
Daping

ボイスレコーダー
DP20-Pro

取扱説明書

*本製品を使用する前に詳しく読んでください*



感謝の言葉

お世話になっております。
Daping ショップの舞子でございます。
この度、当店の商品（ボイスレコーダー DP20-Pro）を
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
アマゾンにある様々な商品の中で、こちらの商品を選ん
でいただいた事は、きっと何かの縁があると思います。
もし商品を使用中に何か問題がありましたら、お手数で
す が 、 ア マ ゾ ン の 注 文 履 歴 か ら 又 は

dapingservice@gmail.comまでのご連絡をお願い

申し上げます。
こちらはお客様にご満足頂けるように、大至急対応させ
ていただきますので、ご安心ください。

Daping 舞子
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商品説明
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もし取扱説明書が小さくて読みづらく、内容を見逃しや
すい場合はお手数ですが、当店までご連絡ください。こ
ちらから PDFの電子取扱説明書を送らせていただきま
す。よろしくお願いします。

箱の中身を確認する

内容 数量
本体 1

Micro USB ケーブル 1
イヤホン 1
取扱説明書 1

・万一、不足していたり、破損していた場合は、当店又
は dapingservice@gmail.comまでご連絡ください。

電源について
電源を入れる：電源ボタンを「ON」の位置にス

ライドさせて、電源を入れてください。ディスプレーに
「Daping」と表示され、ホーム画面が現れます。

mailto:・万一、不足していたり、破損していた場合は、当店又はdapingservice@gmail.comまでご連絡ください。
mailto:・万一、不足していたり、破損していた場合は、当店又はdapingservice@gmail.comまでご連絡ください。
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電源を切る：電源ボタンを「OFF」の位置にスライドさ
せて、電源が切れます。

＜重要＞本機のソフト・パワーオフについて

①電源を入れて、本機を操作しないと、20秒後にディス
プレイが自動でちょっと暗くなります。
②そして、10秒後に、ディスプレイに時計表示が現れま
す。
③時計表示の 3分後に、ディスプレイが真っ黒になりま
す。
④10分後に、本機はソフト・パワーオフになります。
・ソフト・パワーオフになる前に、任意のボタンを押すと、本機の

操作画面に戻ります。

・ソフト・パワーオフになった後で、 ボタンを長押しして、本機

をパワーオンにすることができます。

・省エネルギーモードの時間を設定しても、本機はまず、ソフト・

パワーオフの設定を行ってから、省エネルギーモードの設定を行い

ます。
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充電する
方法 1：ACアダブターと USB接続して充電する
①USB接続ケーブルをACアダブターのUSB端子に接続
する
②ACアダブターを家庭用電源コンセントに接続する
③本機の USBポートへ USB接続ケーブルを接続する
・充電中に、本機のディスプレイに「Daping」の後に、電池表示が

繰り返し表示されます。

・充電中に、任意のボタンを押すと、充電画面から操作画面に切り

替えます。（電源をオフにして、充電しながら、操作できますが、

USBケーブルを外すと、電源が切れます。）

ご注意：入力 DC5V ==1Aの電源で充電してください。

方法 2：パソコンと USB接続して充電する
①パソコンを起動する
②USB接続ケーブルをパソコンの USBポートに接続す
る
③本機の USB端子へ USB接続ケーブルを接続する
・接続すると、本機のディスプレイに「Daping」の後に、「充電&

転送」と「充電&再生」が表示されます。
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「充電&転送」を選んだ場合は、パソコンで充電しながら、本機の

ファイルをパソコンとデータ転送することはできます。でも、充電

中に、本機を操作することができません。

「充電&再生」を選んだ場合は、パソコンで充電しながら、本機を

操作することができます。

ご注意：接続した後で、本機のディスプレイに「①②③④⑤」が表

示されて、カウントダウンします。５秒以内に、 または ボタン、

或いは、 または ボタンで「充電&転送」と「充電&再生」を選

ばないと、自動的に「充電&転送」と確定されます。

電池表示
電池の残量に応じて、ディスプレイの右上にある電池表
示が次のように変わります。

・電池表示が に変わりましたら、電池残量が残りわずかです。

早めに製品を充電してください。

・充電時は電池表示が繰り返し表示されます。
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お使いになる前の初期設定
ホーム画面での操作
本機の電源を入れると、ホーム画面が表示されます。本
機には５つの機能があります。ホーム画面は各機能の入
り口になります。
ここから各機能を選んだり、録音したファイルを探した
り、設定を変更したりすることはできます。

または ボタンを押して、使いたい機能をを選び、
ボタンを押します。

以下の機能を選択できます。
音楽 パソコンから伝送した音楽

ファイルを選んで、再生で
きます。（詳しくは 25ペー
ジからご覧ください）

録音 録音を開始したり、録音し
たファイルを探したり、録
音設定を変更したりできま
す。
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フォルダー 製品にある全てのファイル
が展示されます。

ツール ストップウォッチ、アラー
ムとして利用できます。

セッティング 各種設定メニューを表示し
て、本機の様々な設定がで
きます。（詳しくは 22ペー
ジからご覧ください）

日付・時刻を設定する
・日付・時刻をを設定しておくと、「いつ録音した」と
いう情報が自動でファイルごとに記録されます。予め日
付・時刻を合わせてください。

日付・時刻を設定する手順は以下のように行なってくだ
さい。
①電源を入れて、ホーム画面のところで または ボタ
ンで「セッティング」を探してください。
② ボタンを押して設定メニューに切り替えます。 ま
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たは ボタンで「日付と時刻」設定を見つけて、 ボタ
ンを押して決定します。
③時刻設定を ボタンを押して確定して、「時間形式の
設定」のところで時間形式を 12時間表示または 24時間
表示を ボタンを押して決定します。
④「時間の設定」のところで、 または ボタンで「時」
を合わせます。 または ボタンを押して「分」へ進ん
で、合わせます。
⑤ ボタンを押して決定します。設定完了後に、メニュ
ーボタンを押します。そして、「日付設定」を選びます。
（同様に、③と④を繰り返して、「日付形式」と「日付」
を設定します。）

ヒント：日付・時刻設定は製品をパソコンと接続して、
設定することもできます。詳しくは「パソコンでの活用
について」（33ページ）のところでご覧ください。

録音につきまして
録音する前に、必要に応じて、録音設定を変更してくだ
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さい。
①ホーム画面で または ボタンで「録音」を探してくだ
さい。
② ボタンを押して録音メニューに切り替えます。「録
音設定」を選び、 ボタンを押します。

・録音設定メニュー一覧
メニュー 設定内容 解釈

録音形式 MP3形式・WAV

形式
録音前に、録音フ
ァイルの形式を設
定してください

録音音質 512・768・1024・
1536KBPS

録音前に、録音の
音質を設定してく
ださい

音声検知録音機
能

オン・オフ ----------------

録音モニター オン・オフ 録音中の音を聞く
場合は、先にオン
にしてください
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マイクの感度 ラベル 1からラ
ベル 7まで調節
できる

マイクの感度を調
整すると、録音さ
れる音量を変える

表示ランプ オン・オフ オンにすると、録
音中に表示ランプ
が赤く点灯する

録音分割 00~300 例えば、30分を設
定すると、30ごと
に録音ファイルが
作成される

タイマー録音

オン・オフ ----------------

サイクル タイマー録音のサ
イクルを一回・毎
日・出勤日に設定
する

開始時間 録音開始時間を設
定する

終了時間 録音終了時間を設
定する
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ヒント：
・１つ前の画面に戻るには、メニューボタンを押します。

録音する：
方法 1：任意の画面で、録音ボタンを押すと、ディスプ
レーに「暫くお待ちください」の後に、録音画面に切り
替えてから、録音が始まります。
方法 2：
①ホーム画面で または ボタンで「録音」を探してく
ださい。
② ボタンを押して録音メニューに切り替えます。「音
声録音を開始」を選び、 ボタンを押します。
•録音中に、表示ランプが赤く点灯します。
•録音中に、音量ボタン、 ボタン、録音ボタン以外の
ボタンは効きません。

録音を停止する：録音中に、 ボタンを押すと、録音を
停止します。
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録音可能残り時間の表示について：
録音中に録音可能な録音時間がディスプレイの右下（説
明図の番号 6）にカウントダウンしています。残り時間
がなくなると、「メモリーが一杯です」と表示され、録
音が停止します。

録音画面についての説明
画面 番号 説明

1 ファイル名

2 録音状態

3 音量を探知する

4 マイクの感度

5 録音の音質

6 録音可能残り時間

7 録音時間

8 電池残量表示

9 本機に設定する時間

録音中の音を聞くを聞く（録音モニター）：
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録音する前に、録音設定の所で録音モニターをオンにし
ます。
そして、付属品のイヤホンまたは別売りの 3.5mmのイヤ
ホンやヘットホンをイヤホンジャックに接続すると、録
音中の音をモニターできます。モニター音は、音量ボタ
ンで調節できます。モニター音は音量ボタンで調節でき
ます。
ご注意：
・録音モニター中に音量を上げすぎたり、ヘッドホンを本体に近づ

けすぎたりすると、ヘッドホンの音をマイクが拾い、ビーッという

音（ハウリング）が生じることがあります。

・録音モニターには、音漏れの少ない密閉型ヘッドホンを使用する

ことをお勧めします。

録音を保存する：録音中又は録音停止中に、録音ボタン
を押すと、ディスプレーに「保存しました」と表示され、
録音を保存します。
ご注意：
・失敗のない録音をするために、試しに録音してください。

・録音の頭切れを防ぐために、LED表示ランプの点灯やディスプレ
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イの録音表示を確認してから録音を開始しください。

・「FULL」と表示された場合は、これ以上録音できません。不要な

ファイルを消去してから録音してください。

再生につきまして
本体でファイルを再生する（内蔵スピーカーで）：
①ホーム画面で または ボタンで「フォルダー」を見
つけてください。見つけた後で ボタンを押して確定し
てください。（他の画面ではメニューボタンを長押しす
ると、ホーム画面に戻ります）
②「RECORD」フォルダを見つけて、 ボタンを押して
確定してください。 または ボタンで録音ファイルを
選んでください。（録音データのない場合は、「音声録
音ファイルが見つかりません」と表示されます。）
・ディスプレイに「RECORD」フォルダ以外のファイル
は製品にある他のファイルです。
③再生したい録音ファイルを見つけた後で、 ボタンを
押して確定してください。
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イヤホンやヘッドホンで再生する場合：
付属品のイヤホンで製品のイヤホンジャックに刺して、
以上の再生手続きで再生してください。（ヘッドホンは
別売りです）
・ 3.5mmのイヤホンやヘッドホンを使ってください。

再生中に、メニューボタンを押すと、「再生モード」、
「変速再生」、「プレイリストから削除」、「プレイリ
ストに追加する」と「削除」を設定できます。

・各設定メニュー一覧
メニュー 設定内容 設定内容 解釈

再生モード

繰り返し再生 -----

現在の録音の

み繰り返し再

生

ABリピート

再生設定

リピート回数 「01」から 10」

までの範囲で

設定できるリピート間隔
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変速再生 ----- ---- 「–8」倍速か

ら「+8」倍速

までの範囲で

設定できる

プレイリスト

に追加する

----- ---- 現在の録音を

プレイリスト

に追加する

プレイリスト

から削除

----- ----- 録音をプレイ

リストから削

除する

削除 はい・いいえ ---- 現在の録音を

削除する

ご注意：録音ファイルを見つける方法はもう一つありま
す。
①ホーム画面で または ボタンで「録音」を見つけて
ください。見つけた後で ボタンを押して確定してくだ
さい。
②「録音ファイル」を または ボタンで見つけて、 ボ



- 19 -

タンを押して確定してください。

録音ファイルの再生画面についての説明
画面 番号 説明

1 ファイル名

2 再生時間

3 再生の進行状況

4 再生ファイルの音質

5 A-Bリピートの表示

6 再生・中止の表示

7 順番に再生する表示

8 音量表示

9 音量表示

10 再生ファイルの時間

11 再生する時の動画

12 電池残量表示

13 録音ファイルの数

14 録音ファイルの表示

・「録音」機能の「RERORD」フォルダーから録音ファ
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イルを再生する時に、再生画面が音楽再生画面となりま
す。

再生を停止する：再生中に、 ボタンを押すと、録音を
中止します。

早送り・巻き戻しする：再生中に、 または ボタンを
長押しします。
ご注意：ボタンから手を離れると、その位置から再生し
ます。

ファイルの頭出しにする：
停止中に ボタンを押すと、次のファイルの頭出しにしま
す。
停止中に ボタンを押すと、現在のファイルの頭出しに
します。
ファイルの先頭位置で ボタンを押すと、前のファイル
の頭出しにします。
ヒント：停止中に、 または ボタンを押し続けると、
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連続してファイルをスキップします。

音量を調節する：再生中または再生停止する時に、 ボ
タンを押すと、右下の数字が赤くなります。その時に、
または ボタンで音量を調節してください。 ボタンを
押して音量を確定してください。その時に、右下の数字
が白くなってロックされます。（音量は「00」から「31」
の範囲で調節できます）
ご注意：
・イヤホンで聞く時に、音量をあまり上げると、聴覚障
害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。
耳への刺激を避ける為に、音量を「00」にしてからイヤ
ホンを入れてください。
・イヤホンを接続すると、スピーカーから音が出力され
ません。

繰り返し再生する（A/Bリピート再生する）：
解釈：再生中のファイルの一部分を繰り返し再生できま
す。
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①A/Bリピートしたいファイルを選び、再生を開始する
②A/Bリピート再生開始の位置で、 ボタンを押す
・「B」が点滅します。
③A/Bリピート再生の終了位置で、もう一度 ボタンを
押す
・「B」の点滅が中止されます。
・ A-B区間が確定し、A-Bリピート再生を開始します。
(録音ファイルの再生終了位置を A-B区間に設定できま
せん。)

A-Bリピート再生を解除する：
A-Bリピート再生中に、 ボタンを押して、再生を中止
します。また ボタンを押して、再生を続ける
・ A-Bリピート再生回数が 5回と設定しています。5回
再生した後で自動で A-Bリピート再生を解除します。必
要によって、再生中に、メニューボタンを押して、ABリ
ピート再生設定のリピート回数から再生回数を調節して
ください。
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音楽ファイルの再生について
①ホーム画面で または ボタンで「音楽」を探してく
ださい。
② を押して録音メニューに切り替えます。
・音楽メニュー一覧
メニュー 設定内容 解釈

すべての曲 -------- 本機にある全て
の音楽ファイル

録音ファイル ------- 本機にある全て
の録音ファイル

プレイリスト ------- 現在の音楽ファ
イルをプレイリ
ストに追加する

プレイリストを
更新する

------- 本機にある音楽
ファイルを改め
て読み込んで更
新する

前回に再生した
内容に戻る

------- 前回に再生した
録音・音楽に戻る
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音楽ファイルの再生画面についての説明
画面 番号 説明

1 再生の進行状況

2 再生時間

3 ファイル名

4 再生ファイルの音質

5 繰り返し再生する表示

6 再生・中止の表示

7 順番に再生する表示

8 音量表示

9 音量表示

10 イコライザーの表示

11 音楽ファイルの時間

12 電池残量表示

13 音楽ファイルの数

14 音楽ファイルの表示

音楽ファイルを再生中に、メニューボタンを押すと、「再
生モード」、「サウンド設定」、「プレイリストに追加」、
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「プレイリストから削除」と「削除」を設定できます。
・各設定メニュー一覧

メニュー 設定項目 設定内容 解釈

再生モー

ド

繰り返し再

生

リピート

オフ

１曲リピ

ート

全てリピ

ート

閲覧再生

繰り返し再生設定を行う

ABリピー

ト再生設定

リピート

回数 「01」から 10」までの範

囲で設定できるリピート

間隔

サウンド

設定

イコライザ

ー

オフ・ロッ

ク・ファン

ク・ヒップ

ホップな

ど

音楽ファイルを再生する

時に、ロック・ファンク・

ヒップホップなどの効果

を加える
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変速再生 「–8」倍速から「+8」倍

速までの範囲で設定でき

る

プレイリ

ストに追

加

----- ---- 現在の音楽ファイルをプ

レイリストに追加する

プレイリ

ストから

削除

----- ----- 音楽のファイルをプレイ

リストから削除する

削除 はい・いい

え

---- 現在の音楽ファイルを削

除する
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セッティングについて
・ボイスレコーダーの各種設定を変更する
メニュー 設定項目 設定内容 解釈

省エネルギー

モード

--------

オフ・ 10分・ 15

分・30分・60分・

120分

10分を設定する

と、電源 ONのま

まで、操作しない

と、10分後に、ボ

イスレコーダーは

自動で電源が切れ

ます。 ボタンを

長押しすると、パ

ワーオンになりま

す。

ディスプレイ 明るさ ラベル 1からラベ

ル 5まで

ディスプレイの明

るさを設定する

展示時間 10秒・ 15秒・ 20

秒・30秒・常にオ

ン

10秒を設定する

と、電源 ONのま

まで、操作しない

と、10秒後に、デ
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ィスプレイが暗く

なる

言語/Language

--------

28種の言語があ

る

システム言語を設

定する

日付/時刻

時刻設定

時間形式設定・時

間設定

「日付・時刻を設

定する」をご覧く

ださい

日付設定

日付形式設定・日

付設定

「日付・時刻を設

定する」をご覧く

ださい

パスワードの

設定

--------

オン・オフ --------

--------

パスワードの設定 パスワードを設定

する

情報 --------

バージョン情報 本機のバージョン

情報について
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空き容量 空き容量を確認す

る

出荷設定に戻

す --------

出荷設定を戻しま

すか？

はい・いいえ

--------

フォーマット

する --------

全てのデータを削

除されますか？続

行しますか？

はい・いいえ

製品をフォーマッ

トする

（フォーマットす

る前に、資料をバ

ックアップしてく

ださい）

セッティング

を終了する -------- --------

確定すると、ホー

ム画面に戻る

・パスワードを忘れた場合は、万能パスワードの「181818」
を入力して、メニューボタンを長押ししてください。（万
能のパスワードを入力した後で、元のパスワードが無効
化されます。）
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ツールについて
・カレンダー、ストップウォッチ、アラームとして利用できます。

メニュー 設定項目 内容

ストップウォッ
チ

-----------

ボタンを押す
と、カウントアッ
プを開始します。
また、
ボタンを押す

と、カウントアッ
プを中止する。

アラーム

オン・オフ -----------

時間設定 アラームの時間
を設定する

サイクル サイクルを一回・
毎日・出勤日に設
定する

アラームメロデ
ィー

メロディーの内
容を設定する
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パソコンでの活用について

パソコンの動作環境：
本機で録音したファイルを USB接続でパソコンに保存
する際の動作環境です。

Windows OS：
Winodws Vista /Windows 7/Windows 8/Windows10標準イ
ンストール

対応パソコン：
１つ以上空きのある USBポートを装備したWindows対
応パソコン
・動作環境を満たしていても、アップグレードしたもの、
マルチブート環境、自作パソコンとの互換機については
動作保証外とさせていただきます。

Macintosh OS：
Mac OS X 10.5~10.11標準インストール
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対応パソコン：
１つ以上空きのある USBポートを装備した Apple

Macintosh シリーズ

本機をパソコンに接続して扱う場合の注意事項
・データ伝送できる USBケーブルを使って接続してください。（USB

ケーブルを利用する前に、他のデバイスに接続し、確認してくださ

い。）

パソコンに接続する：
①パソコンを起動する
②USBケーブルをパソコンの USBポートに接続する
③本機が停止していることを確認し、本機の USBポート
へ USBケーブルを接続する
・接続すると、本機のディスプレイに「Daping」の後に、「充電&

転送」と「充電&再生」が表示されます。

「充電&転送」を選んだ場合は、パソコンで充電しながら、本機の

ファイルをパソコンとデータ伝送することはできます。でも、充電

中に、本機を操作することができません。

「充電&再生」を選んだ場合は、パソコンで充電しながら、本機を
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操作することができます。

ご注意：接続した後で、本機のディスプレイに「①②③④⑤」が表

示されて、カウントダウンします。５秒以内に、 または ボタン、

或いは、 または ボタンで「充電&転送」と「充電&再生」を選

ばないと、自動的に「充電&転送」と確定されます。

ヒント：
・Windowsの場合、「コンビューター」を開くと、製品
の型番のドライブ名（DP20–Pro）で認識されます。
・Macの場合は、デスクトップに製品の型番のドライブ
名（DP20–PRO）で認識されます。
・パソコンの USBポートについては、ご使用のパソコン
の取扱説明書をご覧ください。

ご注意：
・USBケーブルは奥まで確実に差し込んでください。正
しく接続されていない場合は、正常に動作しません。
・USBハブを経由して本機を接続すると、動作が不安定
になることがあります。この場合、USBハブを使用しな
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いでください。
・他の USBケーブルに変えて利用する場合は、動作確認
済みの合格品を使用してください。

ファイルをパソコンに取り込む
・録音したファイルは、パソコン上では「RECORD」と
いう名前のフォルダの中に保存されています。

Windows OS:

①本機をパソコンに接続する
②「コンピューター」を開いて、製品の型番のドライブ
名（DP20–Pro）で認識されます。
③「RECORD」のフォルダをクリックする
④データをコピーする
⑤本機をパソコンから取り外す

Mac OS:

①本機をパソコンに接続する
・Mac OSに本機を接続すると、デスクトップ上に製品
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の型番のドライブ名（DP20–PRO）で認識されます。
②デスクトップの製品名のリムーバブルアイコンをダブ
ルクリックして、「RECORD」のフォルダをクリックす
る
③データをコピーする
④本機をパソコンから取り外す

ご注意：
ファイルを取り込む途中で、絶対に USB接続を取り外さ
ないでください。データが破損する恐れがあります。

パソコンで時間同期化する（Windows環境）
①本機をパソコンに接続する
②「コンピューター」を開いて、製品のドライブを見つ
ける
③「Settime」のフォルダーを開く
④「SetDigitRecorderTm.exe」のファイルをクリックすれ
ば、PCとの時間を同期化できます。
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「SetDigitRecorderTm.exe」が MAC環境には適用できな
いため、本機で日付・時刻を設定してください。

パソコンで録音したファイルを再生する
①本機をパソコンに接続する
②「コンピューター」を開いて、製品のドライブを見つ
ける
③「RECORD」のフォルダをクリックして、再生したい
ファイルを選ぶ

ご注意：
録音したファイルはWAV形式なので、WAV再生可能な
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再生ソフトで再生してください。
（推奨の再生ソフト：Windows環境：Quick Time Player
又は windows media player

Mac環境：iTunes又は vlc media player）
・iTunesで再生できない場合は iTunesのバージョンが低
いからと思われます。バージョンアップしてみてくださ
い。

故障かな？と思ったら
症状 考えられる原因 対応方法

ディスプレイに何

も表示されない

電池残量がない 充電してください

電源が切れている 電源を入れてくださ

い

ソフト・パワーオフ

になっている

ボタンを長押し

してください

操作できない

電池残量がない 充電してください

電源が切れている 電源を入れてくださ

い

ソフト・パワーオフ ボタンを長押し
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になっている してください

録音できない

メモリ残量がない 必要のないファイル

を消去してください

ファイル件数が最大

記録件数（9999）に

なっている

必要のないファイル

を消去してください

再生音が聞こえな

い

イヤホンジャックに

イヤホンを接続して

いる

内蔵スピーカーから

出力する場合はイヤ

ホンを取り外してく

ださい

音量が「0」になって

いる

音量を調節してくだ

さい

連続録音時間が 40

時間未満です

音質の設定が

512KBPS以上です

また、VOR機能をオ

ンにしていません。

音質を 512KBPSに設

定してください。

また、VOR機能をオ

ンにしてください。

再生スピードが遅

い（速い）ように聞

こえる

再生スピードが変更

されている

再生スピードを設定

してください
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再生時に騒音があ

る

録音時に本機をこす

ったりした

-----------------

録音時、再生時に本

機を携帯電話や蛍光

灯などの近くに置い

ている

操作時に本機の位置

を変えてください

パソコンで認識し

ない。パソコンから

フォルダ、ファイル

が転送できない

接続不良

パソコンからレコー

ダーを外し再度接続

してください。

別の動作確認ずみの

USBケーブルに変え

てください

パソコンの USBポ

ートは認識できない

お使いのパソコンの

別の USBポートに接

続してください

充電できない USBケーブルや充

電器が壊れた

別の USBケーブルや

充電器に変えてくだ

さい。
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録音ファイルを選

んで再生する時に、

「サポートされて

いない録音形式」な

ど表示される

①保存する時に、録

音ファイルが破損さ

れている、または録

音時間が短すぎる

サポートしていない

ファイル

パソコンと接続して、

再生不能のファイル

を消去してください

主な仕様
型番 ボイスレコーダー DP20-Pro

ディスプレー サイズ：１.8 インチ TFT
解像度：128*160 LCD

電池 リチウムイオン電池：400mA 3.7V
1.44WH

マイク 無指向性マイク（左右二つ）
イヤホンジャッ

ク
３.5mm

充電時間 ２時間ぐらい
（電源の出力：DC5V ==500mA--1A）
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録音形式 MP3/WAV

録音音質
MP3(32Kbps、64Kbps、128Kbps、

192Kbps)
WAV(512Kbps、768Kbps、

1024Kbps、1536Kbps)

再生できる形式 MP3 、WMA、WAV、FLAC、AAC
連続録音時間
（フル充電）

40時間ぐらい
（音質：512KBPS VOR機能オン）

連続再生時間
（内蔵スピーカ

ー）

15時間ぐらい

連続再生時間
（イヤホン）

20時間ぐらい

録音ファイル時
間（8GB）

36.5 時間ぐらい（音質 512KBPS）

録音ファイル時
間（16GB）

73時間ぐらい（音質512KBPS）

録音ファイル時
間（32GB）

146時間ぐらい（音質512KBPS）
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USBポート MICRO 5PIN USB2.0
システム言語 日本語、英語、中国語など 28種の言

語がある
使用温度 -10℃～40℃
サイズ 100MMX39mmX10.5mm
質量 75g

・録音ファイル時間が 73時間とは、全ての録音ファイ
ルの時間を計算すると、73時間まで録音できるというこ
とです。
・連続録音時間が 40時間とは一回フル充電したら、40
時間連続使用可能とのことです。お間違えないように、
お願い致します。
・本機の仕様及び外観は性能改良などのため、予告なく
変更する場合がありますので、予めご了承ください。
・製品のソフトウェアが一部分のストレージ容量を占め
ますので、名目容量と異なることが正常です。

安全に正しくお使いいただくために
・ご使用前にこの内容をお読みの上、正しく安全にお使いください。
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また、お読みになった後は、いつでもみられるように必ず手元に保

管してください。

本機について

・可燃性ガス、爆発生ガスなどが大気中に存在する恐れのある場所

では使用しないでください。（引火・爆発の原因となります）

・分解、修理、改造をしないでください。（感電、けがをする恐れ

があります）

・車両（自転車、バイク、車など）の運転をしながら操作しないで

ください。（交通事故などの原因となります）

・本機を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。

・異臭、異常音、異常に熱い、煙が出るなどの異常を感じた時はご

使用を中止してください。

・水に落としましたら、使用しないでください。

・航空機内や病院など使用に制限のある場所では使用をおやめにな

るか。その場所の指示に従ってください。

使用上のご注意

・電気製品でバッテリーの機能性を維持するために、普段に使用し

ない場合でも 3ヶ月ごとに充電してください

・直射日光下の車の中や夏の海岸など、高温・多湿の場所に放置し
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ないでください。

・湿気や誇りの多い場所に保管しないでください。

・水気がついたら、直ぐに乾いた布で水分を拭き取ってください。

特に塩分は禁物です。

・砂や泥を被らないようにご注意ください。

・強い振動やショックを与えないでください。

・水気の多い場所で使用しないでください。

・磁気カードをスピーカーやイヤホンの近くに置くと、磁気カード

に格納されたデータに異常が生じることがあります。

・録音中や再生中に ICレコーダーを電灯線・携帯電話や蛍光灯など

に近づけないでください。ノイズが入ることがあります。

＜データ消失に関する注意事項＞

・内臓メモリへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理などで破壊

されたり消えることがあります。

・また、内臓メモリは長時間の保存や繰り返し使用するうちに書き

込みや読み出し、消去などができなくなることがあります。

・大切な記録内容はパソコンのハードディスクや他の記録メディア

にバックアップし、保存されることをお勧めします。

・記録されたデータの破壊・消失による損害及び逸失利益などに関

しては、その内容や原因に関わらず、当社では一切その責任を責い
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かねますので、ご了承ください。

＜録音したファイルに関する注意事項＞

・本機やパソコンの故障により、録音したファイルが消去されたり

再生不能となった場合でも、当社では一切その責任を責いかねます

ので、ご了承ください。

・あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権

法上、権利者に無断で使用することはできません。

＜本機の譲渡や廃棄に関する注意事項＞

・初期化や消去を行っても、ファイルの管理情報が交換されるだけ

で内臓メモリに記録したデータは完全に消去されません。譲渡また

は廃棄の際には、初期化したあと、残り時間がなくなるまで無音録

音するなどして、個人情報の流出を防いでください。

商品保証・アフターサービスについて
商品には一年安心保証が付いておりますので、使用中に
何か問題がありましたら、遠慮なくアマゾンの注文履歴
から又は dapingservice@gmail.comまでご連絡くださ
い。


