● 本体説明

パソコン要らずでレコードやカセットなどを
MP3に変換しmicroSDに記録する蔵

カセット操作ボタン

Version1.0. h

microSD挿入口

● カセットから録音する

● 録音した音楽を再生する

● カセットを入れる

● 本製品を使って再生する

① カセットカバーを手前に倒して下さい。

①

AUX̲IN（外部入力）端子

②
無音設定ボタン
MP3操作ボタン

保証期間： 6ヶ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

ご注意

※本製品のご利用には、別途 32GB まで
の microSD(SDHC 含）が必要となり
ます。また、電池でご利用いただく際は、
別途アルカリ電池（充電地は保証外）が
必要です。
※本製品にはスピーカはございません。
再生している音楽を聴く場合は、別途イ
ヤフォンをご用意し接続してください。

① イヤフォンジャックにイヤフォンやスピーカー
（別売）
を接続して下さい。
② カセット停止ボタンを押して、
カセットを停止
状態にして下さい。
③ 再生ボタンを押して下さい。
④ 録音された音声が再生されます。
※「カセットを再生時」に音量を変更する場合は、
「音量
を調整する」の欄をご確認ください。
②停止ボタン

イヤフォン端子

※「カセットを再生時」に音量を変更
する場合は、
「音量を調整する」の欄
をご確認ください。

電源

①

プレイモード
A 面 B 面をループします
A 面 B 面を再生して停止します

リバース
A 面・B 面の切替

巻き戻し

② カセットを入れて下さい。

早送り

STOP ボタン

カセット再生中はフタを開けないように
ご注意下さい。

③再生ボタン

● 音量を調整する

● カセットをスタートさせる

PLAY
ボタンを奥まで押し込む

● 録音の準備をする
● PCやUSBアダプターから電源を取る場合

サポートのご案内

②
①
① を押し続けると音が大きくなります。
② を押し続けると音が小さくなります。

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開してい
る場合がございます。ダウンロードぺージをご確認ください。
http://www.thanko.jp/support/download.html
お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる
症状が発生した場合は、Q&Aぺージをご確認ください。
http://www.thanko.jp/support/qa.html
改善が見られない場合は、
まずはメールにてお問い合わせく
ださい。

電源へ

● 録音を開始する

PCのUSBポートや
USBアダプターへ

曲間区切りボタン

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、
ご利用のOS（Vista,7）、
お問い合
わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、
お買い上げ時から問題が発生しているなどの場
合は、
ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ぺー
ジをご確認いただき、商品の送付を御願いします。
http://www.thanko.jp/support/repair.html

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021
東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル3 4F
（月〜金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く）
TEL:03-5812-1519 FAX：03-5812-1520

PCから電源を取るとノイズが入る場合
がございます。

この説明書には表と裏があります。
● 仕様
サイズ

幅114 × 高さ83 × 長さ35 mm

重量

196g（電池含まず）

電源

乾電池またはUSB給電
※アルカリ単三電池2本（別売）

付属品

本体、
日本語説明書、LINEケーブル
（3．
5mm径、USB給電ケーブル）

録音形式

MP3（196Kbbs）

録音データ保存場所

microSD（32GBまで対応、別売）

曲間認識

録音音声レベルによる無音検知方式

録音ボタン

① 先に録音ボタンを押して下さい。
② 次に曲間区切りボタンを押して下さい（通常は
2Sまたは3Sをお選び下さい。）

● 乾電池で使う場合

後は自動的に1曲ずつ録音しmicroSDカードに保存
します。

microSD に記録する蔵」をお求め頂き

る機器となります。

○WindowsXP の場合
スタートボタン→マイコンピュータをク
リックします。

USBコネクタの有無、場所についてはPC
製造メーカーにお問い合せ下さい。

やカセットなどを MP3 に変換して

ずつ MP3 データに変換することができ

① micorSD をカードリーダ（別売）等を使い、
お手持ちのパソコンに接続して下さい。

付属の電源ケーブルを使いPCのUSBコネク
タと本機の電源口をつないで下さい。

この度は「パソコン要らずでレコード

品はカセットやレコードから簡単に 1 曲

● PCで再生する

● microSDをパソコンに読み込ませる

● はじめに

誠に誠にありがとうございます。この製

音量ボタンは短く押すと曲送り
（曲戻
し）
になります

「PLAY」ボタンを強く押してスタートします。

上の図の通り、本体裏の電池蓋を外して下さい。
下の図の様に①〜③の順に電池を1本ずつ入れて下
さい。

②

③

池

乾電

乾電池

①

新品のアルカリ電池で2，
3時間ご利用いた
だけます。ボタンが動作しない等、安定しな
い場合はUSBで接続してご利用ください。
● microSDカードを入れる

※microSD は
垂直に入れてくだ
さい。斜めに入れ
ると、本体内に落
ちますので十分注
意してセットして
ください。

● 付属品
32GB
SD
HC

micro
※カードは図を参
考に向きを合わせ
て入れて下さい。

※上手に曲間を区切るには、無音検知時
間はなるべく短く 2S（2 秒）〜3S（3 秒）
にすることをお奨めします。ただし、最
適な検知時間はお手持ちのカセット（ま
たはレコードなど）の状況により変化し
ますので、何度か録音を試して最適な時
間をお選び下さい。
※カセットの再生を始めたら直ぐに録音
ボタンを押して下さい。
※曲間区切りボタンは録音中でも変更で
きます。
※録音ボタンを押しても、LED が光らず反応
しない場合は、電池が消耗している場合がござ
います。新しい電池をご利用いただくか、
USB で接続してご利用ください。また、テー
プが劣化している場合も正常に動作しない場合
がございますので、別のテープを使って動作の
確認を行ってください。

○WindowsVista/7 の場合
スタートボタン→コンピューターをク
リックします。
「リムーバブルディスク」をダブルクリッ
クします。
○下記のフォルダ内に各データが保存さ
れています。
「RECORD」- 「LINE̲IN」
録音したデーターが表示されますので、
ダブルクリックすると PC から音楽が流
れます。
microSDカードをPCに接続する方法や音
楽の再生方法はお使いのPC製造メーカー
にお問い合わせ下さい。
●

録音したデータをPCで削除する

×○△□.MP3

ごみ箱まで移動し
マウスを離します

● LEDの点灯について

カード内のデータをごみ箱に入れた場合は、
即削除されますのでご注意ください。

曲間区切りボタン
選択されている秒数の LED が点灯します。

録音したデータを再生中の場合は、削除をす
る事ができません。再生を停止した後、ごみ
箱に入れてください。

録音ボタン
・録音待機状態：LED が点灯します。
・録音中：LED が点滅します。
・曲間確認中：LED が早く点滅します。
● 録音の停止について

●

録音したデータをコピーする

録音したデーターをパソコンにコピーする場
合は、下記の様に保存したい場所へ（この例
ではドキュメント）ドラッグしてコピーをし
てください。

コンピュタ

USB給電ケーブル

LINE（音楽）ケーブル

※「カチッ」
っと音がするまで押し込んで下
さい。
※取り出す場合はmicroSDカードを奥に
押し込むとバネの力でカードが飛び出しま
す。
※microSDカードは別売となります。
※32GB迄のmicroSDカードがご利用頂
けます。
※microSDカードを外す時は勢い良く飛
び出す場合がございます。カードを紛失し
ないようにご注意下さい。

削除したいファイルを
マウスで左クリックしたまま

整理

リムーバブルディスク

_REC

100MEDIA

表示

お気に入りリンク
ドキュメント
ピクチャ
ミュージック
最近の変更
検索
パブリック

REC_0001.AVI
6.81MB
整理

ライブラリ
表示

お気に入りリンク

REC_0002.AVI ドキュメント
10.23MB
ピクチャ

ミュージック
最近の変更
検索
パブリック

録音停止ボタン

① 録音停止ボタンを押すと録音が終了します。
元になる音楽の録音状況によってはうまく
曲間を認識しない場合もございます。

裏面に続きます

ドキュメント

● microSDをPCから取り外す

● 録音を開始する

microSDをPCから取り外す際は、必ずタスクバ
ーに表示されている
（画面右下の時間表示の左
側に表示されます）
「ハードウェアの安全な取り外
し」のアイコンをクリックしてください。

曲間区切りボタン

メニューの指示に従い、
ドライブを選択して取り
出しの文字をクリックするか、
「Flash Drive」の
取り出しの文字をクリックしてください。
しばらくすると、安全に取り外しができるメッセー
ジが表示されます。その後に、
パソコンから本製
品を取り外してください。
ファイルの書き込み中等に、microSDをいきなりパソ
コンから取り外すと、SDカードの破損に繋がりますの
で、
ご注意ください。

① 録音ボタンを押して下さい。
② 曲間区切りボタンを押して下さい（2Sまたは3S）
後は自動的に1曲ずつ録音し、microSDカードに保
存します。
※上手に曲間を区切るには、無音検知時
間はなるべく短く 2S（2 秒）〜3S（3 秒）
にすることをお奨めします。ただし、最
適な検知時間はお手持ちのカセット（ま
たはレコードなど）の状況により変化し
ますので、何度か録音を試して最適な時
間をお選び下さい。
※カセットの再生を始めたら直ぐに録音
ボタンを押して下さい。
※曲間区切りボタンは録音中でも変更で
きます。

● 曲間区切り機能とは

カセットやレコードの無音部分を「曲と曲
の間（曲間）」と判断し microSD に 1 曲ずつ
の音楽データとして保存する機能です。保存
された音楽データは iPod 等の音楽プレーヤー

● 曲間を区切る仕組み

※録音ボタンを押しても、LED が光らず反応
しない場合は、電池が消耗している場合がござ
います。新しい電池をご利用いただくか、
USB で接続してご利用ください。また、テー
プが劣化している場合も正常に動作しない場合
がございますので、別のテープを使って動作の
確認を行ってください。

Q 曲間が上手く切れません。つながってしま
います。

1 回ボタンを押す毎に 1 曲前を再生します。ま
たボタンを押したままにすると再生の音量が小
さくなります。（録音のボリュームには影響しま
せん）

（2S〜3S くらい）
A 曲間区切りの設定は短め
がオススメです。また、レコードなどから

◎ボタンを押す：再生中の 1 曲次に進みます
◎ボタンを長く押す：音量が大きくなります
1 回ボタンを押す毎に次の曲を再生します。ま
たボタンを押したままにすると再生の音量が大
きくなります。（録音のボリュームには影響しま
せん）

削除ボタン

◎再生中の曲を削除します
再生中にこのボタンを押すと、再生中の曲を消
去します。
大切な曲を削除しないようにご利用には十
分ご注意下さい。削除された曲は再度録音
し直して頂く必要があります。
PLAY

PLAYボタン

◎カセットテープを再生するボタンです
カセットテープを再生する為のボタンです。凹
んだままになるように最後まで押し込んで下さ
い。

● LEDの点灯について

曲間区切りボタン
選択されている秒数の LED が点灯します。
この間の無音部分を曲間と判断し、一旦録音を
停止しファイルを保存します。

録音ボタン
・録音待機状態：LED が点灯します。
・録音中：LED が点滅します。
※上手に曲間を区切るには、無音検知時
・曲間確認中：LED が早く点滅します。
間はなるべく短く 2S（2 秒）〜3S（3 秒）
にすることをお奨めします。ただし、最
● 録音の停止について
適な検知時間はお手持ちのカセット（ま
たはレコードなど）の状況により変化し
ますので、何度か録音を試して最適な時
間をお選び下さい。
※カセットの再生を始めたら直ぐに録音
ボタンを押して下さい。
※曲間区切りボタンは録音中でも変更で
きます。
録音停止ボタン

元になる音楽の録音状況によってはうまく ① 録音停止ボタンを押すと録音が終了します。
曲間を認識しない場合もございます。
元になる音楽の録音状況によってはうまく
曲間を認識しない場合もございます。
● カセット以外から録音する

● 各ボタンの機能

1S

2S

3S

5S

6S

本機は、AUX IN 機能を使い、カセット以外（レ
無音設定用ボタン
コードや MD プレーヤーなどイヤフォン端子を
持つ機器、以下「音源」とします）の機器から ◎曲と曲の間の「無音時間」を設定します。
も曲間区切り機能を使い録音することができま
例：2S で設定すると 2 秒間無音（センサーが
す。
音を感知できない部分）が続くと、録音を一時
停止し、音楽ファイルを保存します。
同様に「3S」は 3 秒間、「4S」は 4 秒間無音
● レコードやMDプレーヤー（音源）との接続
部分が続くと録音を一時停止します。
本機の「AUX IN」ジャックと音源のイヤフォ
ン端子を付属の LINE( 音楽）ケーブルで接続
録音ボタン
します。
LINE (音楽）ケーブル（付属）

◎microSD に記録（録音）するボタンです
カセットが再生中、または「AUX̲IN」ジャッ
クにコードが接続されている場合、このボタン
を押すと録音がスタートします。
再生・一時停止ボタン

◎再生または録音を一時停止します
AUX̲IN（外部入力）端子

音源のイヤフォン端子の場所などについて
は製造元メーカーにお問い合わせ下さい。

DIR

microSD 内の音楽を再生中、または録音中に
このボタンを押すと再生（または録音）が一時
停止します。
停止ボタン

◎再生または録音を終了します
microSD 内の音楽を再生中、または録音中にこ
のボタンを押すと再生（または録音）が停止（終
了）します。

A面B面反転ボタン

◎カセット再生時の A 面・B 面を反転します
このボタンを押す度に A 面再生・B 面再生が切
り替わります。
繰り返し再生ボタン

◎A 面・B 面の繰り再生
◎A 面・B 面の 1 往復再生
A 面→B 面→A 面と繰り返し再生
A 面→B 面→停止
FF

早送りボタン

◎テープを早送りします
テープを早送りします。
テープが止まったら必ずSTOPボタンで停
止して下さい。そのままにしておくとテー
プが破損する場合がございます
REW

4S

● こまった時は

◎ボタンを押す：再生中の 1 曲前にもどります
◎ボタンを長く押す：音量が小さくなります

曲送り・音量大ボタン
録音ボタン

● 曲間区切り機能について

でお手軽に再生することが可能です。

曲戻り・音量小ボタン

巻き戻しボタン

◎テープを巻き戻しします
テープを巻き戻しします。
テープが止まったら必ずSTOPボタンで停
止して下さい。そのままにしておくとテー
プが破損する場合がございます
STOP

停止ボタン

◎テープを停止いたします
再生・巻き戻し・早送りの動作を停止します。

録音している場合にはレコードプレーヤー
の音量を変えながら最適な音量や曲間区切
を設定して下さい。
ただしテープやレコードの状況により曲間
が区切れない場合も御座います。予めご了
承下さい。

Q 普通のカセットプレーヤーとして使えます
か？
A はい。ご利用頂けます。
Q 再生や録音はステレオで出来ますか？
A はい。再生も録音もどちらもステレオに
なります。
Q 録音した曲の出だしが少し切れているよ
うなのですが。
A 申し訳ございません。本製品の仕様とな
ります。本製品は録音の音声を検出した
後、録音を開始しますので曲頭の僅かな
部分については録音されません。

Q 再生時や録音時の「ブツブツ」と音がな
ります。
A 電源のノイズを拾っている音になります。
PC から電源を取っているとノイズが発生
しやすくなります。電池でご利用頂くか
AC-USB 変換アダプタ等をご利用下さい。

Q 音楽 CD を作成したい。
MP3
A 本製品はカセットの音声・音楽を
に変換するまでの機器となり、音楽 CD
を作成する機能がございません。別途音
楽 CD を作成するソフトが必要となりま
すが、Windows Media Player などで
も作成ができる場合がございますので、
詳しくはご利用のパソコンメーカー様に
ご確認ください。
テープの再生スピードが速すぎます・遅

Q すぎます。

A 背面のホール部に、細いマイナスドライ
バーを奥まで押し込み、回す事で速度の
調整が可能です。通常は適正なスピード
となっておりますので、問題がある時の
み調整を行ってください。マイナスドラ
イバーを用意できない場合は、弊社にて
変更をさせていただきますので、弊社サ
ポートまでご連絡下さい。
AUX̲IN とカセット両方から録音できま

Q すか？

A AUX̲IN、カセット同時に再生した場合
には AUX̲IN が優先されます。カセット
再生中には AUX̲IN コネクタに何も接続
しないで下さい。

Q ボタンが誤動作します。故障でしょうか？
A 乾電池の残量が少なくなると誤動作する
場合がございます。その場合には乾電池
を交換頂くか、USB-AC アダプタ等外部
電源をご利用下さい。

