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メモリースティックビデオビューアー
“Memory Stick” Video Viewer
取扱説明書/Operating Instructions

電池についての安全上のご注意
ここでは、リモコンでの使用が可能なソニー製アルカリ乾電池についての注意事項を
記載しています。

万一、異常が起きたら
電池の液が目に入ったら → すぐにきれいな水で洗い、ただちに医師の治療を受け
る。

煙が出たら → 別紙のお問い合わせ先に連絡する。
電池の液が皮膚や衣服に付いたら → すぐにきれいな水で洗い流す。
バッテリー収納部内で液が漏れたら → よくふき取ってから、新しい電池を入れる。

お買い上げいただきありがとうございます。

下記の注意事項を守らないと、破裂・発熱・液漏れに
より、死亡や大けがなどの人身事故になることがあり
ます。

電気製品は安全のための注意事項を守らない
と、火災や人身事故になることがあります。

• 乾電池は充電しない。
• 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
• 指定された種類の電池を使用する。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と
製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読み
のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、い
つでも見られるところに必ず保管してください。

下記の注意事項を守らないと、破裂・液漏れにより、
けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることが
あります。

Owner’s Record

• 投げつけない。
• 使用推奨期限内（乾電池に記載）の乾電池を使用する。
• 3と#の向きを正しく入れる。
• 電池を入れたまま長期間放置しない。
• 新しい電池と使用した電池は混ぜて使わない。
• 種類の違う電池を混ぜて使わない。
• 水や海水につけたりぬらしたりしない。

The model and serial numbers are located at the rear of the
unit.
Record those numbers in the space provided below.
Refer to them whenever you call upon your Sony dealer
regarding this product.
Model No. MSAC-VW1
Serial No. ___________________

プログラムの再生順序を変える

主な仕様
本体
電源
消費電力
動作温度
液晶画面
映像信号
映像フォーマット
音声フォーマット
映像音声出力端子
時計のバックアップ時間
最大外形寸法
質量
付属品

DC5V
7W
0 ℃ 〜 40 ℃
4型、TFTカラー液晶
NTSCカラー
MPEG4
MPEG4 ACC-LC
A/Vミニジャック
3日間（72時間）
140 × 90 × 28mm（幅／高さ／奥行き）
約 300 g
リモートコマンダー RMT-V302E
（1）
単3形乾電池
（2）
ACアダプター（1）
メモリースティックスロット用ふた
（1）
、ネジ
（2）
取扱説明書
（1）
ACアダプター MSAC-AC5V1
電源
AC100V 、50/60Hz
定格出力電圧
DC5V
定格出力電流
DC3A
動作温度
0 ℃ 〜 40 ℃
最大外形寸法
40 × 30.5 × 94 mm（幅／高さ／奥行き）
質量
約 145 g
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が、ご了承
ください。

接続して再生する

メモリースティック に入っているプログラムの再生順序を変えることが
できます。
メモリースティック にプログラムが1個しか入っていないときは、
「メニュー」
画面に「再生順序設定」は表示されません。

1 MENUボタンを押す。
「メニュー」
画面が表示されます。

2 vVボタンで「再生順序設定」を選び、ENTERボタンを押
す。
「再生順序設定」画面が表示されます。
再生順序設定
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安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品
は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがな
ど人身事故につながることがあり、危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

定期点検をする
5年に1度は、内部の点検を別紙のお問い合わせ先にご依頼ください（有料）。

故障したら使わない
すぐに別紙のお問い合わせ先にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

b

・煙が出たら
・異常な音、においがしたら
・内部に水、異物が入ったら
・製品を落としたりケースを
破損したときは

1 ACアダプターをコンセントから抜く。
2 別紙のお問い合わせ先に連絡する。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解し
てから本文をお読みください。
この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大け
がなど人身事故につながることがあります。
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがを
したり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

液晶画面について
• 液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。

テレビなどに接続するには

•
•

•

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。
• 設置時に、製品と壁やラック（棚）などの間に、はさみ込んだりしな
い。
• 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
• 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
• 電源コードを抜くときは、必ずACアダプターを持って抜く。
万一、電源コードが傷んだら、別紙のお問い合わせ先に交換をご依頼く
ださい。

指定されたACアダプターを使う
取扱説明書に記されているACアダプターを使わないと、感電や故障の
原因となることがあります。

指定された電源電圧で使う
取扱説明書に記されている電源電圧で使わないと、火災や感電およびけ
がの原因となることがあります。

窓際や室外に置くときなどはご注意ください。
液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上にものを置いたりしないで
ください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
寒い所や暑い所でご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、画面が
暗く見えたりすることがありますが、故障ではありません。温度が常温
に戻ると元に戻ります。
静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間
の経過とともに元に戻ります。
使用中に画面や本体があたたかくなることがありますが、故障ではあり
ません。

蛍光管について
本機は内部照明装置として専用蛍光管を使用しておりますが、この蛍光管
には寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないと
きは、新しい専用蛍光管に取り換えてください。蛍光管の交換について
は、別紙のお問い合わせ先にご確認ください。

輝点・滅点について
画面上に常時点灯している輝点（赤、青、緑など）
や滅点がある場合があり
ます。
液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素
がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。

い。
• 液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面に触れないよ
うにしてください。また画面の汚れを拭き取るときは、乾いた柔らかい
布で拭き取ってください。
• アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質した
り、塗装がはげたりすることがあります。
• 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
• 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間
接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、
火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修
理は別紙のお問い合わせ先にご依頼ください。

メモリースティック について

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。
万一、水や異物が入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜い
て、別紙のお問い合わせ先にご相談ください。

メモリースティック とは？
メモリースティック は、小さくて軽く、しかもフロッピーディスクより
容量が大きい新世代のIC記録メディアです。 メモリースティック 対応機
器間でデータをやりとりするのにお使いいただけるだけでなく、着脱可能
な外部記録メディアの1つとしてデータの保存にもお使いいただけます。

お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜く

Memory Stick（ メモリースティック ）、 Memory Stick PRO（ メモ
リースティック PRO ）
および
、
はソニー株式会社の商標です。

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがありま
す。

本機でご使用できる メモリースティック の種類

本機の上に水が入ったものを置かない
内部に水が入ると火災や感電の原因となります。

長時間使わないときは、ACアダプターを抜く
安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

下記の注意を守らないと、けがをしたり
周辺の物品に損害を与えることがあります。

メモリースティック には、用途に応じて以下の２種類があり、いずれも
ご使用できます。

メモリースティック PRO
メモリースティック PRO対応機器でのみお使いいただける著作権保護技

スロット用ふた（付属）
ネジ
（付属）

メモリースティック

メモリースティック

ぬれた手でACアダプターにさわらない

ご注意
• 本機をACアダプターと接続しているときは、 メモリースティック や メモリース
ティック PRO を取り出さないでください。
• 以下の場合、データが破壊されることがあります。
−読み込み中に メモリースティック や メモリースティック PRO を取り出した

ぬれた手でACアダプターの抜き差しをすると、感電の原因となること
があります。

水のある場所に置かない
水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使うと、火災や感電の原因と
なります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は
とくにご注意ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光が
当たる場所、熱器具の近くに置かない
火災や感電の原因となることがあります。

雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れない
感電の原因となります。

•
•
•
•
•
•
•
•

場合
−静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。
ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部に貼ってください。はみ出さないよ
うにご注意ください。
持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
端子部には手や金属で触れないでください。
強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
分解したり、改造したりしないでください。
水にぬらさないでください。
以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
−高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
−直射日光のあたる場所
−湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

プログラム再生順序
プログラム番号

押す。
メモリースティック に入っているプログラムの中から、再生したい
プログラム数を選びます。例えば、 メモリースティック に入ってい
る10個のプログラムのうち、3個のプログラムを再生したいときは、
「再生プログラム数」を
「3」に設定します。
プログラム数10

再生プログラム数
2

3

3

4 vVボタンで再生したい順序にプログラム番号を選び、
Bボタンを押す。
例えば、 メモリースティック に入っているプログラムの2番と5番、
7番を「7→5→2」の順序で再生したいときは、まずプログラム再生順
序の1番目に
「7」を vVボタンで設定し、Bボタンを押します。
再生順序設定

プログラム数10

再生プログラム数
7

2

3

3

再生順序設定

プログラム数10

7

5

3

3

矢印の向きに差し込む
リモコン受光部
スピーカー
本機底面

メモリースティック
スロット

DC IN A/V OUT

液晶画面

A/V OUTジャックへ

DC INジャックへ

再生順序設定

b

プログラム数10

再生プログラム数
7

5

3

2

5 ENTERボタンを押す。
再生画面に戻り、設定された順にプログラムが再生されます。

再生順序を元に戻すには
手順3の画面で「再生プログラム数」
を「0」に設定すると、再生順序は
メモリースティック に入っている順序に戻ります。

テレビなどの
音声／映像入力へ

A/Vケーブル（別売り）
コンセントへ

時計を設定する
本機に内蔵されている時計を設定することができます。工場出荷時は、
時計は設定されていません。

1 MENUボタンを押す。

電源コード

「メニュー」
画面が表示されます。

ACアダプター（付属）

2 vVボタンで「時計設定」を選び、ENTERボタンを押す。
「時計設定」
画面が表示されます。

A/Vケーブル（別売り）で本機のA/V OUTジャックとテレビなどの音声／映像
入力端子をつなぎます。接続するテレビなどがモノラルの場合は、音声左
（白）
端子のみをつないでください。

リモコンで操作する

時計設定
2000/ 1/ 1
午前 0 : 00
［ 土］

選択 ：［
］
設定 ：［
］
決定 ：［ 決定 ］

付属のリモコンを使って本機の設定を変えることができます。
液晶画面を見ながらリモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作を行っ
てください。

3 vVボタンで日時と時刻を設定する。
bBボタンを押すとカーソルが移動します。

4 ENTERボタンを押す。
電池の入れかた

時計が設定され、画面は再生画面に戻ります。

POWER

POWERボタン
MENUボタン

タイマー設定をする

MENU

vVbBボタン

本機の時計のタイマー機能を使って、設定した時間に自動的に再生を開始
したり、終了したりすることができます。
タイマー設定をする前に、あらかじめ時計を設定しておいてください。

CURSOR

1 MENUボタンを押す。

ENTER

VOLUME ＋/ーボタン

VOLUME

ENTERボタン

単3形電池
（2個）
を、必
ずイラストのように#
極側から入れてくださ

「メニュー」
画面が表示されます。

2 vVボタンで「タイマー設定」を選び、ENTERボタンを押
す。
「タイマー設定」画面が表示されます。

3 Bボタンで「タイマーON」を選び、Bボタンを押す。
設定項目が表示されます。
タイマー設定

音量を調整する
VOLUME ＋/ーボタンを押すと音量表示画面が表示されます。VOLUME
＋/ーボタンを押して調整してください。

途中で再生をとめる
POWERボタンを押します。
再びPOWERボタンを押すと、再生が始まります。

コントラスト、明るさ、カラー、色合いの設定を変えることができます。

1 MENUボタンを押す。
「メニュー」
画面が表示されます。
メニュー
LCD画質調整
LCD画質調整リセット
タイマー設定
時計設定
再生順序設定
選択 ：［
］
決定 ：［ 決定 ］

2 vVボタンで「LCD画質調整」を選び、ENTERボタンを押す。
設定項目が表示されます。

コントラスト
明るさ
カラー
色合い

不安定な場所に設置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりして
けがの原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を
充分にお確かめください。

9

3 vVボタンで再生したいプログラム数を選び、Bボタンを

再生プログラム数

術（ マジックゲート ）
を搭載した メモリースティック です。尚、本機で
は マジックゲート 機能はご使用になれません。

著作権保護技術（ マジックゲート ）
が必要なデータ以外の、あらゆるデー
タを記録できる メモリースティック です。

5
10

プログラム再生順序の2番目に
「5」を設定してBボタンを押し、プログ
「2」を設定します。
ラム再生順序の3番目に

画質を調整する

本機のメモリースティックスロットに異物を入れない
内部に水や異物を入れない

再生が始まります。
メモリースティック に入っているプログラムが繰り返し
再生されます。

お手入れのしかた
• お手入れをする前に、必ずACアダプターをコンセントから抜いてくださ

内部を開けない

発煙や火災の原因となります。

とめる。
ACアダプターを本機につなぐ。
ACアダプターをコンセントへつなぐ。

3
4

•

下記の注意を守らないと、火災や感
電により死亡や大けがに
つながることがあります。

1 メモリースティック を差し込む。
2 メモリースティックスロット用ふたをネジで

火災や感電を防ぐために必ずお守りください。
• 本機は精密機器です。落下などの強い衝撃を与えると故障の原因になり
ますので、ご注意ください。
• ACアダプターはお手近なコンセントを使用してください。本機を使用
中、不具合が生じたときは、すぐにコンセントからプラグを抜き電源を
遮断してください。
• 本機を通電中、本体が熱くなることがあります。本機をご使用中は、長
時間皮膚が触れないようご注意ください。
• 内部に水や異物を入れないようご注意ください。
• 以下の場所には置かないでください。
−風通しの悪い場所。
また、布などをかけると、火災や故障の原因となります。
−湿気やホコリの多い場所。
−異常に高温な場所。
炎天下や夏場の窓を閉めきった自動車内は特に高温になり、放置する
と変形したり、故障したりすることがあります。
−直射日光の当たる場所や、熱器具に近い場所。
−不安定な場所。
−湯煙や湯気の当たる場所。
上向きや逆さま、横倒しにしたり、重いものを載せたりしないでくだ
さい。
−激しい振動のある場所。
−強力な磁気のある場所。
−砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所。海辺や砂地、あるいは砂ぼこ
りが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障
の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。
• 磁石を近づけないでください。
色が乱れたり、画面が揺れたりする原因となります。

8

4

選択 ：［
］
設定 ：［
］
決定 ：［ 決定 ］

1

本商品と何らかの広告表示物とを組み合わせて店頭で使用すると、凸版
印刷（株）
の特許（第2921361号）に抵触する場合があります。

7

10

3

再生順序設定

再生するには、次の手順に従って接続してください。

使用上のご注意

2

メモリースティック に入っている
プログラム数

プログラム数10

再生プログラム数

3 vVボタンで設定したい項目を選ぶ。
4 bBボタンで調整し、ENTERボタンを押す。
再生画面に戻ります。

工場出荷時の設定に戻すには
手順1の画面で「LCD画質調整リセット」
を選び、ENTERボタンを押すと、
設定はすべて工場出荷時の設定に戻り、画面は再生画面に戻ります。
ご注意
本機のA/V OUTジャックとテレビなどを接続している場合は、本機で音量や画質の
調整はできません。接続したテレビなどで調整してください。

タイマーOFF
タイマーON
開始時間
終了時間
午前 9時30分 午後10時00分
定休日1：毎週月曜日
定休日2：なし
選択 ：［
］
設定 ：［
］
決定 ：［ 決定 ］

4 vVボタンで時間を設定し、Bボタンを押す。
Bボタンを押すと、開始時間の「 」時
「 」分、終了時間の
「 」時
「 」分の
順にカーソルが移動します。

5 vVボタンで定休日を設定し、Bボタンを押す。
Bボタンを押すと、定休日1 、2 の順にカーソルが移動します。

6 ENTERボタンを押す。
タイマーが設定され、画面は再生画面に戻ります。

タイマー設定を解除するには
手順3の画面で「タイマーOFF」を選んで、ENTERボタンを押してください。

故障かな？と思ったら
故障かな？と思ったら下記を確認してください。
• 映像が出ない。
→接続が正しくない。
接続が正しいか確認する。
•「このメモリースティックは再生できません」と表示される。
→ メモリースティック と本機のユーザーIDが合っていない。
本機にあらかじめ登録されているユーザーIDと合った メモリー
スティック を入れる。
•「メモリースティックを入れ直してください」と表示される。
→ メモリースティック が正しく差し込まれていない。
メモリースティック を入れ直す。

Warning
To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain
or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer
servicing to qualified personnel only.

This symbol is intended to alert the user to the
presence of uninsulated “dangerous voltage” within
the product’s enclosure that may be of sufficient
magnitude to constitute a risk of electric shock to
persons.
This symbol is intended to alert the user to the
presence of important operating and maintenance
(servicing) instructions in the literature
accompanying the appliance.

ATTENTION
• Pictures and/or Sound distortion may occur if this product is
positioned in close proximity to equipment emitting
electromagnetic radiation.
• Sony shall assume no responsibility for any accidental or
consequential damages or loss of the recording contents which
may be caused by use or malfunction of the “Memory Stick.”

CAUTION
You are cautioned that any changes or modifications not expressly
approved in this manual could void your authority to operate this
equipment.

WARNING
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.
If you have any questions about this product, please contact the call
center stated on the attached paper.

CAUTION
• For AC operation, use the AC power adaptor recommended for
this set. Do not use any other AC power adaptor.
• To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot,
fully insert.
• The nameplate and graphical symbol are located on the rear
enclosure.
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Notes on use

Specifications

To prevent fire or electrical shock, observe the following.
• This unit is a precision instrument. Do not exert pressure on it as
this may cause a malfunction.
• Connect the AC adaptor to a nearby wall socket. If any
malfunction occurs while using the unit, immediately
disconnect the AC adaptor from the wall socket to shut off the
power supply.
• The unit may become warm during operation. Be careful not to
touch it for an extended period of time.
• Be careful not to let water or objects enter the unit.
• Avoid placing the unit in a location subject to:
– poor ventilation
– high humidity or excessive dust
– extremely high temperatures
– under direct sunlight or near heat sources
– unstable locations
– smoky or steamy places
– places subject to excessive vibration
– near strong magnets
– near sandy soil or a sandy beach
• Do not wrap the unit with cloth as this may cause fire or
damage.
• Do not leave the unit under direct sunlight, in a car parked in
the sun or near heat sources as this may deform or damage it.
• Do not place the unit upside down or place a heavy object on
top of it.
• Keep the unit from getting sand on it. This may cause a
malfunction beyond repair.
• Do not place anything magnetic near the unit.
This may disturb the color or shake the picture.

MSAC-VW1
Power requirements
Power consumption
Operating temperature
LCD display
Video signal
Video format
Audio format
Audio/Video output
Backup period of the built-in clock
Dimensions (approx.) (w/h/d)

DC 5 V
7W
0° C to 40° C (32° F to 104° F)
4” TFT color LCD
NTSC color
MPEG4
MPEG4 ACC-LC
A/V mini jack
3 days (72 hours)
140 × 90 × 28 mm
(5 5/8 × 3 5/8 × 1 1/8 in.)
300 g (11 oz)
Remote commander RMT-V302E (1)
R6 (Size AA) batteries (2)
AC adaptor (1)
Memory Stick slot cover (1), screws (2)
Operating instructions (1)

Mass (approx.)
Supplied accessories

AC adaptor MSAC-AC5V1
Power requirements
Rated output voltage
Rated output current
Operating temperature
Dimensions (approx.)(w/h/d)

AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
DC 5 V
DC 3 A
0° C to 40° C (32° F to 104° F)
40 × 30.5 × 94 mm
(1 5/8 × 1 1/4 × 3 3/4 in.)
145 g (5.1 oz)

Mass (approx.)

Design and specifications are subject to change without notice.

Connecting and playing

Handling the LCD display
• Do not leave the LCD display facing the sun as this can cause
damage to the display. Take care when you place the unit
outside or near a window.
• Do not push or scratch the LCD display. Do not place a heavy
object on the LCD display. This may cause the display to warp
or bow.
• If the unit is used in a cold or hot place, a residual image may
appear on the display or the display may become dark. This is
not a malfunction. When the unit is brought to a place where
the temperature is normal, the picture returns to normal.
• If a still pictures is displayed for a long time, a residual image
may appear. This residual image will eventually disappear.
• The LCD display and the cabinet become warm during
operation. This is not a malfunction.

Select “LCD RESET” in step 1, then press ENTER. All the settings
are reset to the default settings and the playback picture appears.
Note
When connecting a TV to the A/V OUT jack of this unit, you cannot adjust
the volume or the playback picture of this unit. Adjust them by using the
adjusting functions on the TV.

Changing the program order
You can change the playback order of the programs pre-installed in
the “Memory Stick.”
If only one program is installed in the “Memory Stick,”
“PROGRAM PLAY” is not displayed in the “MENU” display.

1

Insert a “Memory Stick” and press MENU after the unit
starts to play.
The “MENU” display appears.

2

Select “PROGRAM PLAY” by using vV, then press ENTER.
The “PROGRAM PLAY” display appears.
Number of programs in
the “Memory Stick”
Program order
Program No.

3
Slot cover (supplied)
Screws
(supplied)

“Memory Stick”

Remote sensor
Speaker
Bottom
DC IN A/V OUT

Memory Stick slot

LCD display

4
to A/V OUT jack

to DC IN jack

to Audio/Video
output of TV etc.

Select the program No. , one after another, in your desired
order by using vV, then press B.
For example, if you want to playback programs No. 2, 5 and 7 in the
order of “ 7 t 5 t 2,” set “ 7 ” as the first playback program by
using vV, then press B.

A/V cable (optional)
to wall socket
Mains lead

AC adaptor (supplied)

Maintenance

Select the number of programs (NUM OF PB PRG) by using
vV, then press B.
You can select the desired number of the pre-installed programs to
be played back.
For example, if you want to playback 3 programs out of 10 in the
“Memory Stick,” set the “NUM OF PB PRG” to “3.”

Insert the “Memory Stick”
in the direction of the arrow

Black or bright points of light (red, blue, or green) may appear on
the LCD display.
The LCD display is made with high-precision technology and more
than 99.99% of the picture elements are intact. However, some of
the picture elements may not appear or some of the picture
elements may appear constantly.

On connecting a TV or monitor
Connect the A/V OUT jack of this unit to the audio/video output
of the TV or monitor by using the A/V cable (optional).
If the TV or monitor is monaural, connect only the audio left
(white) connector.

Before you use your remote
Check that you received two R6 (size AA) batteries with the
remote.

Inserting batteries into the remote

“Memory Stick” is a new compact, portable and versatile IC
recording medium which has a data capacity that exceeds that of a
floppy disk. You can use the “Memory Stick” as an external
recording media that can be attached or removed, as well as for
exchanging and sharing of digital data among “Memory Stick”
compatible products.

To reset to the default settings

The unit starts to play back the “Memory Stick” continuously.

Black or bright points on the LCD display

What is “Memory Stick”?

The playback picture appears.

1 Insert the “Memory Stick.”
2 Tighten the screws of the Memory Stick slot cover.
3 Connect the AC adaptor to the unit.
4 Connect the AC adaptor to a wall socket.

A specially designed fluorescent tube is installed as the lighting
apparatus for this unit. If the LCD display becomes dark, unstable,
or does not turn on, replace the fluorescent tube with a new one.
Contact the call center stated on the attached paper when replacing
the fluorescent tube.

About “Memory Stick”

3 Select the item you want to change by using vV.
4 Adjust the item by using bB, then press ENTER.

To playback the “Memory Stick,” connect the unit as explained
below.

Replacement of the fluorescent tube

• Before cleaning the cabinet, disconnect the AC adaptor from the
wall socket.
• Do not touch the LCD display as this may damage the special
coating. Clean the display with a soft dry cloth.
• Do not use any type of solvent, such as alcohol, thinner, or
benzine, which may damage the finish.
• When using a cloth made with chemical fibers, follow the
instructions for the use of the cloth.
• Do not use a volatile solvent or place something on the unit with
a gum or vinyl covering for a long time, as this may damage the
finish.

Select “LCD ADJUST” by using vV, then press ENTER.
The settings are displayed.

Insert two R6 (size AA) batteries with the + and – properly oriented
in the battery compartment. When using the remote, point it at the
remote sensor.

Set “ 5 ” as the second playback program, then press B. Finally, set
“ 2 ” as the third playback program.
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Press ENTER.
The playback picture appears and the programs are played back as
you set them.

To reset to the default setting
Set the “NUM OF PB PRG” to “ 0 ” in step 3. The playback order is
reset to the default setting.

Setting the clock
You can set the built-in clock. The clock is not set at the factory.

,

1

Press MENU.
The “MENU” display appears.

“Memory Stick,” “Memory Stick PRO” and
trademarks of Sony Corporation.

,

are

2
When to replace batteries

The “CLOCK SET” display appears.

There are two types of “Memory Stick,” each having a different
use. You can use either type with this product.

Under normal conditions, the batteries should last for about 6
months. When the remote no longer operates the receiver, replace
both batteries with new ones.

“Memory Stick PRO”

Notes

A “Memory Stick” equipped with MagicGate copyright protection
technology, and can be used with “Memory Stick PRO” compatible
equipment. Note that this unit does not support MagicGate
technology.

• Do not leave the remote in an extremely hot or humid place.
• Do not use a new battery with an old one.
• If you do not use the remote for an extended period of time, remove the
batteries to avoid possible damage from battery leakage and corrosion.

Types of “Memory Stick” usable with this product

3

“Memory Stick”

Set the date and time by using vV.
Press bB to move the cursor.

A “Memory Stick” that can record any data that does not require
MagicGate copyright protection technology.

Using the remote commander

Notes

You can change the settings of the unit by using the supplied
remote commander.
Point the remote commander towards the remote sensor of the unit.
You can confirm the settings by viewing the LCD display.

• Do not remove the “Memory Stick” or “Memory Stick PRO”
from the slot while the AC adaptor is connected to the unit.
• Data may be damaged when
– removing the “Memory Stick”or “Memory Stick PRO” while
reading data
– using the “Memory Stick” or “Memory Stick PRO” in a place
where static or electrical noise occurs.
• Use only the label supplied for the “Memory Stick”or “Memory
Stick PRO.” Do not use any other labels.
• When attaching a label to the “Memory Stick” or “Memory Stick
PRO,” attach the label on the labeling position exactly.
• When storing and carrying the “Memory Stick” or “Memory
Stick PRO,” keep it in its original case to ensure protection of
important data.
• Do not touch the connector of the “Memory Stick” or “Memory
Stick PRO,” or contact it with a metal object.
• Do not drop, bend, or submit the “Memory Stick” or “Memory
Stick PRO” to external shock.
• Do not disassemble or modify the “Memory Stick” or “Memory
Stick PRO.”
• Do not get liquids on the “Memory Stick” or “Memory Stick
PRO.”
• Do not use or store the “Memory Stick” or “Memory Stick PRO”
in a location subject to:
– extremely high temperature such as the hot inside of a car or
the outdoors exposed to the burning sun
– direct sunlight
– high humidity or subject to corrosive substances

Select “CLOCK SET” by using vV, then press ENTER.

POWER

POWER
MENU

MENU
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Press ENTER.
The clock is set and the playback picture appears.

Setting the timer
You can use the internal timer to start or stop playing at a specific
time automatically.
Before setting the timer, make sure that the built-in clock is set.

1

Press MENU.
The “MENU” display appears.

vVbB

2 Select “TIMER SET” by using vV, then press ENTER.

CURSOR

The “TIMER SET” display appears.
ENTER

VOLUME +/–

VOLUME

ENTER

To adjust the volume

3 Select “TIMER ON” by using B, then press B.
The settings are displayed.

Press VOLUME +/– . The volume display appears. Adjust the
volume by pressing VOLUME +/– .

4 Set the time by using vV, then press B.

To stop playing

5 Set holidays by using

Press POWER.
To playback the program, press POWER again.

To adjust the playback picture

Press B to move the cursor between START and STOP.

vV, then press B.

Press B to move the cursor between HOLIDAY1 and HOLIDAY2.

6 Press ENTER.
The timer is set and the playback picture appears.

You can change the settings for contrast (PIC), brightness
(BRIGHT), colors (COLOR) and color balance (HUE).

To turn off the timer

1

Select “TIMER OFF” in step 3, then press ENTER.

Press MENU.
The “MENU” display appears.

Troubleshooting
If you experience any of the following difficulties while using the
unit, use this troubleshooting guide to help remedy the problem.
• There is no picture.
t The unit is not connected properly.
Check that the unit is connected properly.
• The message “CANNOT PLAY BACK THIS MEMORY STICK” appears.
t The user ID of the “Memory Stick” and this unit do not match.
Insert the “Memory Stick” which matches the user ID set for this unit.
• The message “PLEASE REINSERT A MEMORY STICK” appears.
t The “Memory Stick” is not inserted properly.
Insert the “Memory Stick” properly.

