
保 証 書

本書は、下記記載の内容により、無料で修理及び調整することをお約束するものです。

保証規定
1説明書の注意にしたがった正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合に、無料で1多理致しまり
2修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ販売店にご依頼下さい。
3保証期間中でも次の場合には有料1参理となります。

イ 誤用・舌L用・業務使用および取り扱い不注意による故障
□ 火災・地震・水害および盗llIなどの災害による故障
ハ 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
二 使用中に生じたキズなどの夕ヽ観上の変化
ホ 消耗品に生じたキズなどの夕ヽ観上の変化

へ 本書の提示がない場合および必要事項 (お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合
もし<は字句を書き換えられた場合

4修理内容などの記録は修理伝票に変えさせていただきます。
5本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行は致しませんので大切に保管して下さい.,

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがつてこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保11

期間経過後の1多理についてご不明な点は、お買い上げ販売店にお間合せ下さい。

輸 入販売元 :廣華物産株式会社
〒173-O026 東京都板橋区中丸町11-2
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ご使用になる前に
この取扱説明書 (保証書付)を 最後までお

読みのうえ正しくお使いください。

この度は当社製品をお買い上げ
いただきま して誠にありがとう
ございます。
正 しくご使用いただくために、
必ずこの取扱説明書をお読み <
ださい。
お読みになられた後は、いつで
も見 られるように大切に保管 し
て <ださい。尚、製品の保証書
は本取扱説明書の最終項にあ り
ます。 ご購入の際は、店頭にて
必ずご購入店名、 ご購入日の記
載をうけてください。

商品名 ∪SB/SD/CDラ ジオ/KC-151∪SB

保証対象 本 体

お買い上げ日 年   月   日  1 保証期間  |(お買い上げ日より)111

お客様名

ご住所

お名前                            様

お電話

販売店

住所

販売店名                           E日

電話



◆結露について

寒い所から急に暖かい所に移動させるとレンズに水滴がついたり、<も ったりする結露現象がおこり
ます。この状態でご使用になると、正しく動作しない事があります。このようなB寺はディスクを取り
出して数B寺間放置してください。結露が取り除かれて正常に動作するようになります。

◆ディスク取扱い上のご注意

〇 ◎
*デ ィスクに指紋や汚れが付いたときは、柔らかい
布などで、放射状に軽くふき取って<ださい。

② ② 』謳

④
の特殊形状のディスクは

※ご主意
・再生中、ディスクはプレーヤー内で高速で回転しています。ひび害」れや変形したディスク、ま
たはテープや接着斉」で補修したディスクなどは危険ですから絶対に使用しないで下さい。

・CD―R/RWに 記録されたディスクでの再生は、記録状態により再生できない場合があります。
・コピーガード付きのディスクは、再生できない場合があります。

◆家庭用 電源 (AC100∨ )で使 う場 合

付属の電源コードを本体倶」、コンセント倶」
の順に接続します。

*付属の電源コード以タトはご使用にならないで
下さい。

*長期間ご使用にならないときは、電源ブラグ
をコンセントから抜いて下さい。

背面の ACソ ケットヘ

◆アルカ リ乾電池で使 う場合

0本体底部のバッテリーケースをあけます。
②市販の単2アルカリ乾電池を6本 (別売)

を十と一の向きを正し<入れます。
0バッテリーケースを閉めます。

□ 1 仲
個 □
1 帥□

*長い間使用しないときは、本機から取り出し、
ケースに入れて保管して下さい。

◆ディスク使用上のご注意

*ひびやそりのあるディスクは絶文」に使わない
で下さい。

*ハ ート型やハ角型など
使用しないて下さい。

*再生面はもちろん、ラベル面にも紙kIDテ ープなど
貼らないで下さい。

CD
SINGLE

*塚庭用電源から切り換えるときは、電源コードを本体から抜いて<ださい。
接続されていると乾電池ではご使用になれません。

*マ ンガン電池は容量が少ないため、本機のご使用には適しません。
*電池交換について
表示ランプが暗<な ったり、CDが正常に演奏されなかったり、雑音が多<な ったら乾電池を
全て同時に交換して<ださい。

※乾電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂などの事故防止のため、以下のことをお守り下さい。

△ 警 告

・火中へ投入、加熱、分解しないで下さい。
・シ∃―卜させないで下さい。
・充電しないで下さい。
*乾電池は15∨ 、充電式は42∨ が基本電圧です。必ず乾電池をご使用下さい。また、乾電池
の注意表示をご確認の上、ご使用下さい。

△ 注 意

・+、 一の向きを正し<入れて下さい。
・使い切ったときや、長期間使用しないときは取り出しておいて下さい。
*万―液漏れしたら、バッテリーケースの液をよ<ふき取って下さい。また身体、衣服に付着
した時は水で十分洗い流して下さい。

*デ ィスクに上記のマークの入ったものをご使用下
さい。

機器の故障の原因となります。

鋏 蹴
コンセントヘ



ノ

◆ リモ コンの電池を入れる

O電池カバーを引き上げます。

②電池の向きに注意して、単4乾電池を2本 (別売)

入れます。

・リモコンを落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。
・リモコンに水をかけたり、濡れた物の上に置かないで下さい。故障の原因となります。
・長時間使用しないときは、電池の液漏れ防止のため、電池を取り出しておいて下さい。
万が一液漏れをしてしまったときは、リモコンに付いた液をよく拭き取り、新しい電池と交換
して下さい。

・リモコンで操作できる距離が短<な つてきたら、電池が消耗しています。新しい電池を2本同
時に交換して下さい。
(リ モコン操作範囲は約勧∩・30° 以内となります。)

・リモコンセンサーに直射日光などの強い光が当たると、動作しに<く なることがあります。
光が直接当たらないようにして下さい。

・本機で指定されていない電池以外は使用しないで下さい。
・電池を挿入する場合は、向きに注意し、表示通り正し<入れて下さい。間違えますと、電池の

破裂や液漏れの原因となることがあります。

」 FMアンテナ
FMラ ジオを受信するときにアンテナを伸ばします。

2ハ ンドル
3CDド ア開閉部
4モ ードボタン

フログラム・リピート・ランダム再生する時に
使用します。

5H日 前へ/早戻しボタン
前の曲ヘスキップ及び早戻しします。

6■停止ボタン
再生を1亭上します。

7卜 ‖再生/一時停止ボタン
再生及び一時停止します。

8>H次 へ/早送リボタン
次の曲ヘスキップ及び早送りします。

9 CD/∪ SB/SDボタン
CD/∪ SB/SDカ ード再生を選IPNし ます。

10電源インジケーター

電源を入れると点灯します。
11 LCDデ ィスプレイ
12イヤホン端子

イヤホンを接続する時に使用します。

13 外部入力端子    の

外部機器を接続する時に使用します。
14 ACソケッ ト
付属の電源コードを接続します。

15∪SB端子
∪SB端子を接続する時に使用します。

16 SD/MMCカ ー ドスロット
SD,MMCカ ードを挿入する時に使用します。

17ラ ジオ選局ダイヤル
ラジオ局を選局しきす。

18フ ァンクションスイッチ
タト部入力′CD/∪ SB/SD・ ∧M・ FMから選択し
ます。電源を切る時は、電源回 にあわせます。

19音量ダイヤル
音量を調整します。

20バッテリーカバー

乾電池でご使用する場合は、アルカリ単2乾電
池6本 (月 」売)を挿入します。

◆本体
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◆リモコン

l CD/∪ SB/SDボタン
CD/∪ SB/SDカ ード再生を選択します。

2数字ボタン
3卜 ‖再生/― B寺 停止ボタン

再生及び一時停止します。

4(く /Hく 早戻し/前ヘボタン
早戻し及び前の曲ヘスキップします。

5レ■ /‖日 早送り/次ヘボタン
早送り及び次の曲ヘスキップします。

6モードボタン
リピート・ランダム再生をする時に使用します。

7■停止ボタン
演奏を停止します。

8フォルダーボタン
MP3デ ィスク/∪SB/SDカ ード上のフォルダを前のフォルダに戻します。

9プログラムボタン
プログラム再生します。

10フ ォルダ+ボタン
MP3デ ィスク′∪SB/SDカ ード上のフォルダを次のフォルダに進めます。

◆ラジオを聴 <には

∧M放送、FM放送の受信ができます。

1. 本体右側にあるファンクシ∃ンスイッチでAM/FMを
選択します。

外部入力/CD/

全‖⊃遅増鶏

← 蝋‰

2.本体右倶」にある選局ダイヤルでラジオ局を選局します。

フアンクション
スイッチ

※横からの図

・ 選局 レ

珊瀞¬1鰊鵬0

※上からの図

埒
メ

・
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3. 体右倶」にある音量ダイヤルで適音にあわせます。

日 輩
=

最大

―

 最小

選局ダイヤル

音量ダイヤル
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◆ラジオを聴くには

5。 フジオを切るには、本体右倶」にあるファンクション
スイッチを電源回 にあわせます。

外部入力/CD/  1

1 lV動く響暑湯

|  → 霧ξ盟

ファンクション
スイッチ

◆CDを再生する

1.CDド アをゆっくり開けてCDのラベル面を上にして、中心の黒い回転部にキチッとCDを
入れて下さい。

※初めてご使用になる時は、保護シートを取り出して下さい。
フアンクション
スイッチ

CDド アを閉め、本体右倶Jに あるファンクション
スイッチをCDにあわせます。

外部入力/CD/

1 1‖ ⊃⊂鼎湯

|  →
'れ

ま丸

LCDディスフレイにCD全曲数が表示されます。
自動的に1曲 目から再生を始め、再生時間が
表示されます。

CDが入つていない時は、nOと表示されます。

4.本 体右倶」にある音量ダイヤルで適音にあわせます。

尋
フォルタ番号

・CD再生中に本機を動かしたり、CDド アを開けたり

CDド アを強<押さないで下さい。故障の原因となります。
再生中時 F.5

・しリトノンab虫 ｀押oなぃ c、 Oい。政厚の原囚⊂なりま g。

・CDドアの上に物を置かないで下さい。CDド アを開<時に、物が倒れて、破損やけがの原因
となります。また、CDド アの故障の原因となります。

◆― B寺停止 す る

再生を一時停止するには、本体上部またはリモコンの
レ‖再生/― B寺停止ボタンを押します。
現在のトラック再生0寺 間が点滅します。
再生を再び始めるときは、もう一度 >‖ 再生/一時停止
ボタンを押します。

2.

3.

より良い受信をするには

○∧M放送を聴<と き

アンテナが本体内部に内蔵されていますので、
一番良く受信できる方向に本体を向けて下さい。

OFM放 送を聴 <と き

FMア ンテすを伸ばして一番良く受信できる方向に
向けます。

※建物の中では、電波が弱<な り、聴こえに<い
場合があります。
できるだけ窓倶」に設置して下さい。

・ラジオの受信中、近くのテレビの音や本機の音に雑音が入る場合は、テレビから離すか、
テレビの電源を切って下さい。

・AMの受信には近<で他の家電製品をお使いになると、雑音が入る場合があります。家電
製品から離してお使い下さい。

通常CD再生

早  

曲数

再生曲No

↓

再生/一時停止ボタン

P13 P14



再生中に本体上部またはリモコンの ‖‖次へ′早送りまたは HK前へ/早戻しボタンを聴き
たい箇所まで長押しします。

◆停止する

再生を停止するには、本体上部またはリモコンの■停止
ボタンを押して下さい。

◆局」の曲を選択する

再生中に本体上部またはリモコンの日‖次へ′早送り
またはHく 前へ′早戻しボタンを押し、選択したい曲
の トラック番号を選びます。
選択した トラック番号の再生が始まります。
(停止中の場合は日 l再生|一 時停止ボタンを押して

下さい)

◆早戻し/早送りする

◆MP3デ ィスクのフォルダを選択するには

リモコンのフォルダー/フ ォルダ十ボタンを押して、
フォルダを選択します。
選択したフォルダの1曲 目から再生を開始します。

フォルダ内の曲を選曲するには、再生中に本体上部
またはリモコンの日‖次へ/早送りまたはHに 前ヘ

早戻しボタンを押し選曲したい曲番号を選びます。

前へ/早戻しボタン  次へ/早送リボタン

前へ/早戻し
ボタン

フォルダ=
ボタン

次へ/早送り~ボ
タン

フォフレタ+
ボタン

停止ボタン

P15 P16

◆リピート/ラ ンダム再生

01曲繰り返 し再生するには

再生中に本体上部またはリモコンのモードボタンを

1肥場 レイ上に⊂表示が点灯します。

○全曲繰り返 し再生するには

再生中に本体上部またはリモコンのモードボタンを
2回押します。
LCDデ ィスプレイ上にく二])表示が点灯します。

モードボタン

○フォルダ内を繰り返し再生するには (MP3ディスクのみ)

再生中に本体上部またはリモコンのモードボタンを3回押します。
LCDデ ィスプレイ上に下記のような表示が点灯します。

○ランダム再生するには

再生中に本体上部またはリモコンのモードボタンを3回 (MP3デ ィスクの場合は4回 )

押します。LCDデ ィスプレイ上に RAND表示が点灯します。

囲
○キャンセルするには

リピート′ランダム再生を解除するには、上記表示が消えるまで本体上部
またはリモコンのモードボタンを押します。

モードボタン



◆プログラム再生 (CD最大20曲/MP3の場合は最大99曲 )

1.CD停止状態で本体上部のモードボタン、
またはリモコンのプログラムボタンを押します。

2.LCDディスプレイ上にロマークとP01が点減します。

3日 本体上部またはリモコンの H日 前へ/早戻しボタン
または、日‖ 次へ/早送リボタンを押して、希望の
トラック番号を選択します。

国 ―

詢

本体のモードボタン、またはリモコンの
プログラムボタンを再度押します。
1曲目が記憶された1犬態になり、LCDデ ィスプレイ
上にロマークとP02が点滅します。

前へ/早戻しボタン

モードボタン 前へ/早戻しボタン 次へ/早送リボタン

5. 上記3と4を繰り返します。
上記最大曲数を超えると、

(CD最大20曲/MP3最大99曲までブログラムできます)

F∪Lと表示されます。

6. 本体上部またはリモコンの >‖ 再生/一時停止
ボタンを押すと、プログラム1曲 目から再生を
始めます。

プログラム再生をキャンセルするには、停止
ボタンを2回押し、日 マークを消します。

再生/一時停止ボタン

◆∪SB/SD/MMCカ ードを再生する

∪SBメ モリ (別売)、 SDカード (別売)、 MMC(マルチメディアカード)(別売)

を本体にセットして、保存されているMP3を再生することができます。
※すべてのMP3フ ァイルが再生できるわけではありません。
設定、サイズ、記録状態等によっては操作が行えない場合があります。

本体の電源がオフであることを確認してください。
●∪SBメモリを使用する時は、本体左側にある
∪SB端子に接続します。

●SD/MMCカ ードを使用する時は、本体左倶」に
あるカードスロットに差し込みます。

(SD′'MMCカードは本体から約15mm出 っ張った状態が正しい位置です。)

X接続の向きにご注意ください

2. 本体右倶」にあるファンクションスイッチを
外部入力/CD/∪SB/SDにあわせます。

外部入力/CD/

1‖ ⊃直増暴湯

→ 蝋聰

フアンクション
スイッチ

3. 本体上部のCD/∪SB/SDボタンを押して、∪SBまたは
SDを選択します。
LCDデ ィスプレイ上に∪SBまたはC∧RDと表示され
ます。

∪SBメ モリ/SDカ ード/MMCの着脱をするときは必ず本製品の電源をオフに
して下さい。また、∪SBメ モリ/SDカ ード/MMCの再生中にCD/∪SB/SD
ボタンを押さないで下さい。
データやカードの破損、および本製品の故障の原因となります。

P18



◆∪SB/SD/MMCカードを再生する

4. 自動的に再生が始まります。

・
樹 膨昆薇 〔謝

覗平‰躙 楚な5肇当〕浙 ぼ 計
・
黒:曇「

F聖周ど雇博僅じ翡蹴 言颯 臨 肥 鴎 馴 鍵 鯰

◆∪SB/SD/MMCカ ー ドを取り外す

■編 慇 究 口 野 ッチを
電源回にあわせ、電源を切ります。

外部入力/CD/

1‖ 塾直蠅

(. 冒ξで重丸

∪SBメモリ/SD,MMCカ ードを優し<取り外します。

∪SBメモリおよびSDカ ードを取リタヽす時は、まっすぐゆっ<り と取り外して下さい。

フアンクション
スイッチ

2.

P19 P20

◆夕ヽ部機器を接続 して聴 くには

デジタルオーディオブレーヤーなどを接続して本機のスピーカーから音を出すことがで
きます。

1.本体背面にある外部入力端子と再生したい機器を
ケーブル (別売)で接続します。

2.本体右側にあるファンクシ∃ンスイッチを外部入力
にあわせます。

外部入力/CD/

‐ 1‖ 塾直蝸

.)  笙霧合翼規

3.接続機器の電源を入れます。

4.本 機の音量を最小にした状態で、接続機器
を再生させます。

5。 本機の音量を徐々 に上げていきます。

最大 L――  最小

本機の音量を上げても音が小さい場合は、
接続機器の音量を上げてください。
音が害」れている場合は、接続機器の音量を
下げて<ださい。音量を整霧踏鸞鸞響目撃爾圏

外部入力端子に過大な音量を入力した場合、本機の回路が破損する場合があります。
接続機器の音量は中間から下の位置から始めて下さい。

外部入力(AUX)端子
ファンクション
スイッチ

|

音量ダイヤル



‖

「

◆本体のお手入れ

柔らかい布でから

`ヾ

きします。
シンナーやベンジン、アルコール等は、表面を傷めますから
使用しないで下さい。

◆CDレンズのお手入れ

レンズの汚れが原因で音とびが起きたり演奏が出来7~g<な つた場合、クリーニングして下さい。
・ごみやほこりがついたとき
ブロアー (市販)で レンズを数回吹いてごみをとばします。

・ブロアーで除去できない汚れなどがついたときは、
レンズクリーナー (市販)を利用します。

※指でレンズ表面に触れないで下さい。

◆ディスクのお手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときには
されいな柔らかい市で中央から外に向か
つて軽くふきます。

…
使用方法を間違えたりしますと次のような症状が起こり、故障と闇われることがありま
す。修理を依頼する前に下記の表を参考にして下さい。
症状が下記の表にあてはまらなかったり、表内の対処方法で解決されない場合には、電
源プラグを抜いてお買い上げの販売店にお持ち下さい。

症 状 原 因 対処方法

電源が入らない。 電源プラグはしっかり
差し込まれていますか ?

電源プラグをしっかり差し込ん
で下さい。

乾電池が消耗 していま
せんか ?

新 しい同 じ種類の乾電池を全て
同時に交換 して下さい。

CDの演奏が女台まらな
い 。

CDが裏返 しになつてい
ませんか ?

CDの向きを確認 して下さい。

CDが汚れて いませんか
つ

CDを清掃 して下さい。

CDド アが しっかりと閉
まっていますか ?

CDド アをきちんとしめて下さ
い 。

フアンクションスイッチ
がCDIこ なつていますか ?

CDに切 り替 えて下さい。

一時停止状態になってい
ませんか ?

再生ボタンを押 して下さい。

音が出ない。 音量が最小になっていま
せんか?

音量を調整 して下さい。

ヘッドホンが接続されて
いませんか ?

ヘッドホン端子からヘッ
ドホンを抜いて下さい。

CDの機械部が結露状態
になつていませんか ?

CDを取り出 し、CDド アを開
いて数時間程度そのままにし
て下さい。

CDの音が飛 6ヾ。 CDが汚れていませんか
つ

CDを清掃 して下さい。

CDに傷があ りませんか
つ

CDを交換 して下さい。

強い振動を与えていま
せんか ?

安定 した場所において下さい。

P22



症 状 原 因 文]処方法

液晶画面が表示され
ない。ボタンを押 し
ても反応 しない。

静電気がおきていませんか
つ

一度電源を切り電源プラグをコ
ンセン トから抜いて数分たった
ら接続 し直 して下さい。

リモコンが動作 しな
い 。

本体の電源は入つています
か ?

本体の電源をONに して下さい。

本体のフアンクションがラ
ジオになっていませんか ?

本体のフアンクションをCDに
して下さい。

リモコンの電池容量はあり

ますか ?
全て新しい乾電池に交換して下
さい。

ラジオで波のような
音が入る。

周波数がずれていませんか
つ

周波数を正 しく合わせて下さい。

雑音が入る。 本機の向きを調節 しました
か ?

本機の向きを調節 して下さい。

近<にテレビや蛍光灯等の
電気製品はありませんか ?

本機をテレビや蛍光火Iな どの
電気製品から離 して下さい。

放送局が入 りにくい。 近<に高い建物があったり
密閉状態のような場所で使
用 してませんか ?

使用場所を変えて下さい。建物
の中ではなるべ<窓の近くでご
使用下さい。

フリーズする。 静電気や電磁波が起きて
いませんか ?

電源を切ってコンセン トを抜
いて 1分程度 してから電源を入
れ直して下さい。

∪SB/SDを 再生でき
ない。

∪SB/SDの ソフ トとの相
性 kfD容 量によって認識で
きない場合があります。

認識できる∪SB/SDをご使用
下さい。

機器の相性により再生でき
ない場合があります。

MP3フレーヤーやDRMタイブ
の音楽ファイルは再生できませ
ん。

LOCKやホール ド機育旨にな
つていませんか ?

デバイスのLOCKやホール ド機
能を解除して下さい。

P23 P24

◆受信周波数    ・・・・・・・・∧M530 1600KHz
FM 76-1 08MHz

◇電源         ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ∧ClOO∨/50-60H z
単2乾電池6本 (月」売 )

◆消費電力     ・・・・・・・・ 約 12W

◇最大出力     ・・・・・・・・ lW× 2

◆対応メデ ィア    ・・・・・・・・ ∪SB(容量 :最大32GB)

SDカー ド (容量 :最大32GB)
MMCカ ー ド (容量 :最大8GB)
※上記容量内でも相性などにより再生でき/‐3い
場合があります。

◇対応フアイル    ・・・・・・・・ MP3フ アイル形式
32kbps―最ラ尺320kbps

◆サイズ (本体部分)・ ・・・・・・・ 約W230× D217× Hl17mm

◇重量 (本体部分)  ・・・・・・・・ 約 13Kg

◆付属品      。・・・・・・・ リモコン/電源コー ド
取扱説明書 (保証書 )

※仕様等は予告なく変更することがありますのであらか じめご了承下さい。


