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音楽や動画（ビデオ）をインターネットに接続して入手したり、パソコンから取り込んで利用することができます。

音楽／動画（ビデオ）について

音楽／動画再生時のご注意
.データ状態や保存方法、メモリカー

ドの状態によっては、本機で再生で

きない音楽／動画があります。

.再生中に電話がかかってきたとき、再

生は停止します。

.電池残量が不足しているときは、再

生できません。また、再生中に電池

残量が不足すると、再生は中止され

ます。

.スピーカーで再生するとき、再生す

る音楽／動画や再生音量によっては、

ひずんだように聴こえることがあり

ます。このときは、再生音量を下げ

てください。

着信音／効果音についてのご注意
.パソコンから取り込んだファイルは、

着信音や効果音には、設定できません。
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）
音楽／動画（ビデオ

インターネットに接続して音楽／動画

を入手（ダウンロード）します。
.提供サイトの情報（料金や有効期限な

どの詳細）を必ず確認のうえ、利用し

てください。

1%S「楽しい機能」S%

2「音楽を聴く」S%

3「楽曲をインターネットで探す」

S%　

.このあと、ジャンルなどを選び、
ダウンロードしてください。

1%S「楽しい機能」S%

2「ビデオを見る」S%

3「ビデオをインターネットで

探す」S%　

.このあと、ジャンルなどを選び、
ダウンロードしてください。

.ファイル形式を変換できるソフトウェ

アが必要です。

.ソフトウェアの仕様や使用方法につい

ては、ソフトウェア提供各社のホーム

ページなどでご確認ください。

.当社では、特定のソフトウェアの動作

保証はしておりません。

.USBケーブルはオプション品です。

パソコン内の音楽を、本機で利用でき

る形式（AP.16-21）に変換し、メ

モリカードの該当するフォルダに保存

してください。（AP.16-23）
.あらかじめ、USBドライバをパソコン

にインストールしておく必要があり

ます。

.パソコンからメモリカードを操作すると

きは、「パソコンと接続して利用する」

（AP.14-10）を参照してください。

音楽／動画をダウンロードする

音楽をダウンロードする

動画をダウンロードする

音楽をパソコンから取り込む

パソコンから取り込んだファイルにつ
いて
.個人使用の目的だけでご使用ください。

.パソコンソフトなどで作成された

ファイルは、再生できないことがあ

ります。

.著作権などの第三者知的財産権、そ

の他の権利を侵害しないようにご注

意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき
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1%S「楽しい機能」S%
S「音楽を聴く」S%

2「再生リストを選んで聴く」

S%Sタブ（フォルダ）選択

音楽再生リスト画面

3「すべての音楽」S%

4再生する音楽選択S%

音楽再生画面
.ジャケット画像対応の着うたフ
ル®を再生したときは、画像が表
示されます。

※ボタンを離した時点から再生します。

音楽を再生する 音楽再生：P.9-7

音楽を聴きながら他の機能を利用する
とき

4のあと$／"
,このあと再生を中止するときは、待

受画面で次の操作を行います。

"S「はい」S%

再生する音楽を検索するとき
3のあとBS「検索」S%S検

索文字入力S%

歌詞表示対応の音楽を再生したとき
.Aを押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできるおもな操作

再生中の音
楽をはじめ
から聴く

c（長く：巻戻し※、
２回連続：前の音楽へ）

次の音楽を
聴く

d（長く：早送り※）

音量を
上げる

a（消音時：音を出す）

音量を
下げる

b（長く：消音）

一時停止 %　

再生終了 一時停止中に$

ヘルプ表示 0　

音楽再生画面の見かた

1 曲名（タイトル）6 再生経過時間

2 アーティスト名 7 音量

3 曲番号 8 URL接続情報あり

4 動作状態 9 音響効果

5 再生モード

1

3

2

9
8

6

5
4

7
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1%S「楽しい機能」S%
S「ビデオを見る」S%

2「再生リストを選んで見る」

S%S「メモリカード」／

「本体」S%

動画再生リスト画面

3「すべてのビデオ」S%

4再生する動画選択S%

動画再生画面

5$S再生終了

.音量調節、一時停止、ヘルプ表示も、

音楽再生中と同様に操作できます。

※ボタンを離した時点から再生します。

動画（ビデオ）を再生する 動画（ビデオ）再生：P.9-7

再生する動画を検索するとき
3のあとBS「検索」S%S検

索文字入力S%

再生中に目覚ましの設定時刻になると
.再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると
.画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできるおもな操作

再生中の動画を
はじめから見る

c（長く：巻戻し※、
２回連続：前の動画
へ）

次の動画を見る
d（一時停止中に長
く：コマ送り、長く：
早送り※）

ガイド表示切替 A　

ビデオサイズ切替 2　

動画再生画面の見かた

1 タイトル 6 再生経過時間

2 作者名 7 音量

3 ファイル番号 8 URL接続情報あり

4 動作状態 9 音響効果

5 再生モード

1

3

2

9
8

6

5
4

7
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再生リストとは、音楽／動画の再生す

る順番を記載したリストです。ジャン

ルやアーティスト別に音楽を管理した

り、お気に入りの音楽だけを聴きたい

ときなどに利用すると便利です。
.再生リストには、音楽／動画の保存場

所情報が記憶されます。音楽／動画そ

のものは、保存されません。

「すべての音楽」内の音楽を、「再生リ

スト１」に追加する方法を例に説明し

ます。

1%S「楽しい機能」S%
S「音楽を聴く」S%

2「再生リストを選んで聴く」

S%　

再生リスト画面

3「すべての音楽」S%
S音楽選択SB

4「リストに追加」S%
S「再生リスト１」S%
.音楽が追加されます。

1再生リスト画面で

再生リスト選択SB

2「リスト名編集」S%
S再生リスト名入力S%

再生リストを利用する 音楽／動画（ビデオ）管理：P.9-8

再生リストに音楽／動画を追加する 再生リストの名前を変更する



応用操作
音
楽
／
動
画

9

音楽再生

前回の続きから再
生したい

%S「楽しい機能」S%S「音楽を聴

く」S%S「前回の続きから聴く」S%

経過時間を指定し
て再生したい

音楽再生中にBS「指定時間に移動」S
%S時間入力S%

インターネットに
接続したい

音楽再生中にBS「URL接続」S%S
「はい」S%

再生方法を変更し
たい

/音楽再生中にBS「繰り返し

の方法」S%S下記の操作

１曲をくり返し再生する
「１曲リピート」S%

すべての音楽をくり返し再生する
「全曲リピート」S%

順不同に再生する
「ランダム」S%

順不同にくり返し再生する
「ランダムリピート」S%

音質を変更したい 音楽再生中にBS「音響効果」S%S
効果選択S%

ワイヤレス出力対
応機器で音楽を聴
きたい

%S「楽しい機能」S%S「音楽を聴

く」S%S「再生の設定」S%S「音の

出力先選択」S%S「Bluetooth」S%

動画（ビデオ）再生

前回の続きから再
生したい

%S「楽しい機能」S%S「ビデオを見

る」S%S「前回の続きから見る」S%

経過時間を指定し
て再生したい

動画再生中にBS「指定時間に移動」S
%S時間入力S%

インターネットに
接続したい

動画再生中にBS「URL接続」S%S
「はい」S%

再生方法を変更し
たい

/動画再生中にBS「再生の設

定」S%S「繰り返しの方法」S%S
下記の操作

１つの動画をくり返し再生する
「１ファイルリピート」S%

すべての動画をくり返し再生する
「全ファイルリピート」S%

順不同に再生する
「ランダム」S%

音質を変更したい 動画再生中にBS「再生の設定」S%
S「音響効果」S%S効果選択S%

表示サイズを変更
したい

動画再生中にBS「再生の設定」S%
S「表示サイズ」S%S表示サイズ選択

S%　

ワイヤレス出力対
応機器で音声を聴
きたい

%S「楽しい機能」S%S「ビデオを見

る」S%S「再生の設定」S%S「音の

出力先選択」S%S「Bluetooth」S%
9-7
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■音楽管理

音楽／動画（ビデオ）管理

再生リスト／再生
リスト内の音楽を
管理したい

/%S「楽しい機能」S%S「音

楽を聴く」S%S「再生リストを選んで

聴く」S%Sタブ（フォルダ）選択S下

記の操作

新しい再生リストを作成する
BS「リスト作成」S%Sリスト名入

力S%

再生リストを削除する
再生リスト選択SBS「再生リスト削除」

S%S「はい」S%

音楽を削除する
再生リスト選択S%S音楽選択SBS

「リストから削除」S%S「はい」S%

順番を変更する
再生リスト選択S%S音楽選択SBS

「リスト内移動」S%S移動位置選択S
%　

音楽の順番を並べ
替えたい

%S「楽しい機能」S%S「音楽を聴

く」S%S「再生リストを選んで聴く」S
%Sタブ（フォルダ）選択S「すべての

音楽」S%SBS「並べ替え」S%S
並べ替え方法選択S%

音楽の詳細情報を
確認したい

%S「楽しい機能」S%S「音楽を聴

く」S%S「再生リストを選んで聴く」S
%Sタブ（フォルダ）選択S再生リスト

選択S%S音楽選択SBS「詳細情報」

S%　

音楽のコンテンツ・
キーを取得したい

%S「楽しい機能」S%S「音楽を聴

く」S%S「再生リストを選んで聴く」S
%Sタブ（フォルダ）選択S再生リスト

選択S%S音楽（「 」表示）選択S%
S「はい」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してくだ

さい。
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■動画（ビデオ）管理

再生リスト／再生
リスト内の動画を
管理したい

/%S「楽しい機能」S%S「ビ

デオを見る」S%S「再生リストを選ん

で見る」S%S「メモリカード」／「本

体」S%S下記の操作

新しい再生リストを作成する
BS「リスト作成」S%Sリスト名入

力S%

再生リストを削除する
再生リスト選択SBS「再生リスト削除」

S%S「はい」S%

動画を削除する
再生リスト選択S%S動画選択SBS

「リストから削除」S%S「はい」S%

順番を変更する
再生リスト選択S%S動画選択SBS

「リスト内移動」S%S移動位置選択S
%　

動画の順番を並べ
替えたい

%S「楽しい機能」S%S「ビデオを

見る」S%S「再生リストを選んで見る」

S%S「メモリカード」／「本体」S%
S「すべてのビデオ」S%SBS「並

べ替え」S%S並べ替え方法選択S%

動画の詳細情報を
確認したい

%S「楽しい機能」S%S「ビデオを

見る」S%S「再生リストを選んで見る」

S%S「メモリカード」／「本体」S%
S再生リスト選択S%S動画選択SB
S「詳細情報」S%

動画のコンテンツ・
キーを取得したい

%S「楽しい機能」S%S「ビデオを

見る」S%S「再生リストを選んで見る」

S%S「メモリカード」／「本体」S%
S「すべてのビデオ」S%S動画（「 」

表示）選択S%S「はい」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してくだ

さい。
9-9



こんなときは
9-10

音
楽
／
動
画

9

音楽

3「すべての音楽」内の音楽の削除
方法がわからない

.再生リストの「すべての音楽」内

の音楽は、次の操作で表示して、

削除します。

%S「写真や音楽」S%S「写

真・ビデオ・音楽などの確認」S
%S「音楽」（または「着うた・

メロディ」）S%

動画（ビデオ）

3「すべてのビデオ」内の動画の削
除方法がわからない

.再生リストの「すべてのビデオ」

内の動画は、次の操作で表示して、

削除します。

%S「写真や音楽」S%S「写

真・ビデオ・音楽などの確認」S
%S「ビデオを見る」S%

3 動画が再生できない

.パソコンのソフトなどで作成され

たファイルは、再生できないこと

があります。
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