雷が鳴りはじめたら、電源アダプタには触
れない。
感電の原因になります。

分解や改造をしない。
感電の原因になります。
調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があ
たる場所に設置しない。
火災・感電の原因になることがあります。

電源コードの上に重いものをのせたり、電
源コードを本機の下敷きにしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

■■ ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いくださ
い。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■■ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害
を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や
この表示は、取り扱いを誤った場合、
「死亡または重傷を負う可能性が想定され
る」内容です。

注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、
「傷害を負う可能性が想定される場合およ
び物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。
禁止（してはいけないこと）を示す記号
です。

水がかかる場所で使用したり、水に濡ら
したりしてはいけないことを示す記号で
す。

分解してはいけないことを示す記号で
す。

指示に基づく行為の強制（必ず実行して
いただくこと）を示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す
記号です。

電源アダプタをコンセントから抜いてい
ただくことを示す記号です。

触れてはいけないことを示す記号です。

警告
電源アダプタは、見える位置で、手が届く
範囲のコンセントに接続する。
万一の場合、電源アダプタを容易に引き抜
くためです。
付属品以外の電源コードは使用しない。
火災の原因になることがあります。
付属品の電源コードを他の機器に転用しな
い。
火災の原因になることがあります。
船舶などの直流（DC）電源には接続しな
い。
火災の原因になります。
電源コードを束ねた状態で本機を使用しな
い。
火災・感電の原因になります。

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。
電源コードが破損して火災・感電の原因に
なります。
電源コードが破損した場合（芯線の露出や
断線など）
には、
販売店または弊社東京サー
ビスセンターに交換（有償）を依頼する。
そのまま使用すると火災・感電の原因にな
ります。
タコ足配線しない。
発熱により火災・感電の原因になります。
テーブルタップ（延長コード）を使用しな
い。
発熱により火災・感電の原因になります。

本機の特長
◆“WM-PORT”搭載の“Walkman”に対応
◆
◆◆ 外部入力端子搭載

本機での操作はリモートコントロールでの操作が中心です。

“WM-PORT”接続端子

お手持ちの“Walkman”を接続します。

詳しい操作方法については、裏面の「再生する」をご覧ください。

音量調節ボタン

音が歪んだ状態で長時間使用しない。
スピーカーが発熱し、火災の原因になるこ
とがあります。

本機の内部に水などが入った場合は、本機
の電源を切り、電源アダプタをコンセント
から抜いて販売店または弊社東京サービス
センターに点検を依頼する。
そのまま使用すると火災・感電の原因にな
ります。

再生コントロール■
ボタン

電池を充電しない。
電池の破裂や液もれにより火災やけがの原
因になります。

アルバム選択ボタン

電池からもれ出た液には直接触れない。
液が目や口に入ったり、皮膚についたりし
た場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談
してください。

本機の内部に異物を入れない。
万一、本機の内部に異物が入った場合は、
本機の電源を切り、電源アダプタをコンセ
ントから抜いて販売店または弊社東京サー
ビスセンターに点検をご依頼ください。そ
のまま使用すると火災・感電の原因となり
ます。

＋／－ボタン

再生音量を調節します。

コイン型電池の消耗を防ぐため、お買い上げ時はビニールで絶縁され
ています。電池挿入部のビニールを引き抜いてからお使い下さい。

▶▶ 本体背面

アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の
近くに設置しない。
引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接
触すると、火災や感電の原因になります。

音声入力端子

お手持ちのオーディオ機器や
PC を接続します。

損害の程度を説明しています。

警告

▶▶ リモートコントロール

オーディオ機器を接続するときは、それぞ
れの機器の取扱説明書に従い、指定のケー
ブルを使用して接続する。
指定以外のケーブルを使用すると発熱し、
やけどの原因になることがあります。

水道の蛇口付近や風呂場などの濡れている
場所や水気の多い場所では使用しない。
火災・感電の原因になります。

安全上のご注意

▶▶ 本体前面

直射日光があたる場所や、温度が異常に高
くなる場所（暖房機のそばなど）に設置し
ない。
キャビネットや内部回路に悪影響が生じ、
火災の原因になることがあります。

煙が出る場合、異常なにおいや音がする場
合は、すぐに電源を切り、電源アダプタを
コンセントから抜く。
煙が出なくなるのを確認して販売店または
弊社東京サービスセンターに修理を依頼し
てください。

取扱説明書

各部の名称とはたらき

電源端子

付属の電源アダプタを
接続します。

注意
濡れた手でコンセントを抜き差ししない。
感電の原因になります。
長期間本機を使用しないときは、電源アダ
プタをコンセントから抜く。
火災・感電の原因になります。
電源アダプタを抜くときは、電源コードを
引っぱらない。
電源コードが破損して火災・感電の原因に
なることがあります。
電源アダプタは、コンセントの根元まで確
実に差し込む。
電源アダプタを正しく差し込まずに本機を
使用すると、
火災や感電の原因になります。

使い切った電池は、自治体の条例または取
り決めに従って廃棄する。

不安定な場所や振動する場所に設置しな
い。
本機が落下や転倒して、けがの原因となり
ます。

指定以外の電池は使用しない。また、種類
の異なる電池や、新しい電池と古い電池を
混ぜて使用しない。
破裂や液もれにより、火災やけがの原因に
なります。

移動するときには電源スイッチを切り、す
べての接続を外す。
接続機器が落下や転倒して、けがの原因に
なります。コードが傷つき、火災や感電の
原因になります。

電池と金属片を一緒にポケットやバッグな
どに入れて携帯、保管しない。
電池がショートし、破裂や液もれにより、
火災やけがの原因となります。

薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装を
ふかない。また、
接点復活剤を使用しない。
外装が傷んだり、部品が溶解することがあ
ります。

電池を加熱・分解したり、火や水の中へ入
れない。
破裂や液もれにより、火災やけがの原因と
なります。

ご注意

電源スイッチ

▶▶ 電源アダプタを接続する

▶“Walkman”をセットする
▶

②
②

①

①
① 電源アダプタのコネクタを本機背面の電源端子に接続します

付属品
お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろっていることをご確認
ください。

◆“Walkman”の基本操作も可能なリモコン
◆
◆◆ Odyssey™ ネオジウムドライバー＋デジタルアンプ搭載

電池をセットする
電源アダプタを接続せずに、電池を使って本機を使用することが
できます。電源アダプタを接続しないと“Walkman”の充電が行
われませんので、電源アダプタを接続することをおすすめします。

◆◆ AC アダプタと電池の２電源に対応

②

①

③

②

□□ リモートコントロール

B

①

ご使用前の準備

② 電源アダプタの AC プラグを壁面のコンセントに接続します
本機は国内外でお使いいただけます。海外でご使用の際は、ご使
用になる国のコンセントに合った変換プラグが必要になります。

□□ 電源アダプタ

②

市販の CR2025 型リチウム電池を使用して
ください。

本機の電源をオン／オフします。

不安定な場所や振動する場所には設置しな
い。
本機が落下や転倒して、けがの原因になり
ます。

電池は極性表示（プラス + とマイナス－）
に従って、正しく入れる。
間違えると破裂や液もれにより、火災やけ
がの原因になります。

③

電池の＋／－に注意して電池を交換し、
電池挿入部をリモートコントロールに戻
します（③）。

使い切った電池は、すぐに電池ケースから
取り出す。
破裂や液もれにより、火災やけがの原因と
なります。

ほこりや湿気の多い場所に設置しない。
ほこりの堆積によりショートして、火災や
感電の原因となります。

リモートコントロールの電池を交換する
際は、リモートコントロールを裏返し、
爪を右に押さえながら（①）電池挿入部
を引き出します（②）。

① 本機に付属のアタッチメント A ／ B、または“Walkman”に付
属のオーバル型アタッチメントを本機にセットします
アタッチメント A ／ B は裏面の刻印で判別できます。どのアタッ
チメントを使うかについては、裏面の「対応する“Walkman”に
ついて」をご覧ください。
② “Walkman”をセットします
電源アダプタを接続しているときは、自動的に“Walkman”が充
電されます。

その他のオーディオ機器・PC を接続する
市販の 3.5mm ステレオミニプラグつきケーブルを使ってお手持ち
のオーディオ機器・PC を本機に接続することで、本機で音声を再
生することができます。

A
① 本機底面の電池カバーを右に回し、カバーを外します
□“Walkman”
□
用アタッチ
• 本製品は、ソニー株式会社の「Designed for“Walkman”®」ラ

イセンスプログラムに準拠した信頼できる製品です。

•“Walkman”および“WM-PORT”はソニー株式会社の登録商標

です。

メント（A ／ B）

□□ 日本語取扱説明書（本紙）
□□ 他言語取扱説明書
□□ 保証書

□□ コイン型電池◆

（リモートコントロールに
セットされています。）

② 市販の単４電池４本を極性に注意しながら本機にセットします
③ 電池カバーを戻し、左に回してロックします

①

②

① 市販の 3.5mm ステレオミニプラグつきケーブルを本機背面の
音声入力端子に接続します
② もう片方のコネクタをお手持ちのオーディオ機器・PC のヘッ
ドホン出力に接続します

再生する

対応する“Walkman”について

▶▶ 電源を入れる

▶▶ アルバムを切り替える

• 本機背面の電源スイッチを押して電源をオンにします。電源がオン

•

になると、LED が緑色に光ります。

• 再度電源スイッチを押すと、電源がオフになります。

を押して、“Walkman”の再生を一時停止します。

▶▶ 再生をスキップする・早送り／早戻しする
•

を短く押すと、次のトラックの先頭にスキップします。

•

を短く押すと、再生中のトラックの先頭にスキップします。

•

を短く 2 回押すと、前のトラックの先頭にスキップします。

•

を長押しすると、再生が早送りされます。

•

を押すと前のアルバムに切り替わ

ご注意

一部の“Walkman”では、アルバムの切り替えをすることはできません。詳し
くは「対応する“Walkman”について」をご覧下さい。

を押して、“Walkman”の再生を開始します。
“Walkman”の音
声が本機で再生されます。

• 再度

を押して、
“Walkman”に保存されたアルバムを切り替え

を押すと後のアルバムに、
ります。

▶▶ 再生を開始／一時停止する
•

／
ます。

本機は以下の“Walkman”に対応しています。（2010 年 10 月現在）“Walkman”に付属のオーバル型アタッチメントを使用する機種

／

を押して、本機の音量を調節することができます。

を押して、
本機の音声をミュートします。再度
トが解除されます。

• NW-A800 シリーズ（※）

• NW-S740 シリーズ

• NW-A820 シリーズ

• NW-A840 シリーズ

• NW-S630 シリーズ

• 上記シリーズ以降に発売される“Walkman”

• NW-S730 シリーズ

本機に付属の“Walkman”用アタッチメント B を使用する機種
• NW-S610 シリーズ（※）
• NW-A910 シリーズ（※）

▶▶ 音声をミュートする
•

• NW-S640 シリーズ

• NW-S710 シリーズ（※）

▶▶ 音量を調節する
•

本機に付属の“Walkman”用アタッチメント A を使用する機種

を押すとミュー

を長押しすると、再生が早戻しされます。

• NW-X1000 シリーズ

原因
本機背面の電源スイッチを押し
ても電源が入らない。

解決法
電源アダプタが正しく接続されていることを確認してください。

対応する“Walkman”について、最新情報は http://www.harmanjapan.co.jp/ をご覧ください。

主な仕様
定格出力

2W × 2

サイズ

直径 150mm × 高さ 38mm

スピーカー構成

25mm 径 Odyssey™ ネオジウムドライバー× 2

重量

300g（電源アダプタ、電池をのぞく）

システム周波数特性

120Hz ～ 20kHz

付属品

音声入力

トラブルシューティング

※… ／
を押してもアルバムの切り替えができません。
本機に付属の“Walkman”用アタッチメント A と B は、裏面の刻印
で判別できます。

電源アダプター× 1
リモートコントロール× 1
“Walkman”用アタッチメント（A ／ B）×各 1
コイン型電池× 1
日本語取扱説明書（本紙）
保証書（日本国内 1 年保証）

“WM-PORT”コネクタ× 1、ステレオミニ× 1

電源

AC アダプタ／ 100V ～ 240V（50Hz ／ 60Hz）
または単４乾電池×４

消費電力

10W 以下

＊仕様および外観は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。

電源アダプタを接続していないとき、本機にセットしている電池が消耗している場合は、電池を交換して
ください。

電源は入るが、音が出ない。

“Walkman”やその他のオーディオ機器が正しく接続されているかご確認ください。
を押して再生が一時停止になっていないかご確認ください。
を押して音声がミュートされていないかご確認ください。
を押して音量を上げてください。

リモートコントロールで操作で
きない。

コイン型電池が消耗している場合は、電池を交換してください。

▶▶ オンラインご愛用者登録のご案内

前面にあります。

この度は JBL 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。弊社では JBL 製品のご購入者を対象に、ホームページ上にてオンラインご愛
用者登録を行っております。ご登録いただいたお客様には、サポート情報やキャンペーン情報、新製品情報など JBL 製品の最新情報をお送り
いたします。

本機のリモートコントロール受光窓に直射日光が当たっていないかご確認ください。

http://www.harman-japan.co.jp/jbl/

リモートコントロールを本機のリモートコントロール受光窓に向けて操作してください。受光窓は本機の

“Walkman” の 操 作 が で き な “Walkman”の HOLD スイッチを確認して、HOLD になっていないかご確認ください。
い。
“Walkman”上では音量調整はできません。リモートコントロールの
／
または本機の＋／－ボタ
ンを押して音量を調節してください。

このアドレスでトップページにアクセスし、「ご愛用者登録」をクリックしてください。
携帯電話からはご登録できませんのでご注意ください。
※ご愛用者登録でご不明な点がございましたら、下記連絡先へお問い合わせください。
◆
E-mail:support-jp@harman.com◆
Tel. 050-5561-1560

▶▶ アフターサポート
日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンインターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。
◆
http://www.harman-japan.co.jp/
日本国内のアフターサポートに関するお問い合わせは、ハーマンインターナショナル株式会社 東京サービスセンターまでご連絡ください。
ハーマンインターナショナル株式会社 東京サービスセンター■
〒 135-0033 東京都江東区深川 1-6-29 結城運輸倉庫（株）内◆
Tel. 050-5561-1560◆
E-mail:support-jp@harman.com◆
http://www.harman-japan.co.jp/◆
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