ カーソル（2/3）ボタンで、
明暗の強弱を調整できます。
「0」が平均的なコントラスト
です。

色彩 ・ カーソル（2/3）ボタンで、
色合いを調整できます。「0」
が平均的な色彩です。

色の濃さ ・ カーソル（2/3）ボタンで、
色の濃さを調整できます。
「0」が平均的なカラーです。

ADV映像

以下の各設定で細かな映像調整ができます。コ
ンポーネント出力およびD1/D2出力に有効な機
能です。

❖  DCDi

・ 出荷時の設定：ON

    DCDi（Directional Correction Deinterlacing）
は画像のアングルエッジを処理してピクセル
を埋める技術です。DCDiを［ON］に設定す
ると画像がより鮮明になります。とくにスロー
モーション映像で顕著です。プログレッシブ
出力のみ有効です。

❖  ガンマ補正

・ 出荷時の設定：0

    画像の強さをノンリニアに調整します。プラ
ス（＋）設定では暗い場面の低いレベルを上
げます。一方、マイナス（－）設定ではコン
トラストを強調します。（－7～＋7）の間で
設定します。

❖  クロマディレイ

・ 出荷時の設定：0

    色の信号と明るさの信号は必ずしも同期して
いません。［クロマディレイ］設定は色信号の
遅れを調整し完璧にクリアな画像を再生しま
す。（－3～＋3）の間で設定します。



いろいろな設定

57

い
ろ
い
ろ
な
設
定

❖  プログレッシブスキャン方式

・ 出荷時の設定：OFF

    テレビ画面の映像縦横比率を選択できます。

スーパー
ワイド

・ ワイドテレビ（16：9）に、ワイ
ドでないテレビ画面比率（4：3）
の画像をストレッチをかけて再
生します。両サイドがセンター
より広がります。

16：9
スクイーズ

・ ワイドテレビ（16：9）に、ワイ
ドでないテレビ画面比率（4：3）
の画像を再生します。ストレッ
チはかけません。

・ スクイーズ16： 9で記録された
ディスクもセンターに表示され
ます（左右に黒い帯が出ます）。

OFF ・ 画像の比率は調整せずに再生し
ます。

 

･   TVアスペクト（P.55）が［16：9ワイド］に設
定されているときのみ機能します。

･   HDMI映 像の解像度が［480P］または
［576P］に設定されているときは無効です。

･   お使いのテレビ側に映像アスペクト比率調整
機能がある場合はテレビ側で調整してくださ
い。

･   TV、モニターによっては動作が異なることが
あります。TV、モニターの説明書をご覧のう
え、適切な設定をお選びください。
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❖  HDMI映像

・ 出荷時の設定：オート

・ 本機と接続したHDMI機器への映像解像度（画素数）を調整することができます。この機能はHDMI
対応機器と接続している時のみ有効です。

・ ［480P］、［576P］、［720P］、［1080I］、［1080P］、［オート］から接続したHDMI TVに合わせ
て選択します。

設定例

再生
ディスク

TVアスペクト

映像出力
S2映像出力

コンポーネント映像出力
（プログレッシブ：OFF）

プログレッシブ
スキャン方法
（P.57）

コンポーネント映像出力
（プログレッシブ：ON）

HDMI出力

シンクEDID*2

4:3 16:9

16:9

16:9 ワイド

OFF

16:9 
スクイーズ

スーパーワイド

4:3 
レターボックス －－－－

4:3 
パンスキャン －－－－

4:3 
パンスキャン*1 －－－－

4:3

16:9 ワイド

OFF

16:9 
スクイーズ

スーパーワイド

4:3 
レターボックス －－－－

4:3 
パンスキャン －－－－

*1  TVアスペクトの選定は4:3パンスキャンであっても、ディスクはパンスキャンの出力を許可していない場合。
*2  接続したTV、プロジェクター等が持っているEDIDの内容によって、4:3または16:9のどちらかが出力されます。
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HDMI接続時のビデオ出力フォーマット

解像度

コンポーネント映像出力
映像/S2
映像出力プログレッシブON

プログレッシブ
OFF

480p
480p

（NTSCプログレッシブ）
インターレス出力
でディスクに依存

（NTSCディスク再生→
NTSCインターレース出力）

576p
576p

（PALプログレッシブ）

720p
1080i
1080p

出力はミュート

 

･   映像設定を変更したとき、画像が数秒間表示
されないことがあります。

･   映像方式の変換（PALjNTSC）を開始した
ときに、画像が数秒間表示されないことがあ
ります。

･   HDMIボタンでも解像度は変更できます（P.14, 

15）。
･   HDMIボタンを3秒以上押すことによりHDMI
をオン／オフできます（P.14, 15）。

･   720p/1080i/1080pは60Hzのみ対応して
います。

･   480p/576pが選ばれているときは、接続し
たTV、プロジェクター等がWCLOCKに対応
していないとサンプリング周波数96kHzの
マルチch PCMは出力されません。48kHz、

2chに変換されて出力されます。

❖  ダイナミックピクチャー

・ 出荷時の設定：0

    画像コントラストと色調を強めることで画像
をよりダイナミックにします。プログレッシ
ブ出力のみ有効です。（0～＋5）の間で設定
します。

❖  DVIレンジ

・ 出荷時の設定：標準

    DVI機器と接続すると、接続したモニターに
よっては画像データの範囲が異なる場合があ
ります。ご使用のモニターに合わせて選択し
てください。

エンハンス ・ 画像データは0（黒）－255（白）
になります。

標準 ・ 画像データは16（黒）－235（白）
になります。

ブラックレベル

・  出荷時の設定：0 IRE

黒色の浮きを補正します。黒色が浮いている時
は［7.5 IRE］に設定してください。
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音声・字幕・ディスクメニュー言語

 ・ 出荷時の設定：日本語

音声言語、字幕言語、ディスクメニュー言語を
それぞれ設定することができます。

音声言語 ・ 通常使用する音声言語を設定し
ます。

字幕言語 ・ 通常使用する字幕言語を設定し
ます。

ディスク
メニュー言語

・ メニューの表示に使用する言語
を設定します。

 

･   メニュー内の言語以外を選択した場合、［その
他］を選んで数字ボタンで4桁の言語コードを
入力し、ENTERボタンで設定します。

･   言語コードは［言語コード一覧］（P.72）をご参
照ください。

視聴制限

・  出荷時の設定：レベル8

・ 視聴制限レベルの設けてあるDVD（ディ
スクのジャケットなどに表示があります）
では、お子様が視聴するのに適さないシー
ンがある場合、ディスク全体または特定
のシーンに視聴制限をかけることができ
ます。8段階のレベル設定がありますが、
国によって制限レベルが異なります。

・ ［視聴制限］を選択すると、以下のメニュー
が表示されます。

言語・その他設定ページ

停止（7）ボタンを2度押して、
再生を停止する

初期設定ボタン（SETUP）を
押す
テレビ画面にセットアップメニューが表
示されます。

言語・その他設定ページ 

音声言語 

字幕言語 

ディスクメニュー言語 

視聴制限 

PBC 

MP3/JPEG ナビ 

VRリスト 

パスワード 

DIVX字幕 

デフォルト 

カーソル（2/3）ボタンで言語・
その他設定ページアイコンを選
択し、ENTERボタンでメニュー
ページに入る
・    カーソル（5/∞）ボタンを押して、変

更したい設定項目を選択します。
・    選択した項目内にさらに設定項目があ

る場合、ENTERボタンでサブメニュー
に入り、カーソル（5/∞）ボタンで変更
したい設定項目を選択します。

ENTERボタンを押して、選択
を決定する

初期設定ボタン（SETUP）を
もう1度押すと、セットアップ
メニュー画面が消える
設定完了です。電源を切っても設定は保
存されます。

1

3

2

4

5
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・ 視聴制限を無効に設定するには、カーソ
ル（5/∞）ボタンで［レベル8］を選択し
ENTERボタンを押します。

・ レベル1－7について
 数値が小さいほど視聴制限は厳しくなり
ます。例えばレベル5に設定した状態で
レベル6のディスクを再生しようとする
と暗証番号入力画面になります。シーン
ごとにレベル設定されているディスクな
らば、そのシーンをとばすか、代替シー
ンが収録されていればそれを再生するこ
ともできます。

ご注意
･   ビデオCD、スーパービデオCD、CD、スーパー
オーディオCDや海賊版DVDなどに視聴制限
をかけることはできません。

･   ディスクのジャケットに表示がある場合でも、
レベルがコード化されていないために、視聴
制限機能が効かないことがあります。

PBC（プレイバックコントロール）

・  出荷時の設定：ON

プレイバック再生をオン、またはオフにできま
す。この機能はビデオCD2.0にのみ有効です。
詳しくは「ビデオCDのメニュー画面を表示する」
（P.26）をご参照ください。

MP3/JPEGナビ

・  出荷時の設定：メニューなし

MP3ファイルや、JPEG画像を再生するときに、
再生方法の操作画面を表示するかしないかを設
定できます。

メニューなし ・ 操作画面を表示せず、すべて
のファイルを自動的に再生し
ます。

メニューあり ・ 操作画面を表示し、お好みの
ファイルを選んで再生します。

VRリスト

・  出荷時の設定：オリジナルリスト

VR（ビデオレコーディング）フォーマットには、
ディスクに実際に記録される［オリジナルリス
ト］とオリジナルを元に編集して作成される［プ
レイリスト］という2種類のタイトルがありま
す。この設定は、VRフォーマットに対応してい
ないディスクでは選択できません。

オリジナル
リスト

・ 実際に記録されているタイトル
を再生します。

プレイリスト ・ オリジナルを元に編集して作成
されたタイトルを再生します。
プレイリストが作成されていな
い場合は選択できません。

    

❖  VRフォーマットのプレビュー

1 再生中にスキャンボタン（SCAN）を押
します。

2 ［タイトルダイジェスト］または［タイト
ルインターバル］を選択します。

ダイジェストタイプ選択： 

タイトルダイジェスト 

タイトルインターバル 

3 ENTERボタンで決定します。
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パスワード

・  出荷時の設定：111111

［ディスクロック］と［視聴制限］で使用する6桁
のパスワードを設定します。

1 パスワードの項目でENTERボタンを押
します。

 パスワード変更メニューが表示されます。

OK

古いパスワード 

新しいパスワード 

パスワード確認 

2 数字ボタンで現在の（古い）パスワードを
入力します。
･ はじめてこの設定をおこなうときは、
［111111］を入力します。
･ パスワードを忘れてしまったときは、
［111111］を入力します。

3 新しいパスワードを入力します。

4 もう1度新しいパスワードを入力します。

5 ENTERボタンで決定します。
 新しいパスワードの登録完了です。

タイトル
ダイジェスト

・ 1度に6タイトルが表示され、
見たいタイトルを探すことがで
きます。

・ ［オリジナルリスト］を選択した
場合、実際に記録されているタ
イトルが表示されます。

・ ［プレイリスト］を選択した場
合、プレイリスト内のすべての
タイトルが表示されます。

タイトル
インターバル

・ 再生中のタイトルの内容を等間
隔で分割して表示します。1度
に6つの画像が表示され、タイ
トル全体から見たい場面を探す
ことができます。

・ 再生中のタイトルが短い場合
［タイトルダイジェスト］機能に
切り換わります。

（表示例）

4 カーソル（2/3/5/∞）ボタンでタイトル
を選択します。
･ ［選択］のとなりにカーソルを移動させ、
数字ボタンでタイトル番号を入力する
こともできます。
･ 次ボタン（¢）で次の6タイトル、前
ボタン（4）で前の6タイトルを見る
ことができます。

5 ENTERボタンで決定します。
･ プレビューを終了するときは、カーソ
ル（2/3/5/∞）ボタンを押して［終了］
にカーソルを移動させ、ENTERボタン
を押します。
･ プレビューのメニュー画面に戻るとき
は、カーソル（2/3/5/∞）ボタンを押
して［メニュー］にカーソルを移動させ、
ENTERボタンを押します。
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DIVX字幕

・  出荷時の設定：標準

DivX字幕のフォントを選択します。

標準 ・ 英語に使用される通常のアル
ファベットです。

キリル文字 ・ 主にスラブ諸語を表記するのに
用いられます（ロシア語、ウクラ
イナ語、ベラルーシ語、ブルガ
リア語、セルビア語、マケドニ
ア語）。

デフォルト

セットアップメニューの設定（パスワード以外）
を工場出荷時の初期値に戻すことができます。

1 ［デフォルト］メニューで［リセット］を
選択します。

2 ENTERボタンで決定します。
 すべての設定が初期値に戻ります。
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使用上の注意

❖  再生中は本機を絶対に動かさない

    再生中はディスクが高速回転しているので、
本機を持ち上げたり動かしたりしないでくだ
さい。ディスクを傷つける恐れがあります。

❖  本機を移動する場合

    本機を移動する場合は、必ずディスクを取り
出しディスクテーブルを閉じてください。さ
らに本体の電源/スタンバイボタン（POWER 
ON/STANDBY）を押し、表示が消えてか
ら電源コードを抜いてください。ディスクを
内部に入れたまま移動すると、故障の原因と
なります。

設置する場所

･   組み合わせて使用するテレビやステレオシス
テムのそばの安定した場所を選んでください。

･   テレビやカラーモニターの上に本機を設置し
ないでください。カセットデッキなど、磁気
の影響を受けやすい機器とは離して設置して
ください。

❖  次のような場所は避けてください

･ 直射日光のあたる所
･ 湿気の多い所や風通しの悪い所
･ 極端に暑い所や寒い所
･ 振動のある所
･ ホコリの多い所
･ 油煙、蒸気、熱があたる所（台所など）

❖  上に物をのせない

    本機の上に物をのせないでください。

❖  熱を受けないように

    本機をアンプなど、熱を発生する機器の上に
のせないでください。ラックに入れる場合は
アンプや他のオーディオ機器から出る熱を避
けるため、アンプよりできるだけ下の棚に入
れてください。

❖ ガラスドア付きラックに入れたときの
ご注意

    ラックのガラスドアを閉めたままリモコンの
オープン/クローズボタン（0OPEN/CLOSE）
を押して、ディスクテーブルを開けないでく
ださい。ディスクテーブルの動きが妨げられ、
故障の原因になります。

❖ 本機を使わないときは電源を切る

    テレビ放送の電波状態により、本機の電源を
入れたままテレビをつけると画面にしま模様
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。このような場合は本機の
電源を切ってください。ラジオの音声の場合
も同様にノイズが入ることがあります。

結露について

冬期などに本機を寒いところから温かい室内に
持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖
房などで急に上げたりすると、内部（動作部やレ
ンズ）に水滴が付きます（結露）。結露したまま
では本機は正常に動作せず、再生ができません。
結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れ
て1～2時間放置し、本機の温度を室温に保てば
水滴が消え、再生できるようになります。
夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたる
と結露がおこることがあります。その場合は本
機の設置場所を変えてください。
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ディスクの取り扱いかた

❖  取り扱いかた

･ 損傷のあるディスク（ひびやそりのあるディス
ク）は使用しないでください。

･ ディスクの信号面にキズや汚れを付けないで
ください。

･ ディスクに紙やシールなどを貼り付けないで
ください。ディスクにそりが発生し、再生が
できなくなる恐れがあります。また、レンタ
ルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、
のりなどがはみ出している恐れがありますの
で、のりなどのはみ出し
がないことを確認してか
らご使用ください。

･ ディスクを2枚重ねて再
生しないでください。

❖  保管
･ 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日
光の当たる場所、極端に温度の低い場所を避
けて垂直に保管してください。

･ ディスクに付いている注意書は必ずお読みく
ださい。

❖  ディスクのお手入れ
･ ディスクに指紋やホコリが付いた場合、音質や
画質が低下すること
があります。柔らかい
布で内周から外周方
向へ軽く拭いてくだ
さい（円周に沿って拭
かないでください）。

･ ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使
用しないでください。またレコードスプレー、
帯電防止剤などはご使用できません。

･ 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、
よく絞ってから汚れを拭きとり、その後乾い
た布で水気を拭きとってください。

❖  特殊な形のディスクについて

    本機では、特殊な形のディスク（ハート型や

両手で持つ場合 片手で持つ場合

六角形等）は再生できません。故障の原因に
なりますので、そのようなディスクはご使用
にならないでください。

レンズのクリーニング

レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びした
り、画像が乱れることがあります。このような
場合は［保証とアフターサービス］（P.70）をお読
みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されて
いるクリーニングディスクは、レンズを破損す
る恐れがありますのでご使用にならないでくだ
さい。

光デジタルケーブル（別売）取り扱
い上のご注意

･   急な角度に折り曲げないで
ください。保管するときは、
直径が15cm以上になるよ
うにしてください。

･   接続の際はしっかり奥まで
差し込んでください。

･   長さは3m以下のものを使用してください。
･   プラグに傷やほこりが付着したときは、柔ら
かい布で拭いてから接続してください。

製品のお手入れ

･   本体は通常、柔らかい布で空拭きしてくださ
い。汚れがひどい場合は水で5～6倍に薄めた
中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚
れを拭きとった後乾いた布で拭いてください。

･   アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤な
どが付着すると印刷、塗装などがはげること
がありますのでご注意ください。また、ゴム
やビニール製品を長時間触れさせることも、
キャビネットを傷めますので避けてください。

･   化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞ
うきんなどに添付の注意事項をよくお読みく
ださい。

･   お手入れの際は、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。

15cm以上
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故障かな？と思ったらチェックしてみてくださ
い。ちょっとした操作ミスが故障と思われがち
です。また、本機以外の原因も考えられます。
ご使用のテレビ、AVアンプまたはスピーカーな
ども合わせてお調べください。次の項目に従っ
て再度点検されても直らないときは、お買い上
げの販売店またはお近くのサービスステーショ
ンにお問い合わせください。

ディスクを入れても自動的に出てきてしまう。

・  ディスクに汚れや傷がある。
P.65のディスクのお手入れをご覧ください。

・  ディスクがガイドに合っていない。
ディスクをガイドに合わせて正しく置い
てください（P.24）。

・  地域番号が一致していない。
DVDビデオディスクの地域番号が本機の
番号と異なる場合、ディスクは再生でき
ません（P.9）。

・  本機内部の結露。
時間をおいて結露を蒸発させてからご使
用ください。本機をエアコンなどの近く
に置かないでください（P.64）。

再生できない。

・  ディスクの表裏が逆になっている。
ディスクのラベル面を上にして入れ直し
てください（P.24）。

DVD-R/RWディスクを再生できない。

・  ファイナライズされたディスクしか再生でき
ません。

DVDオーディオの再生が停止してしまう。

・  違法に複製されたディスクの可能性があります。

 マークが画面に表示される（P.11）。

・  本機がその操作を禁止しています。
・  選択した機能がディスクで使えません。

困ったとき！？ 画面が止まり、操作ボタンが使えない。

・  停止（7）ボタンを押してから、もう一度再生
（3）してください。

・  本体正面の電源（POWER ON/OFF）ボタン
で一旦電源を切ってから、もう一度本体正面
の電源ボタンで電源を入れてください。

ディスク再生中に［セットアップ］画面で選択し
た新しい設定が有効にならない。

・  ディスク再生中に変更できる設定もあります
が、ディスクが停止して再び再生を開始しな
いと、その設定は有効になりません。
本機が停止しているときに同じ設定を行
なってください。停止（7）ボタンを押し
てから、もう一度再生（3）してください。
セットアップ画面のメニューで設定を行
なうと、リジューム機能が解除されるこ
とがあります。

設定がキャンセルされる。

・  停電や電源コードがコンセントから抜けたた
めに電力が遮断されると、設定がキャンセル
されます。
電源コードをコンセントから抜く前に、リ
モコンの電源（POWER）ボタンを押して、
本体正面のスタンバイ表示が点灯してい
ることを確認し、本体正面の電源（POWER 
ON/OFF）ボタンを押して本機の電源を
切ってください。

画像／色が出ない。

・  映像の接続が間違っています。
正しく接続されているかどうか、またプ
ラグがしっかりと差し込まれているかど
うかを確認してください。

・  テレビ/モニター、またはAVアンプの設定が
間違っています。
接続している機器の取扱説明書を確認し
てください。
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・  ［プログレッシブ］メニューを［ON］に設定
しているのに、テレビ／モニターがプログ
レッシブスキャンに対応していません。
コンポジット映像またはS映像コードで
本機とテレビを接続し直してから、テレ
ビを適切な入力に設定してください。次
に［プログレッシブ］メニューで［OFF］
に設定し、TV入力をコンポーネント入力
に切り換えてください（P.55）。

画面が伸びている、またはアスペクトが変わら
ない。

・  ［映像設定］の［TVアスペクト］が間違ってい
ます。
［TVアスペクト］をお使いのテレビ／モニ
ターに合わせて設定してください（P.55）。

再生中に画像が乱れる、または暗い。

・  本機は「マクロ・ビジョン・システム」のコピー
ガードに対応しています。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ま
す。そのようなディスクを再生した場合、一
部画像に横縞が入るなどの症状が出るものも
あります。
故障ではありません。

・  ディスクが本機の特定の機能に異なる反応を
示します。そのため、その機能を実行したと
きに、画面が一瞬暗くなったり、わずかに揺
れたりすることがあります。
こういった問題はたいていディスクと
ディスク内容の違いによって生じます。
本機の故障ではありません。

・  プログレッシブスキャンを使っています。
コンポーネント映像出力端子を使ってテ
レビを接続している場合、［プログレッシ
ブ］メニューを［OFF］に設定してくださ
い（P.55）。

VCRに記録したり、AVセレクターを通すと、
再生画像が乱れる。

・  本機のコピープロテクト回路によって、VCR
やAVセレクターを通して本機を接続すると、
記録できなかったり、画像に問題が生じたり
することがあります。
故障ではありません。

リモコンで操作できない。

・  リモコンが本機から離れすぎているか、角度
が広がりすぎています。
リモコンの使用範囲で操作してください
（P.13）。

・ 電池が消耗しています。
新しい電池を入れてください（P.13）。

デジタル出力で高サンプリングレート音声が聞
こえない。

・  ［LPCM出力］が［48kHz］に設定されてい
ます。
［96kHz］に設定してください。

・  コピープロテクトのため、一部のDVDは
96kHz音声を出力しません（P.50）。
この場合、［96kHz］に設定しても、本機
は自動的に48kHz音声を出力します。故
障ではありません。

音が出ない、または音が歪む。

・  DVDにはデジタル音声を出力しないものが
あります。
お使いのアンプを本機のアナログ出力に
合わせて切り換えてください。

・  ディスクに汚れ、ほこりなどがあります。
ディスクをクリーニングしてください
（P.65）。

・  接続プラグが端子にしっかりと差し込まれて
いません（またははずれています）。
すべての接続プラグがしっかりと差し込
まれているかどうか確認してください。

・  接続プラグや端子に汚れ、さびがあります。
接続プラグと端子の汚れをとってください。

・  音声ケーブルの接続が間違っています。
音声接続を確認してください（P.20-21）。

・  本機の出力がアンプの「phono」（レコードプ
レーヤー）入力に接続されています。
他の入力に接続してください。
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・  ディスクが一時停止になっています。
再生（3）ボタンを押して、一時停止を終
了してください。

・  アンプの設定が間違っています。
ボリュームが上がっているかどうか、ス
ピーカーがオンになっているかどうか、
入力機能が正しく設定されているかどう
かなどを確認してください。

・  ［音声出力］設定が間違っています。
フロント左右のスピーカーから音が聞こ
えないときは、［音声出力］を［2チャン
ネル］に設定してください。サラウンド、
センター、サブウーファーのスピーカー
から音が聞こえないときは、［音声出力］
を［5.1チャンネル］に設定してください
（P.48）。

・  本機を5.1チャンネルに設定しているのに、
2チャンネルの音声しか出力されません。
ディスクメニューで2チャンネル再生が
選択されていないかどうか確認してくだ
さい。

アナログ音声は出力できるが、デジタル音声が
出力できない。

・  DVDオーディオディスクの中にはデジタル
音声出力を禁止しているものがあります。

・  スーパーオーディオCDを再生するとデジタ
ル音声は出力されません。アナログ音声出力
端子の接続をしてください（P.21）。

・  ［デジタル出力］の設定が間違っています。
［デジタル出力］が［オール］か［PCM］
に設定されているかどうか確認してくだ
さい（P.50）。
ドルビーデジタルとDTSの設定がアンプ
に合っているかどうか確認してください。
アンプの取扱説明書をご覧ください。

DVDとCDの音量が著しく異なる。

・  DVDとCDの記録方式の違いによるものです。
故障ではありません。

マルチチャンネル音声が再生できない。

・  ［音声出力］メニューで［5.1チャンネル］が
選択されているかどうか確認してください
（P.48）。

・  スピーカー設定ページ画面の設定が正しいか
どうか確認してください（P.52）。

・  ディスクメニューから利用できる音声選択項
目を確認してください。

192kHzまたは176.4kHzデジタル音声が出力
できない。

・  本機は192kHzまたは176.4kHzデジタル
音声は出力できません（P.50）。

96kHzまたは88.2kHzデジタル音声が出力で
きない。

・  ［LPCM出力］が［48kHz］に設定されてい
ないかどうか確認してください（P.50）。

・  一部のディスクはデジタルコピーが禁止され
ているため、高サンプリングレートのデジタ
ル音声を出力できません。

DTS音声が出力できない。

・  DTSに対応していないアンプまたはデコー
ダーを、デジタル音声ケーブルを使って本機
と接続しているときは、設定メニューで［デ
シタル出力］を［PCM］に設定してください
（P.50）。そのように設定しないと、DTSディ
スクを再生しようとしたときにノイズが発生
します。

・  DTS対応のアンプまたはデコーダーを、デ
ジタル音声ケーブルを使って本機と接続し
ているときは、アンプの設定と、ケーブルが
正しく接続されていることを確認してくださ
い。

音声ミックスが正しく聞こえない、または音が
不完全である（例えば台詞が聞き取れない）。

・  設定メニューの設定が間違っています。
お使いのアンプまたはテレビのステレオ
入力に接続している場合、［音声出力］メ
ニューで［2チャンネル］が選択されてい
るかどうか確認してください（P.48）。
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・  設定メニューを終了させずに電源を切ると、
設定が記録されません。
設定を変更し、設定メニューを終了させ
てから電源を切ってください。

MP3トラックを含むディスクが再生できない。

・  ディスクが書き込み可能なCDの場合、ディ
スクがファイナライズされているかどうか確
認してください。
MP3トラックがMPEG1音声レイヤー3
形式で記録されているかどうか確認して
ください。トラックのサンプリングレー
トが8kHzから48kHzかどうか確認して
ください。

ディスクに記録されているMP3トラックが選択
できない。

・  本機は、MP3トラック名に「.mp3」また
は「.MP3」の拡張子がついていない場合、
MP3トラックとして認識しません。

・  本機が認識できるのは1枚のディスクについ
て約300フォルダ、ファイル数はフォルダ
に約650個のファイルまでです。それ以上
ある場合は再生できません。

・  本機はマルチセッションに対応していませ
ん。再生するディスクがマルチセッションの
場合、最初のセッションのみ再生します。

HDMI/DVI機器に接続したが、本体表示窓の
HDMIインジケーターが点灯しない。

・  接続しているTV等のHDMI/DVI機器の入力
切り換えを本機に設定してください。

・  HDCPに対応していないTV等のHDMI/DVI
機器とは接続できません。

・  本機およびTV等のHDMI/DVI機器の電源を
入れ直してください。

接続したHDMI/DVI機器から映像が映らない。

・  接続しているTV等のHDMI/DVI機器が利用
できる解像度が選択されていますか。
［HDMI映像］を設定してください（P.58）。

・  接続しているTV等のHDMI/DVI機器の入力
切り換えを本機に設定してください。

・  HDCPに対応していないTV等のHDMI/DVI
機器は、映像は出力されません。

・  本機およびTV等のHDMI/DVI機器の電源を
入れ直してください。

接続したHDMI機器から音声が出ない。

・  ［HDMI音声出力］の音声で［OFF］に設定し
た場合、音声は出力されません（P.50）。

・  HDMI対応モニター等の中には音声出力非対
応のものがあります。

・  DVI機器との接続では音声は出力されません。
・  HDMI規格Ver1.1に対応していない機器と
HDMI接続した場合、CPPMで著作権保護さ
れたDVDオーディオの音声は出力されません。

・  ［2ch PCM］選択時、ダウンミックスを禁止
しているDVDオーディオの音声は出力され
ません。

・  本機およびTV等のHDMI/DVI機器の電源を
入れ直してください。

DVI機器に接続したら、本体の音声出力、映像
出力が正常に出ない。

・  本体のHDMIボタンを3秒以上押し［HDMI 
OFF］を選択してください（P.14, 15）。

・  本機およびTV等のHDMI/DVI機器の電源を
入れ直してください。

DivXが再生できない。

・  DivXで認証されたエンコーダーで制作して
ください。
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保証書（別添）
保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を
確かめて販売店から受け取り、内容をよく読ん
で大切に保管してください。

保証期間は購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り
後、最低8年間保有しています。性能部品とは、
その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談
お買い上げの販売店または、取扱説明書の裏面
に記載の弊社営業所に遠慮なくご相談ください。

修理を依頼されるとき
P.66-69に従って調べていただき、なお異常のあ
るときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜
いてから、お買い上げの販売店、取扱説明書の
裏面に記載の弊社営業所に遠慮なくご相談くだ
さい。

連絡していただきたい内容
・  ご住所
・  お名前
・  お電話番号
・  製品名　DVD プレーヤー
・  型番　DV7001
・  お買い上げ日
・  故障または異常の内容
    「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」

保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書に記載されている当社保証規定に基づき
修理いたします。

保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望
により有料で修理いたします。

保証とアフターサービス 外形図

(mm)
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1
1
0

1
8

1
2

8

3
2
2

4
3
3
2
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仕様

形式

   DVDビデオ、DVDオーディオ、DVD-R/RW、ビ
デオCD、スーパーオーディオCD、CD、MP3ファ
イル、JPEGファイル、WMAファイル、DivXファ
イル

電源 ...................................AC 100 V、 50/60 Hz

消費電力 ............................................................ 27 W

待機時消費電力 ............................................... 0.8 W

本体質量 .......................................................... 7.3 kg

外形寸法 .....440（幅）×128（高さ）×332（奥行）mm

許容動作温度 ................................... ＋5℃～＋35℃

許容動作湿度 ........5 ％～85 ％（結露のないこと）

S映像出力

   Y出力レベル ................................ 1 Vp-p（75 Ω）

   C出力レベル .......................286 mVp-p（75 Ω）

   出力端子..........................................................S端子

映像出力

   出力レベル ................................... 1 Vp-p（75 Ω）

   出力端子....................................................RCA端子

コンポーネント映像出力（Y・CB/PB・CR/PR）

   Y出力レベル ................................ 1 Vp-p（75 Ω）

   CB/PB、CR/PR出力レベル..... 0.7 Vp-p（75 Ω）

   出力端子....................................................RCA端子

D1/D2端子（Y・CB/PB・CR/PR）

   Y出力レベル ................................ 1 Vp-p（75 Ω）

   CB/PB、CR/PR出力レベル..... 0.7 Vp-p（75 Ω）

   出力端子......................................................... D端子

HDMI出力

   出力端子....................................................... 19 pin

音声出力（ミックスド2ch）

   音声出力レベル............2 Vrms（1 kHz、0 dB）

   チャンネル数 ......................................................... 2

   出力端子....................................................RCA端子

音声出力（マルチチャンネル：L、R、C、SW、SL、SR）

   音声出力レベル............. 2 Vrms（1kHz、0 dB）

   チャンネル数 ......................................................... 6

   出力端子....................................................RCA端子

音声出力特性

   周波数特性 ......4 Hz～44 kHz（DVD fs：96 kHz）

   S/N比.........................................................120 dB

   ダイナミックレンジ..................................110 dB

   全高調波歪率 ........................................0.0008 %

   ワウ・フラッター..............................測定限界以下

                                   （±0.001％W.PEAK）

デジタル出力

   光デジタル出力.............................. 光デジタル端子

   同軸デジタル出力.....................................RCA端子

その他の端子

   コントロール入力/出力...........................RCA端子

   フラッシャー入力端子.......ミニジャック（3.5φ）

   RS232C............................................................... 1

付属品

   リモートコントロールユニット........................... 1

   単4形乾電池（LR03）.......................................... 2

   音声／映像ケーブル（黄色／赤／白）.................. 1

   リモート接続ケーブル.......................................... 1

   電源コード ............................................................. 1

   取扱説明書・保証書

※  本機の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。
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言語コード一覧

国名 コード 国名 コード 国名 コード
アイスランド 7383
アイマラ 6589
アイルランド 7165
アゼルバイジャン 6590
アッサム 6583
アファル 6565
アブバジア 6566
アフリカーンス 6570
アムハラ 6577
アラビア 6582
アルバニア 8381
アルメニア 7289
イスピアク 7375
イタリア 7384
イディッシュ 8973
イド 7379
インターリングア 7365
インターリングア 7369
インドネシア 7368
ウイグル 8571
ウェールズ 6789
ヴォラピュック 8679
ウォロフ 8779
ウクライナ 8575
ウズベク 8590
ウルドゥー 8582
英語 6978
エストニア 6984
エスペラント 6979
オーリヤ 7982
オセット 7983
オック 7967
オランダ 7876
オロモ 7977
カザフ 7575
カシミール 7583
カタロニア 6765
ガリチア 7176
韓国（朝鮮）語 7579
カンナダ 7578
カンボジア 7577
ギクユ 7573
キニャルワンダ 8287
ギリシャ 6976
キルギス 7589
グアラニー 7178
グジャラト 7185
グリーンランド 7576
グルジア 7565
クルド 7574
クルド 7585
クロアチア 7282
ゲール（スコットランド） 7168
ケチュア 8185

コーサ 8872
コーンウェル 7587
コミ 7586
コルシカ 6779
サーディニア 8367
サモア 8377
サンゴ 8371
サンスクリット 8365
ジャワ 7486
ショナ 8378
シンド 8368
シンハラ 8373
スウェーデン 8386
ズールー 9085
スペイン; Castilian 6983
スロバキア 8375
スロベニア 8376
スワヒリ 8387
スンダ 8385
セルビア 8382
ソマリ 8379
タイ 8472
タガログ 8476
タジク 8471
タタール 8484
タヒチ 8489
タミル 8465
チェコ 6783
チェチェン 6769
チェワ 7889
チベット 6679
チャモロ 6772
チュアング 9065
中国語 9072
チュバシュ 6786
チワン 9065
ツォンガ 8483
ツスワナ 8478
ティグリニア 8473
テルグ 8469
デンマーク 6865
ドイツ 6869
トウイ 8487
トルクメン 8475
トルコ 8482
トンガ 8479
ナウル 7865
ナバホ 7886
日本語 7465
ニャンジャ 7889
ヌデレベ 7868
ネデベレ 7868
ネパール 7869
ノルウェー 7866

ノルウェー 7879
ノルウェー 8369
パーリ 8073
ハウサ 7265
バシキール 6665
パシュト 8083
バスク 6985
ハンガリー 7285
パンジャブ 8065
ビスラマ 6673
ビハール 6672
ビルマ 7789
ヒンディー 7273
フィジー 7074
フィンランド 7073
ブータン 6890
フェロー 7079
フランス 7082
フリジア 7089
ブルガリア 6671
ブルターニュ 6682
プロバンス 7967
ベトナム 8673
ヘブライ 7269
ペルシャ 7065
ヘレロ 7290
ベロルシア（白ロシア） 6669
ベンガル（バングラ） 6678
ポーランド 8076
ボスニア 6683
ポルトガル 8084
マーシャル 7772
マオリ 7773
マケドニア 7775
マダガスカル 7771
マライ（マレー） 7783
マラッタ 7782
マラヤーラム 7776
マルタ 7784
モルダビア 7779
モンゴル 7778
ヨルバ 8979
ラオ 7679
ラテン 7665
ラトビア（レット） 7686
ランディ 8278
リトアニア 7684
リンガラ 7678
リンブルガー 7673
ルーマニア 8279
ルクセンブルグ 7666
レトロマンス 8277
ロシア 8285
ワロン 8765



その他

73

そ
の
他



2007/01    PMC          00M30AK851110Printed in China

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。


