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お買い上げいただきありがとうございます。

警告

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。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」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。
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この取扱説明書に
ついて

主な特長

この取扱説明書ではD-T405の日本
国内モデルとワールドモデルについ
て説明しています。
国内モデルとワールドモデルは付属
品に違いがあります。

FM1 〜5バンドで各5局、AM5局、
合計30局の放送局を記憶（プリセッ

ワールドモデルとは

10秒音飛びガードESP*

日本でも海外でも使用できるように
海外、国内の電気事情（電源電圧
AC100〜240V)に合わせたAC
パワーアダプターが付属されている
モデルです。

かなり激しい振動にも音飛びしにく
い設計です。
*Electronic Shock Protection

FM/AMラジオ付き
ト）できます。いったんプリセット
しておけば、あとはボタンひとつで
選局できます。

光デジタル出力端子付き
CDの音をミニディスクレコーダー

ワールドモデルには、ACプラグア
ダプターが付属されています。
ACプラグアダプターはACパワーア
ダプターがコンセントと合わない場
合にお使いください。

などにデジタル録音することができ
ます。

あなたが録音したものは、個人
として楽しむなどのほかは、著
作権上、権利者に無断で使用で
きません。
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CDを聞く A
付属のＡＣパワーアダプターを使ってＣＤを聞いてみましょう。
充電式電池、乾電池（
「電源」19〜21ページ）や車のバッテリーで聞く
こともできます。

1

つなぐ
コンセントへ
ヘッドホン

ACパワーアダプター
（付属）

PHONES/
REMOTEへ

DC IN 4.5 Vへ

次のページに続くm
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2

CDを入れる

ラベル面を
上に

1 OPENつまみをスライド

2 CDをはめこむ。

させて、ふたを開ける。

3

聞く

1 CD/RADIOスイッチ

CD/RADIOスイッチの

2 ^ボタンを押す。

を「CD (RADIO
OFF)」に合わせる。

合わせかた

CDを聞くとき

ラジオを聞くとき

3 音量を調節する。

止めるにはpボタンを押す。
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操作

押すボタン

一時停止する
（本体のみ）
一時停止を解除す
る（本体のみ）

^
^

今聞いている曲を
頭出しする
（AMS*機能）

=（リモコンの
(ボタンの=
側）を1度押す。**

前の曲、さらに前の
曲を頭出しする
（AMS機能）

=（(の=側）
を繰り返し押す。**

次の曲を頭出しする +（(の+側）
を1度押す。**
（AMS機能）
さらに先の曲を頭出
しする（AMS機能）

+（(の+側）
を繰り返し押す。**

早戻しする
（サーチ機能）

=（(の=側）を
押したままにする。**

早送りする
（サーチ機能）

+（(の+側）を
押したままにする。**

オートマチックミュージックセンサー

リモコン操作で音量を調節
するには
ボリューム

まずリモコン側のVOL(volume)つ
まみをMAXに合わせ、本体の
VOLUMEつまみでリモコンが
MAXのときの音量を決めます。

表示窓について
• ^または(ボタンを押すと
（RESUMEスイッチがOFFのと
き）、総曲数と総演奏時間が約2秒
間出ます。
• 演奏中は、演奏中の曲番号とその
経過時間が出ます。
• 曲間には、次の曲が始まるまでの
時間が出ます。

• 一時停止中は、止まった時点の表
示が点滅します。

CDの取り扱いについて

＊AMSはAutomatic Music Sensorの
略です。曲の頭を探す機能です。
＊＊これらの操作は、演奏中にも一時停
止中にもできます。

• 演奏面に手を触れないように持っ

CDを取り出すには

• 直射日光があたるところなど高温

てください。

• 紙やテープを表面に貼らないでくだ
さい。

中心の黒い部分を押さえながら、端
のほうからつまみあげます。

の場所や、直射日光下で窓を閉め
切った車の中に放置しないでくだ
さい。
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zCDのいろいろな聞きかた

プレイ

モード

2 「1」が出るまでPLAY MODEボ
タンを繰り返し押す。

繰り返し聞く
（リピート演奏）B
通常の演奏や、イントロプログラム
演奏、シャッフル演奏、プログラム
演奏を繰り返し聞けます。1曲だけ
でも繰り返し演奏できます。

他の曲を繰り返すには=または
+を押します。
リピート演奏をやめるには、もう1度
REPEAT/ENTERボタンを押します。

PLAY
MODE

REPEAT/
ENTER

全曲を繰り返すには
リピート

エンター

演奏中にREPEAT/ENTERボタンを
押します。
が出ます。

聞きたい曲だけを
聞く
（イントロプログラム演奏）
C
曲の最初の約15秒をひと通り聞きなが
ら曲を選び、選んだ曲だけを聞けます。
+

リピート演奏をやめるには、もう1度
REPEAT/ENTERボタンを押します。

1曲だけを繰り返すには
1 繰り返したい曲の演奏中に
REPEAT/ENTERボタンを押
す。
が出ます。
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PLAY
MODE
^

REPEAT/
ENTER

1

イントロプログラム

演奏中に「INTRO PGM」が
出るまでPLAY MODE
ボタンを繰り返し押す。

順不同に聞く
（シャッフル演奏）D

ゆっくり点滅

全曲を順不同に聞けます。

2

^ボタンを押す。
各曲の最初の約15秒を次々に演奏
します。
「INTRO PGM」は速く点
滅します。

PLAY
MODE
シャッフル

3

聞きたい曲になったら
REPEAT/ENTERボタンを
押す。
曲が登録されます。聞きたくな
いときは次の曲に移るまで待つ
か、+を押します。

最後の曲の演奏が終わると、
「INTRO PGM」の点滅が止まり、
登録した曲だけが自動的に演奏され
ます。
最後の曲までいかずに登録を終了す
るには、^ボタンを押します。登
録した曲が演奏されます。

演奏中に「SHUF 」が出るまで、
PLAY MODE ボタンを繰り返し
押す。
次の曲から順不同で全曲を1回演奏し
ます。

シャッフル演奏をやめるには、演奏
モードの表示が消えるまで、PLAY
MODEボタンを繰り返し押します。
ご注意
• シャッフル演奏中は、=を押しても
前の曲には戻りません。

イントロプログラム演奏をやめるに
は、演奏モードの表示が消えるまで
PLAY MODEボタンを繰り返し押
します。
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4

好きな順に聞く

選ぶ。

（プログラム演奏）E

5

最大22曲まで好きな順に聞けます。
=/+

PLAY
MODE
^

^ボタンを押す。
「RMS」の点滅が止まり、選ん
だ順に演奏が始まります。

プログラム演奏をやめるには、演奏
モードの表示が消えるまで、PLAY
MODEボタンを押します。

プログラムした曲順を確認
するには

REPEAT/
ENTER

1

2、3を繰り返して好きな曲順を

プログラム中

アールエムエス

演奏中に「RMS」が点滅する
まで、PLAY MODEボタン
を繰り返し押す。

プログラム
演奏中

5の操作の前に
REPEAT/ENTERボ
タンを押します。
「RMS」
が点滅する
までPLAY MODE
ボタンを繰り返し
押し、点滅したら

REPEAT/ENTER
点滅

2

ボタンを押します。

REPEAT/ENTERボタンを押すたび
=または+ボタンを押し
て曲番を選ぶ。

に曲番と演奏順が表示されます。

曲番と演奏順が出ます。

ご注意
•22曲をプログラムした後さらに曲を選
ぶと、最初にプログラムした内容が消え

曲番

点滅

て、新しい曲がプログラムされます。

演奏順

3

REPEAT/ENTERボタンを
押す。
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いろいろな機能を
使う

ESP

低音を強調するには F
音楽に合わせて、重厚で迫力のある
音で演奏を楽しめます。

˝

NORM MID MAX

ESP切換ボタンを押します。
「ESP」が出ます。

ESP機能を解除するには、もう一度
ESP切換ボタンを押します。
メガ

ベース

MEGA BASSスイッチを好きな位
置に合わせます。
ご注意
• 音がひずむときは、音量を下げてくださ
い。
イーエスピー

音飛びを防ぐには (ESP)

G
エレクトロニック

ショック

ESP（Electronic Shock
プロテクション

Protection) 機能はCDのデータを
約10秒分ずつ電子回路に貯えておく

ご注意
• 強い衝撃が加わると演奏が停止すること
があります。
• 次のような場合、ノイズが出たり、音が飛
んだりすることがあります。
— 汚れや傷のあるディスクを聞いてい
るとき
— 特殊な信号が入ったテストディスク
などを聞いているとき
— 本機に連続的に衝撃が加わっている
とき
• 演奏中にESP機能を切り換えると、少
しの間、音がとぎれます。
• 光デジタルケーブルをお使いの場合は、
ESP機能は働きません。

ことにより、音飛びを防ぎます。移
動中、歩行中や車の中など振動の多
いところで聞くときは、この機能を
使ってください。
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誤動作を防ぐには
（ホールド機能）H

NORM

LIMIT

AVLS
(AUTO VOLUME LIMITER SYSTEM)

ディスクマンをカバンに入れていると
きなど、誤ってボタンが押されるのを
防げます。
（リモコンで操作すること
はできます。）

（裏面）

AVLSスイッチを「LIMIT」に合わせ
ます。
「AVLS」が出ます。

HOLD

ホールド

HOLDスイッチを矢印の方向へ動か
します。
操作ボタンを押しても、「Hold」が
出て動作しません。

ご注意

•MEGA BASS機能とAVLSを同時に使
うと、音がひずむことがあります。その
場合は音量を下げてください。

ホールド機能を解除するには、
HOLDスイッチを矢印と反対の方向
へ動かします。

音もれを抑え耳にやさしい
エーブイエルエス

音で聞くには (AVLS) I
オートマチック

ボリューム

AVLS（Automatic Volume
リミッター

止めたところからCDを聞
くには（リジューム機能）
J
通常は演奏を止めると、次は1曲目
から演奏されますが、リジューム機
能を使うと、最後に止めたところか
ら演奏されます。

システム

Limiter System）は耳にやさしい
音にするために、音量がある一定以
上に上がらないようにします。

RESUME
ON
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OFF

リジューム

RESUMEスイッチを「ON」に合わ
せます。
リジューム機能を解除するには、

RESUMEスイッチを「OFF」に合
わせます。
ご注意
• リジューム機能をONにしていても、ふ
たを開けると最後に止めたところの記憶
が消え、CDの1曲目から演奏が始まり
ます。
•リジューム演奏は、–約30秒の誤差が
出ることがあります。

動作の確認音を止めるには
動作確認のためのピッという音を鳴
らないようにできます。（ラジオを
操作しているときの確認音を止める
ことはできません。）
本体電源（ACパワーアダプター、充
電式電池、乾電池）をはずします。本
体のpボタンを押しながら、再び電
源を接続します。
再び確認音が鳴るようにするには、
本体電源をはずし、pボタンを押さ
ずに本体電源を接続します。

ステレオ機器につ
なぐ K
他のステレオ機器でCDを聞いた
り、テープやミニディスクに録音で
きます。詳しくは、接続する機器の
取扱説明書をご覧ください。接続す
る機器の電源を必ず切ってから接続
してください。

OPTICAL
(DIGITAL) /
LINE OUT

接続コード

RK-G129
光デジタル
ケーブル

POC-5B
(別売り）**

（別売り）*

L（白）
R（赤）

ポータブルミニ
ディスクレコー
ダーやDATデッ
キなど

ステレオシステム、
カセットデッキ、
ラジオカセット
レコーダーなど

*LINE INやREC INジャックのない機器
をつなぐときは、別売りの接続コード
RK-G134を使ってMICジャックに接続
します。
**角型ジャック付き機器の場合はPOC-

5AB（別売り）をお使いください。
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ご注意
•CDを聞く前に、つないだ機器の音量を
下げてください。思わぬ大音量が出て、
スピーカーを破損するおそれがありま
す。
•「ピッ」という操作音はOPTICAL
(DIGITAL) /LINE OUTジャックから
は出力されません。
•OPTICAL (DIGITAL) /LINE OUTジ
ャックにケーブルを接続しているときに
は、本体のVOLUME つまみでの音量
調節はできません。
•ブランクサーチ（無音部検出）機能のあ
るカセットデッキなどで録音するとき
は、ESP機能を切ってください。ブラ
ンクサーチ機能が働かなくなります。

光デジタルアウトによる録音について

MD、DAT等への録音は、下記のよう
に行ってください。
（PLAY
1 CD側の^ボタンを押す。
する）
（一時停
2 もう一度^ボタンを押す。
止する）
3 =/+ボタンを押して、録音し
たい曲にする。
4 MD 、DAT等の録音ボタンを押す。
5 CD側の^ボタンを押して一時停止
を解除する。
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ご注意
• 光ケーブルの接続はCDプレーヤーが停
止している状態で行ってください。
STOP操作直後に接続を行うと光出力が
正しくでない場合があります。
•CD側を一時停止せずに録音を行うと、
ディスクによっては1曲目の曲番が、正
しく録音されないことがあります。
• 本機を充電式電池または乾電池でお使い
になると光デジタル信号は出力されませ
ん。
（録音ができないなどの症状がでま
す。）ACパワーアダプターでお使いく
ださい。
•MEGA BASSシステムはPHONES/
REMOTEジャックからの出力には働き
ますが、OPTICAL (DIGITAL) /LINE
OUTからの出力には働きません。
•ESP機能は働きません。

車の中で聞くには
L
下の絵のように、車の中でCDを聞
くことができます。

マウントキット（CPM450PCなど）を使うときは
カーマウントアダプター（マウント
プレートに付属）をマウントプレー
トに取り付けてから、ディスクマン
を取り付けてください。
ご注意

• ディスクマンをダッシュボードの上に置
かないでください。

•ディスクマンを直射日光の当たる車の中
に置かないでください。

• 雑音を減らすためソニーのカーコネクテ
ィングパックを使うことをおすすめしま
す。

イグニッション連動オフ機構

ディスクマンをカーカセットデッキ
につなぐには、次のカーアクセサリ
ーが必要です。
• マウントキット CPM-450PC/
CPM-300PC（マウントプレート
＋カーバッテリーコード＋カーコネ
クティングパック）
または
• カーバッテリーコード DCCE245とカーコネクティングパッ
ク CPA-8/CPA-9
詳しくは各製品の取扱説明書をご覧
ください。

充電式電池や乾電池が入っていて
も、車のエンジンを切る（イグニッ
ションキーをOFFにする）と、ディ
スクマンは自動的に停止状態になり
ます。（車種によってはこの機能が
働かないことがあります。）
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付属のリモコンを
使うM
ヘッドホン部を取りはずして、リモ
コン部をワイヤード（コード付き
の）リモコンとして使うこともでき
ます。
ヘッドホン部

zラジオの聞きかた

ラジオを聞く N
「CDを聞く」
（5ページ）の手順1に
従ってアラカルトヘッドホンとAC
パワーアダプターを取り付けてくだ
さい。本体とリモコンのHOLDスイ
ッチが解除されていることもご確認
ください。

HOLD**
CD/RADIO

TUNING+/–

リモコン部

BAND
(（演奏）•=/
+ (AMS/
サーチ) */

PRESET+/–

VOLUME

p（停止）/

BAND

VOL
(音量調節）

*Automatic Music Sensor
**リモコンを使っていないときは、
HOLDスイッチを矢印の方向へ動かしま

1
2

HOLD機能を解除するには、HOLDスイ
ッチを矢印と反対の方向へ戻します。

ご注意
を操作できないことがあります。
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BAND切換ボタンを押して
バンドを選ぶ。
BAND切換ボタンを押すたび
に、バンド表示が
「FM1」
n
「FM2」
n「FM3」
n「FM4」n
「FM5」
と変わります。
n「AM」

す。

•付属のリモコンでは、他のディスクマン

CD/RADIOスイッチを
「RADIO」に合わせる。

3

TUNING+または−ボタンを押
して聞きたい放送局に合わせ、
音量を調節する。

ラジオを止めるには
CD/RADIOスイッチを「CD
(RADIO OFF)」に合わせます。
ご注意
• ラジオを聞かないときは電池の消耗を防
ぐため、CD/RADIOスイッチを「CD
(RADIO OFF)」に合わせることをおす
すめします。
• リモコンではラジオの入/切や聞きたい
局に合わせることはできません。記憶さ
せた放送局を聞くときにリモコンをお使
いください。

聞きたい局をすばやく受信
するには

ご注意

•FM放送を聞くときには、ヘッドホンの
コードがアンテナとして働くので、

LINE OUTジャックにつないだ機器で
FM放送を聞く場合も、ヘッドホンはつ
ないだままにしておいてください。

乾電池または充電式電池で
ラジオをお聞きの場合は
DC IN 4.5Vジャックに外部電源の
プラグを差し込むとラジオの選局は
初期状態に換わります。続けてラジ
オを聞くには、もう一度聞きたい放
送局に合わせなおしてください。

「ラジオを聞く」の手順3で
TUNING+または−ボタンを押し続
けます。「ピピピ」という音ととも
に受信周波数が自動的に変わり始め
ます。放送局を受信すると自動的に
止まり、放送が聞こえます。

よい受信状態で聞くには
FMの場合：ヘッドホンのコードが
アンテナとして働きます。
コードをできるだけのばしてお使い
ください。

AMの場合：本体の向きを変えて最
もよく受信できる状態を選んでくだ
さい。
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放送局を記憶させる
O
放送局を記憶させ、次からは記憶さ
せた番号（1〜5）でその局を選ぶこ
とができます。FM1〜5バンドで各
5局、AM5局、合計30局まで記憶で
きます。

記憶させた放送局を聞くP

BAND
1〜5

1 BAND切換ボタン（リモコン
でもBAND切換ボタン）を押
してバンドを選ぶ。

TUNING+/–

2
BAND
1〜5

1

記憶させたい放送局を受信す
る。

2

記憶させたい番号の数字ボタン
（1〜5）を2秒以上押す。
記憶されると「ピピッ」と音が
して表示窓に「PRESET」と
Mマークが出ます。
新しい放送局を記憶すると、同
じ番号に記憶されていた前の局
は消えます。

聞きたい局の数字ボタン（1〜
（リモコンではPRESET
5）
+/–ボタン）を押す。

海外でお使いになるときは
Q
AMの周波数間隔を変えることがで
きます。お聞きになる地域によっ
て、ふたの裏側のSTEPスイッチを
ボールペンなど先のとがったもので
「9kHz」または「10kHz」に合わせ
てください。

FMの場合

AMの場合
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ご注意
• 周波数間隔は、いったんラジオの電源を
切って再び入れるまで変わりません。
• 周波数間隔を変えたときは、記憶されて
いた放送局の情報は失われます。再び入
れ直してください。

4

z電源

充電式電池で使う
R

充電中は「CHG」と
す。

初めてお使いになるときは、充電式
電池を充電してください。
充電式電池はBP-DM10（付属）ま
たはBP-DM20（別売り）をお使い
ください。使いかたは同じですが、
充電時間、持続時間が違いますの
で、お持ちの充電式電池を確かめて
お使いください。

1

CD/RADIOスイッチを「CD
(RADIO OFF)」に合わせる。

2

電池入れのふたを開ける。

下の絵のように付属のACアダ
プターをつなぎ、約2時間
(BP-DM10の場合）または約3
時間 (BP-DM20の場合）充電
する。
が出ま

DC IN
4.5 Vへ

ACパワー
アダプター
（付属）

電源コンセントへ

（裏面）

3 「SONY」の文字の向きがふた
の裏側の絵と同じになるよう
に充電式電池を入れ、ふたを
閉める。

5

充電し終わって「CHG」と
が消えたら、ACパワーア
ダプターをはずす。

充電の目安
電池が消耗すると
が表示され、
その後「Lo batt」が表示されま
す。電池を充電してください。
充電式電池を長持ちさせるために、
電池は消耗してから充電してくださ
い。
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ご注意
•充電時間は充電式電池の使用状態により
異なります。
•初めて充電するときや長時間使用しなか
った後では、充電しても通常の持続時間
より短いことがあります。何回か充放電
をすると通常の状態に戻ります。
•充電後、常温で使える時間の半分くらい
で電池がなくなってしまうときは、新し
い充電式電池BP-DM10またはBPDM20と交換してください。これ以外
の充電式電池（単3形充電式電池など）
は使えません。

乾電池で使う S
1

電池入れのふたを開ける。

電池交換の目安
乾電池が消耗すると
が表示さ
れ、その後「Lo batt」が表示され
ます。2本とも新しい乾電池と交換
してください。
乾電池の取り扱いについて
液漏れや破裂を防ぐため次のことをお守りく
ださい。
• 新しいものと古いもの、または違う種類
のものを混用しないでください。
• 充電しないでください。
• 長い間使わないときは、出しておいてく
ださい。
• 万一、液漏れしたときは、よく拭き取っ
てから、新しい電地に入れ換えてくださ
い。

ご注意

• 本機には、マンガン電池はお使いになれ
ません。

（裏面）

2
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単3形アルカリ乾電池2本（別
売り）を電池入れの‘’の表
示に合わせて入れ、ふたを閉
める。

乾電池ケースを
使う T

3

単3形アルカリ乾電池2本（別
売り）を電池入れの‘’の表
示に合わせて入れ、ふたを閉
める。

本体内の充電式電池または乾電池と
ともに付属の乾電池ケースを使う
と、より長時間、演奏を楽しむこと
ができます。本体内の充電式電池ま
たは乾電池と、乾電池ケース内の乾
電池は同時に消耗していきます。

1

乾電池ケースのツメを本体に
ひっかけ、ネジをしめる。

電池の持続時間（水平に置き、
振動のない状態で演奏した場合）

乾電池ケース
ツメ

ESPが
OFFの

ESPが
ONの

とき

とき

約8時間

約7時間

アルカリ
乾電池2本

約15時間

約9.5時間 約25時間

BP-DM10

約3.5時間 約3時間

ネジ
BP-DM20

ラジオ

約13時間

（約3時間
充電*）

約6.5時間

（約2時間
充電*）

BP-DM20＋ 約24時間

2

乾電池ケースのふたを開け
る。

約20時間

約38時間

アルカリ乾 約33時間
電池2本＋
乾電池ケース
（アルカリ
乾電池2本）

約22時間

約60時間

BP-DM10＋ 約20時間

約15時間

約32時間

乾電池ケース
（アルカリ
乾電池2本）

乾電池ケース
（アルカリ
乾電池2本）

*充電時間は充電式電池の使用状態により異
なります。
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zその他

使用上のご注意
安全のために

• 電源コンセントから抜くときは、
必ずプラグを持って抜いてくださ
い。

充電式電池と乾電池について

• 本機に使われているレーザー光が
目にあたると危険です。絶対にプ
レーヤーを分解したりしないでく
ださい。
• 万一、異物が中に入ったときは、
電源を切り、お買い上げ店または
ソニーサービス窓口にご相談くだ
さい。
• DC IN 4.5 V (外部電源）ジャッ
クには異物を入れないでくださ
い。

電源について

このマークはニカド
電池のリサイクル
マークです。

この製品には、ニカド電池が使用でき
ます。ニカド電池はリサイクルできる
貴重な資源です。ニカド電池の交換お
よび、ご使用済みの製品の廃棄に際し
ては、ニカド電池を取り出し、金属部
にセロハンテープなどの絶縁テープ
を貼ってニカド電池リサイクル協力
店へご持参ください。

• 本機を使用しないときは、すべて
の電源をはずしておいてくださ
い。

• 電池を火の中に入れないでくださ
い。

• 発熱、発火などのおそれがありま

ACパワーアダプターにつ
いて
• 付属のACパワーアダプターまた
はAC-E45L/AC-E45MA（別売
り、国内用）/AC-E45HG（別売
り、海外用）をご使用ください。
これ以外のACパワーアダプター
を使用すると、故障の原因となる
ことがあります。

極性統一形
プラグ
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すので、充電式電池の‘端子と’
端子を金属で接続しないでくださ
い。（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、保管はしないでくだ
さい。）

本機の取り扱いについて
• ディスクテーブルのレンズには指

•

•

•

•

を触れないでください。また、ホ
コリがつかないように、ディスク
の出し入れ以外はふたを必ず閉じ
ておいてください。
落としたり重いものを乗せたりし
ないでください。本機に強いショ
ックを与えたり、圧力をかけたり
しないでください。
ディスクに傷がついたり、本機の
故障の原因となることがあります。
次のような場所に置かないでくだ
さい。
— 直射日光があたる場所や暖房器
具の近 くなど温度が非常に高
いところ。
— ダッシュボードや直射日光下で
窓を閉め切った自動車内（特に
夏季）。
— 磁石やスピーカー、
テレビのすぐ
そばなど磁気を帯びたところ。
— ホコリの多いところ。
— ぐらついた台の上や傾いたところ。
— 振動の多いところ。
— 風呂場など、湿気の多いところ。
ラジオやテレビの音に雑音が入ると
きは、本機の電源を切って、ラジオ
やテレビから離してください。
ACパワーアダプターでご使用中
は、本機を絶対に布などでくるま
ないでください。本機の内部およ
び外部の温度が上がり、思わぬ結
果が発生することがあります。

ヘッドホンで聞くときのご
注意
• 交通安全のために
自転車やバイク、自動車などの運
転中は、ヘッドホンは絶対に使わ
ないでください。歩行中でも音量
を上げすぎるとまわりの音が聞こ
えなくなり危険です。とくに、踏
切や横断歩道では充分にご注意く
ださい。

• 耳を守るために
耳を刺激するような大きな音量で
長時間続けて聞くと、聴力に悪い
影響を与えることがあります。耳
を守るため、音量を上げすぎない
ように注意しましょう。

• まわりの人のことを考えて
ヘッドホンは、音量を上げすぎる
と音が外にもれます。音量を上げ
すぎて、まわりの人の迷惑になら
ないように気をつけましょう。
雑音の多い所では、音量を上げてし
まいがちですが、ヘッドホンで聞く
ときはいつも呼びかけられて返事が
できるくらいの音量を目安にしてく
ださい。
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お手入れ

故障かな？と思っ
たら

レンズの汚れは
レンズクリーニングキットKKDM1 (別売り）を使ってクリーニン
グしてください。

サービス窓口にご相談になる前にも
う１度チェックしてみてください。
それでも具合が悪いときはお買い上
げ店またはソニーサービス窓口にご
相談ください。

レンズ

演奏が始まらない。または、
ディスクを入れても「no
dlSC」が出る。
b ディスクが汚れている、または大
きな傷がある。大きな傷がある場
合は、ディスクを取り換える。
b ディスクのラベル面を上にして入

キャビネットの汚れは
柔らかい布で空ぶきします。汚れが
ひどいときは、うすい中性洗剤溶液
でしめらせた布でふいてください。
シンナー、ベンジン、アルコールな
どは表面の仕上げをいためますので
使わないでください。

れる。
b 結露している。ディスクを取り出
して、そのまま数時間置く。
b レンズが汚れている。
b 本体、電池入れのふたをしっかり
閉める。
b 充電式電池と乾電池を正しく入れる。
b ACパワーアダプターをコンセント
にしっかり差し込む。

「00」
^ボタンを押すと、
が一瞬表示されて消える。
演奏が始まらない。
b 電池の残量がない。充電式電池は充
電する。乾電池はすべて新しいもの
に取り換える。

音が出ない、または雑音が聞こ
える。
b プラグをしっかり差し込む。
b プラグの先が汚れている。乾いた
柔らかい布でクリーニングする。
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「Hl dc ln」表示が出て
いる。
b 付属のACパワーアダプターか別売
りのACパワーアダプターACE45L/AC-E45MA/AC-E45HGを
使う。

ボタンを押すと「Hold」が
出る。
b HOLD状態になっている。HOLD
スイッチを矢印と逆の方向にずら
し、HOLD機能を解除する。

主な仕様
型式
コンパクトディスクデジタルオー
ディオシステム

取り込み方式
非接触光学式読み取り
（半導体レーザー使用）

レーザー

GaAIAs ダブルヘテロダイオード
l＝780 nm
回転数

ボタンを押すと「Lo
batt」が出る。
b 充電式電池が消耗している。ACパ
ワーアダプターを接続し、電池を
充電する。
b 新しい乾電池と取り換える。

乾電池使用時の演奏時間が短
い。
b マンガン乾電池を使用している。
アルカリ乾電池を使う。
b 新しい乾電池と取り換える。

デジタル録音時に曲番が正
しく録音されない。
b MD (DAT) などの機器側で正しく
入れなおす。

約500 rpm〜200 rpm（ESP
OFF時）
約1000 rpm〜400 rpm（ESP
ON時）

エラー訂正方式
ソニースーパーストラテジー
（クロスインターリーブリードソロ
モンコード）

復号化（D/A）

1 bitクォーツ時間軸制御
周波数特性

20 Hz〜20,000 Hz +1
dB*
–2
ワウ•フラッター
測定限界以下*

次のページに続くm

b ステレオ機器につなぐKの項の録
音手順で録音する。

ラジオを聞いているとき、
音が小さかったり、雑音が
出る。
b 新しい乾電池と取り換える。
b 本機をテレビから遠ざける。
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出力端子（電源電圧4.5 V時）
ライン出力（ステレオミニジャック）

1個
最大出力レベル 0.7 V

• 外部電源ジャック 定格DC 4.5 V
ACパワーアダプター（付属）を接
続してAC 100V電源から使用可能
ワールドモデルはAC 100〜240V

（47 kW ）
推奨負荷インピーダンス

電源から使用可能
カーバッテリーコード（別売り）を

10 kW 以上
ヘッドホン出力（ステレオミニジャ
ック）1個
最大出力レベル

15 mW+15 mW
（EIAJ/16 W ）
推奨負荷インピーダンス 16 W
光デジタル出力（光ミニジャック）

1個
最大出力レベル

–21〜 –15 dBm
発光波長 630 〜 690 nm
＊日本電子機械工業会（EIAJ）規格によ
る測定値です。

ラジオ
周波数範囲（STEPスイッチ）

9 kHz: FM 76.0 – 108.0 MHz
AM 531 – 1,710 kHz
10 kHz: FM 87.5 – 108.0 MHz
AM 530 – 1,710 kHz
アンテナ

FM: ヘッドホンコードアンテナ
AM: 内蔵フェライトバーアンテナ

電源•その他
電源

• 充電式ニッケル水素電池
BP-DM20 、
DC 2.4 V、1200 mAh（別売り）
充電式ニカド電池BP-DM10 、
DC 2.4 V、650 mAh（付属）
• 単3形アルカリ乾電池2本（別売り）
DC 3.0 V
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接続して自動車バッテリーから使
用可能

本体寸法
約132 · 34.0 · 135.6 mm（幅/高さ/奥
行き、最大突起部含まず、奥行きは傾斜
部含まず）

最大外形寸法
約132 · 34.5 · 135.6 mm
（幅/高さ/奥行き）

質量
本体 約280 g
ご使用時 約375 g（アルカリ乾電
池、ディスク、アラカルトヘッドホン
システムを含む）

動作温度

5 C〜35 C
付属品

ACパワーアダプター(1)
アラカルトヘッドホンシステム(1)
充電式電池(1)
乾電池ケース(1)
キャリングケース(1)
取扱説明書(1)
サービス窓口•ご相談窓口のご案内(1)
保証書(1)
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。

別売りアクセサリー
国内のみ販売

ACパワーアダプター AC-E45L、ACE45MA
カーマウントキットCPM-450PC
（マウントプレート＋カーバッテ
リーコード＋カーコネクティング
パック）
カーコネクティングパック CPA-8
接続コード RK-G129、RK-G134
カーバッテリーコード付きカーコネ
クティングパック CPA-85U
国内、海外で販売
アクティブスピーカー SRS-A21、
SRS-A41、SRS-A71
充電式ニカド電池 BP-DM10
充電式ニッケル水素電池 BP-DM20
光デジタルケーブル POC-5B、

POC-10B、POC-15B、POC5AB、POC-10AB、POC-15AB
カーバッテリーコード DCC-E245
ヘッドホン MDR-E848、MDR-35
海外でのみ販売
ACパワーアダプター AC-E45HG
マウントプレートCPM-300P
マウントキットCPM-300PC（マウ
ントプレート＋カーコネクティング
パック＋カーバッテリーコード）
カーコネクティングパック CPA-9
接続コード RK-G129HG
カーバッテリーコード付きカーコネ
クティングパック DCC-E26CP
国によって扱っているアクセサリーが違
います。詳しくはお買い上げ店、サービ
ス窓口、海外ソニーサービス特約店にご
相談ください。
製品上のCEマークはEU加盟
国で販売されるもののみに有
効です。
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保証書と
アフターサービス
保証書
・この製品には保証書が添付されていま
すので、お買い上げの際お受け取りく
ださい。
・所定事項の記入および記載内容をお確
かめのうえ、大切に保存してくださ
い。
・保証期間は、お買い上げ日より1年間
です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調
べください。
それでも具合が悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相
談窓口のご案内」
にあるお近くのソニーサ
ービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させて
いただきます。詳しくは保証書をご覧く
ださい。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、
ご要望により有料修理させていただきま
す。

部品の保有期間について
当社では、CDコンパクトプレーヤーの
補修用性能部品（製品の機能を維持する
ために必要な部品）を、製造打ち切り後
最低8年間保有しています。この部品保
有期間を修理可能の期間とさせていただ
きます。保有期間が経過した後も、故障
箇所によっては修理可能の場合がありま
すので、お買い上げ店かサービス窓口に
ご相談ください。
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ワールドモデルをお買
い上げのお客様へ
海外での保証とアフタ
ーサービスについて
• 保証期間は、日本国内では
お買い上げ日より1年間、海
外では90日です。
• 海外での修理やアフターサ
ービスについてご不明な点
は、保証書に記載の海外ソ
ニーサービス特約店にお問
い合わせください。

各部のなまえU
（

）内のページに詳しい説明があります。

リピート

エンター

シーディー

1 REPEAT/ENTER
ボタン (8)

ラジオ

9 CD/RADIOスイッチ

(6, 16)
!º 表示窓

イーエスピー

チューニング

2 ESP*ボタン (11)

!¡ TUNING +/–
ボタン (17)
メガ

プレイ

モード

3 PLAY MODEボタン (8)

ベース

!™ MEGA BASS
スイッチ (11)
ステップ

!£ STEP

エーエムエス

4 =/+ (AMS**/
サーチ
search) ボタン (7)

スイッチ
（ふたの裏
側）(18)

バンド

5 BAND切換
ボタン (16)

ホールド

!¢ ^（演奏/一時
停止）/p（停止）
ボタン (6)

6 HOLDスイッチ

(12)
オープン

ホーンズ

7 OPENつまみ (6)

リモート

!∞ PHONES/REMOTE
（ヘッドホン／リモコン）
ジャック (5)

ボリューム

8 VOLUME（音量調節）
つまみ (6)

エレクトロニック

ショック

!§ 1 〜 5ボタン (18)

11

プロテクション

の略です。
*ESPはElectronic
Shock
Protection
オートマチック
ミュージック
センサー
**AMSはAutomatic Music Sensorの略です。
曲の頭出しをして選曲する方法です。

次のページに続くm
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各部のなまえ（つづき）

オプティカル

!ª OPTICAL
デジタル

(DIGITAL) /
ライン

アウト

LINE OUT

ディーシーイン

!¶ DC IN 4.5V
（外部電源入力）
ジャック (5)

（光デジタル/
ライン出力）
ジャック (13)
リジューム

@º RESUME
スイッチ (12)
エーブイエルエス

!• 外付け電池端子 (21)

@¡ AVLS***（快適音量）
スイッチ（裏面）(12)

オートマチック

ボリューム

リミッター

***AVLSはAutomatic Volume Limiter
システム

Systemの略です。
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English
As you read, refer to the illustrations
in the Japanese corresponding text
(labeled with A, B, etc.)

zDisc Playing
Playing a CD right
away! A
If you want to play a CD right now,
choose to use your Discman on house
current. Other choices are the
following three: rechargeable battery,
dry batteries (see "Power Sources") and
car battery.

1

Make connections.
Connect the supplied earphones
with remote control to the
PHONES/REMOTE jack firmly.
Also connect the supplied AC
power adaptor to the DC IN 4.5 V
jack of your Discman and a wall
outlet. If the AC power adaptor
does not fit the wall outlet, use the
AC plug adaptor.

2

Place a CD.
1 Slide OPEN to open the lid.
2 Fit the CD to the pivot with the
label side up.

3

Play a CD.
1 Set the CD/RADIO switch to
“CD (RADIO OFF).”
2 Press ^ (( on the remote
control).
3 Adjust the volume.
To stop play, press p.

To

Press

Pause (main unit only) ^
Resume play after
pause (main unit only)

^

Find the beginning of
the current track
(AMS*)

= (=side
of ( on the
remote control)
once**

Find the beginning of
the previous tracks
(AMS)

= (=side
of ()
repeatedly**

Find the beginning of
the next track (AMS)

+ (+side
of () once**

Find the beginning of
the succeeding tracks
(AMS)

+ (+side
of ()
repeatedly**

Go forward quickly

Hold down
+ (+side
of ()**

Go backwards
quickly

Hold down
=
(=side of
()**

*AMS = Automatic Music Sensor
**These operations are possible during
both play and pause.

To remove the CD
Remove the CD while pressing the
pivot.

Notes on controlling the volume
with the remote control
Set the VOL (volume) control on the
remote control to MAX. Then adjust
the volume on the Discman to the level
that you want to be the maximum for
adjusting the volume with the remote
control.
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On display
• When you press ^ or ( (when
RESUME is set to OFF), the total
number of the tracks in the CD and
the total playing time appear for
about 2 seconds.
• During play, the track number and
the elapsed playing time of the
current track appear.
• Between the tracks, the time to the
beginning of the next track will
appear with the “–” indication.
• During pause, the elapsed playing
time of the current point flashes.

Notes on handling CDs
• To keep the CD clean, handle it by
its edge.Do not touch the surface.
• Do not stick paper or tape onto the
CD.
• Do not expose the CD to direct
sunlight or heat sources such as hot
air ducts. Do not leave the CD in a
car parked in direct sunlight.

Playing tracks
repeatedly
(Repeat Play) B
You can play track repeatedly in
normal, INTRO PGM, shuffle or RMS
(Random Music Sensor) play modes.
Repeat all the tracks or only one track.

To repeat all the tracks
Press REPEAT/ENTER during play.
“ ” appears.
To cancel repeat play, press REPEAT/
ENTER again.

To repeat a single track
1 Press REPEAT/ENTER while the
track you want to repeat is playing.
“ ” appears.
2 Press PLAY MODE repeatedly until
“1” appears.
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To repeat another track, press = or
+.
To cancel repeat play, press REPEAT/
ENTER again.

Playing only the
tracks you want
(INTRO PGM play) C
You can choose and play your favorite
tracks by scanning through the
beginning of each track in a CD.

1

During play, press PLAY MODE
repeatedly until “INTRO
PGM”flashes.

2

Press ^ to start scanning.
The Discman plays the first 15
seconds (approx.) of each track
and “INTRO PGM” flashes faster.

3

Press REPEAT/ENTER while the
track you want is playing. To skip
the track, press + or just wait
for the next track.

After you have gone through the CD,
“INTRO PGM” stops flashing and the
tracks you have chosen play
automatically.
To finish programming before going
through the CD, press ^. The
selected tracks will be played.
To cancel INTRO PGM play, press
PLAY MODE until the play mode
indication disappears from the display.

To check the program

Playing tracks in
random order
(Shuffle Play) D

During play, press PLAY MODE
repeatedly, until “SHUF” appears.
The tracks play in random order.

During programming:
Press REPEAT/ENTER before step
5.
During RMS play:
Press PLAY MODE repeatedly until
“RMS” flashes, then press
REPEAT/ENTER.
Each time you press the button, the
track numbers appear in the order you
specified.

To cancel shuffle play, press PLAY
MODE repeatedly until the play mode
indication disappears from the display.

Using other functions

You can play the tracks on a CD in
random order.

To enjoy more powerful bass
sound F

Playing tracks in the
order you want
(RMS play) E
You can program up to 22 tracks to
play in any order you choose.

1

During play, press PLAY MODE
repeatedly until “RMS” flashes.

2

Press = or + to choose a
track.
The track number and the playing
order appear.

3

Press REPEAT/ENTER to
program the track.

4

Repeat steps 2 and 3 to program
the remaining tracks.

5

Press ^ .
“RMS” stops flashing and the
tracks you have chosen play in the
order you specified.

You can enjoy a powerful bass-boosted
sound.
Set MEGA BASS to the desired
position.

To prevent sound from
skipping G
The ESP (Electronic Shock Protection)
function prevents the sound from
skipping by using a buffer memory
that stores music data for about 10
seconds. Use this function when
listening during a walk or playing in a
car.
Press ESP.
The ESP indication appears.
To release the ESP function, press ESP
again.

To lock the buttons H

To cancel RMS play, press PLAY
MODE until “RMS” disappears.

You can lock your Discman against
any accidental operation. (You can still
operate the unit with the remote
control.)
Slide HOLD in the direction of the
arrow.
When you press any button, “Hold”
appears in the display and you cannot
operate the unit.
To unlock, slide HOLD back.
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To protect your hearing (AVLS)
I
The AVLS (Automatic Volume Limiter
System) function keeps down the
maximum volume to protect your ears.
Set AVLS to LIMIT.
The AVLS indication appears.

To resume playing from the
point you stopped the CD
(Resume Play) J
Normally, every time you stop and
play, playing starts from the beginning
of the CD. The resume play function,
however, lets you listen to from the
point at which you last turned off the
Discman.
Set RESUME to ON.
To cancel resume play, set RESUME to
OFF.

To turn off the beep
You can turn off the beep that sounds
as you operate your Discman. (You
cannot turn off the beep that sounds
during the radio operation.)
Disconnect the power source (AC
power adaptor, rechargeable battery or
alkaline batteries). While you press
and hold down p on the main unit,
connect the power source again.
To make the beep sound again,
disconnect the power source, and then
connect it without pressing p.

Connecting to other stereo
equipment K
You can listen to the CD through other
stereo equipment, or record a CD on a
cassette tape or a MiniDisc. Refer to
the instruction manual of the other
equipment for details. Before making
connections, turn off each piece of
equipment.

34

When you connect the Discman to a
MiniDisc recorder, DAT deck, etc., use
the optical digital connecting cord.
When you connect the Discman to a
stereo system, cassette recorder, radio
cassette recorder, etc., use the
connecting cord.

Recording with optical digital
connection
Record a CD on a MiniDisc, DAT, etc.,
according to the following procedure.
1 Press ^ on the CD player to start play.
2 Press ^ again to pause.
3 Press =/+ to select the track you
want to record.
4 Press r (record) on the MiniDisc
recorder, DAT recorder, etc.
5 Press ^ on the CD player to release
pause.

Notes
• Connect the optical digital connecting
cord while the CD player is in stop
mode.
If you make connection just after
stopping the CD player, optical signals
may not be output.
• If you record without pausing the CD
player, some CD may have problem
with recording the first track number
correctly.
• When you use digital equipment with
this unit, use the AC power adaptor. If
you use a rechargeable battery or
alkaline batteries, the optical digital
signal will not be output from the unit.
(Un expected phenomena may occur,
for instance, you cannot record a CD on
connected equipment.)
• MEGA BASS system works on output
from the PHONES/REMOTE jack, but
does not work on optical digital output
from the OPTICAL (DIGITAL)/LINE
OUT jack.
• When you use an optical digital
connecting cord, the ESP function will
be disabled.

Playing a CD in a car
L
You can use your Discman in a car.
To connect your Discman to a car
cassette deck, you need the following
accessories:
• Mount kit CPM-450PC/CPM-300PC
(Mount plate + Car battery cord +
Car connecting pack)
or
• Car battery cord DCC-E245 and Car
connecting pack CPA-8/CPA-9
Refer to the instruction manual of each
accessory for details.

When you use the mount kit
(CPM-450PC or the equivalent)
Attach the car mount adaptor supplied
to the mount plate before installing the
Discman.

zRadio Operations
Listening to the radio
N
Connect the headphones to the remote
control firmly. Then, connect the AC
plug adaptor to the DC IN 4.5 V jack of
the Discman and the wall outlet.

1

Set the CD/RADIO switch to
“RADIO.”

2

Press BAND until the band you
want appears
Each time you press the button,
the display changes: FM1 n FM2
n FM3 n FM4 n FM5 n AM.

3

Press TUNING +/– to tune in the
station you want and adjust the
volume.

Switched ignition function

To turn off the radio

With this feature, your Discman stops
automatically when you turn off the
engine of the car. (This function is not
possible with some cars depending on
the model.)

Set the CD/RADIO switch to “CD
(RADIO OFF).”

Using the supplied
remote control M
You can use the remote control as the
wired remote control.
When you are not using the remote
control, slide HOLD in the direction of
the arrow.
To unlock, slide HOLD back.

To tune in the station quickly
Hold down TUNING +/– in step 3
until the frequency digits begin to
change in the display. The Discman
automatically scans the radio
frequencies and stops when it finds a
clear station.

To improve broadcast
reception
For FM, extend the headphones cord.
For AM, reorient the Discman itself.

When listening to the radio on
dry batteries or rechargeable
battery
If you connect the external power
source plug to the DC IN 4.5 V jack of
your Discman, the radio station will
change to the initial one (default).
Tune in the station again to continue
listening to it.
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Presetting radio
stations O
You can store radio stations into the
Discman’s memory. You can preset up
to 30 stations, 5 for each band (FM1,
FM2, FM3, FM4, FM5 and AM) in any
order. Once you’ve preset the stations,
press one of the 1 - 5 buttons to tune in
your favorite stations.

1
2

Tune in a station you want.
Hold down one of the 1 - 5 buttons
that you want to preset the new
station for more than 2 seconds.
When the station is preset
successfully, the beep sounds and
the indications “PRESET” and M
appear in the display.
The new station replaces the old
one.

Playing a preset radio
station P

1

Press BAND (BAND on the
remote control) to select the band.

2

Press one of the 1 - 5 buttons
(PRESET +/– on the remote
control) to tune in a stored station.

To change the AM tuning
interval Q
When using the Discman abroad,
change the AM tuning interval, if
necessary. Set the STEP switch (inside
the lid) to “9 kHz” or “10 kHz” using a
pointed material.
9 kHz area: Asia and Europe
10 kHz area: the U.S.A., Canada
and South America
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zPower Sources
Using rechargeable
battery R
Charge the rechargeable battery before
using it for the first time.
You can use either BP-DM10 or BPDM20 rechargeable battery for this
unit. You can use them in the same
way, but their charging time and
battery life are different. check the
model number of your rechargeable
battery before using.

1

Set the CD/RADIO switch to
“CD/RADIO OFF.”

2

Open the lid of the battery
compartment.

3

Insert the rechargeable battery so
that the word “SONY” is facing
the same direction as iillustrated
inside the lid, and close the lid.

4

Connect the AC power adaptor.
The indications “CHG” and
light up. Charge for about 2 hours
(for BP-DM10) or 3 hours (for BPDM20).

5

When fully charged, “CHG”and
disappear. Disconnect the
AC power adaptor.

When to charge the battery
When the battery becomes weak,
indication appears in the display.
When the battery is used up, “Lo
batt” appears in the display. Charge
the rechargeable battery.
To keep the original battery capacity
for a long time, recharge the battery
when the battery is used up
(discharged).

Notes
•Charging time varies depending on how
the rechargeable battery is used.
•If the battery is new or has not been
used for a long time, it may not be
charged completely until you charge
and discharge it several times.
•If the battery life becomes shorter by
about half, replace it with Sony BPDM10 or BP-DM20 rechargeable
battery. Do not use any other
rechargeable battery (R6 type
rechargeable battery, etc).

Using dry batteries S

1

Open the lid of the battery
compartment.

2

Insert two LR6 (size AA) alkaline
batteries by matching the ‘ and ’
to the diagram inside the battery
compartment and close the lid.

Using the battery case
T
You can use the unit for longer time by
using the battery case, in addition to
the rechargeable battery or batteries in
the battery compartment of the unit.
Batteries in the battery case and the
rechargeable battery or batteries in the
battery compartment are consumed
together.

1

Hook the battery case onto the
Discman and fasten the screw.

2
3

Open the lid of the battery case.
Insert two LR6 (size AA) alkaline
batteries by matching the ‘ and ’
to the diagram inside the battery
compartment and close the lid.
Continue to the next page m

When to replace the dry
batteries
When the battery becomes weak,
indication appears in the display.
When the battery is used up, “Lo
batt” appears in the display. Replace
all the batteries with new ones.
Notes
•Do not charge the dry batteries.
•Do not mix new batteries with old ones.
•Do not use different types of batteries
together.
•Do not use manganese batteries for this
unit.
• When the batteries are not to be used
for a long time, remove them.
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Battery life (approx. hours)
When using

ESP
off

BP-DM20
8
(charged for
about 3 hours*)
Two alkaline 15
batteries
BP-DM10
3.5
(charged for
about 2 hours*)
BP-DM20 +
24
Battery case
(two alkaline
batteries)
Two alkaline 33
batteries+
Battery case
(twoalkaline
batteries)
BP-DM10 +
20
Battery case
(two alkaline
batteries)

ESP
on

Radio

7

13

9.5

25

3

6.5

20

38

22

60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
!º
!¡
!™
!£
!¢
!∞
!§
!¶
!•
!ª

15

32

(When the unit is used on a flat and stable
place)
*Charging time varies depending on how
the rechargeable battery is used.

38

Parts identification U

@º
@¡

REPEAT/ENTER button
ESP* button
PLAY MODE button
=/+ (AMS**/search) buttons
BAND button
HOLD switch
OPEN switch
VOLUME control
CD/RADIO switch
Display
TUNING+/– buttons
MEGA BASS switch
STEP switch (inside the lid)
^ (play/pause)/p (stop) button
PHONES/REMOTE jack
1 - 5 buttons
DC IN 4.5 V jack (external power
intput jack).
Terminals for the battery case
OPTICAL (DIGITAL)/LINE OUT
jack
RESUME swich
AVLS*** switch (rear)

*Electronic Shock Protection
**Automatic Music Sensor
***Automatic Volume Limiter System
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