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安全にお使いいただくために
この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

製品をご使用の際は、使用上
の注意に従ってください。

このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。

このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。

このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

注意事項を読んでください。

注意事項を守ってください。

すべての警告に従ってください。

すべての注意事項に従ってください。

水の近くで使用しないでください。

お手入れの際は、乾いた布を使用してください。

液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置

を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れが

あるので、使用しないでください。

取扱説明書に従って設置してください。

暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音

楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かな

いでください。

電源プラクは、危険防止のために、正しく使用し

てください。アース端子付の電源プラグは、2つ

のブレードのほかに棒状のアース端子が付いてい

ます。これは、安全のためのものです。ご利用の

コンセント差込口の形状に合わないときは、専門

の業者にコンセントの取り替えを依頼してくださ

い。

電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないよ

うに注意してください。特にプラグ部、コンセント

差込口、本装置の出力部分に注意してください。

付属品は、メーカが指定しているものを使用して

ください。

音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テー

ブルに載せて使用してください。設置の際、ケー

ブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の

原因にならないよう注意してください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、

プラグを抜いてください。

修理やアフター・サービスについては、専用窓口

にお問い合わせください。電源コードやプラグが

損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物

を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらさ

れたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、

修理が必要となります。

本装置は、正常に動作していても熱を発生します

ので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通し

の良い場所でご利用ください。

本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピー

カで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐

れがあります。（聴力低下や、耳鳴りを感じたら、

専門の医師にご相談ください）。

水がかかるような場所に置かないでください。花

瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入った

ものを本装置の上に置かないでください。

警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさ

ないでください。
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＜お問い合わせ＞

株式会社ニュマークジャパンコーポレーション
カスタマ・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23
オーク南麻布ビルディング6階

TEL：03-6277-2231　FAX：03-6277-0025

[ WEB ] 

 

http://numark.co.jp/denon_pro/



Unit

Maximum 10°

ユーザ・ガイド

はじめに

同梱品

・ DN-300Z 本体
・ 電源ケーブル
・ FM 室内アンテナ
・ AMループアンテナ

・ Bluetoothアンテナ
・ リモート・コントロール
・ User Guide（英文）
・ Safety and Warranty Manual（英文）

サポート

安全にご使用いただくために

製品についての最新情報（動作環境や互換性に関する情報など）のご確認は、
ウェブサイトnumark.co.jp/denon_pro/で行ってください。

詳細については、同梱のSafety and Warranty Manual（英文）も併せてお読みください。

電源を入れる前に：

正しい通気について：

結露について：

携帯電話の使用についての注意：

機器の移動について：

手入れについて：

ラックマウントの際の注意：
（機器を組み込むラックの規格）

ラックへの取り付け：

全ての接続が確実で間違いがなく、接続ケーブルにも問題がないことを確認してくだ
さい。機器がオフの状態でも、一部の回路には電源が供給され続けています。長期
間にわたって機器を使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

機器が通気性の悪い部屋や、たばこの煙や埃などにさらされる状況に長期間置かれる
と、ピックアップの光学系の表面が汚れて、正しく動作しなくなる可能性があります。

機器の内部と周囲の環境の温度に大きな差があると、機器内部に結露が起こり、正
しく動作しなくなる可能性があります。このような場合は、機器の電源をオフにしたま
ま1 ～ 2 時間置いて、機器内外の温度差がほとんど無くなるのを待ってください。

本体の近くで携帯電話を使用すると、ノイズが発生する可能性があります。このよう
な場合は、本体から離れた所で携帯電話を使用してください。

機器を移動する際には、電源をオフにして、電源ケーブルもコンセントから抜き、他
の機器に接続したケーブルを抜いてから移動するようにしてください。

筐体やコントロールパネルは、清潔で柔らかい布で拭いてください。化学性のクリー
ナを使用する場合は、使用説明書の用法に従ってください。ベンジンや塗料用のシンナ、
殺虫剤その他、有機溶剤を含む液体で機器を清掃しないでください。これらの物質は
素材の変質や色落ちの原因となる可能性があります。

EIA 標準 19 インチ（48.3cm）ラック、1U サイズ互換ラックおよび、本体を支える
ことのできるレールや棚の付いたラックを使用してください。

本製品は、フロントパネルが垂直から最大
10 度以内であれば、傾けて使用することが
できます。これ以上傾けると、ディスクの装
填や排出が正しく行われなくなる恐れがあり
ます（図参照）。



機能

1. POWERボタン：このボタンを押して、機器の電源のオン／オフを切り替えます。AC IN端子とコンセン 
 トが正しく接続されていることを確認してください。メディアの再生中に電源をオフにしないでください―― 
 メディアが損傷する恐れがあります。
2. AUX IN 端子：1/8インチ（6.35mm）TRSケーブルで別売りの機器を接続します。詳細については、 
 操作＞外部機器からのオーディオ再生の項を参照してください。
3. USBポート：マス・ストレージ・クラスのUSB 機器を接続します。詳細は、操作＞オーディオ・ファ 
 イルの再生の項を参照してください。
4. リモート・センサ：リモート・コントロールはこのセンサに向けて操作してください。詳細については、リ
 モート・コントロール＞操作範囲の項を参照してください。
5. CDスロット：CDはこのスロットに挿入します。詳細は、操作＞オーディオCDの再生の項を参照してく 
 ださい。
6. MEDIA ボタン：このボタンを押して、メディア選択画面に入ります。詳細は、操作＞メディア再生モード 
 の選択の項を参照してください。
7. REPEAT ボタン：CD、USBまたは SDモードでこのボタンを押すと、リピート再生モードのリピート・
 ワン、リピート・オール、またはリピート・オフの選択ができます。詳細は、操作＞オーディオCDの再 
 生およびオーディオ・ファイルの再生の項を参照してください。
 ■ AUTO PRESET ボタン：FM/AMモードでこのボタンを押すと、自動的に受信可能なラジオ局をス
 キャンして、プリセット・メモリに登録します。詳細は、操作＞ラジオの使用の項を参照してください。
 ■ DEVICE SEL ボタン：Bluetooth モードでこのボタンを押すと、本体と以前にペアリングを行ったこ 
 とのあるBluetooth 機器がリスト内から選択できます。詳細は、操作＞Bluetooth 機器からのオーディオ 
 再生の項を参照してください。
 ■ POWER-ON PLAYボタン：このボタンを長押しすると、パワー・オン・プレイ機能のオン／オフが 
 切り替わります。詳細は、操作＞追加機能＞パワー・オン・プレイの項を参照してください。
8. RANDOMボタン：CD、USBまたは SDモードでこのボタンを押すと、ランダム再生のオン／オフが選 
 択できます。詳細は、操作＞オーディオCDの再生またはオーディオ・ファイルの再生の項を参照してく 
 ださい。
 ■ MEMORYボタン：FM/AMモードでこのボタンを押すと、プリセット・メモリ登録モードに入ります。 
 その後でナンバ・ボタン（0 ～ 9）を押すと、受信中のラジオ局がそのメモリ・ナンバに登録されます。こ 
 のボタンを長押しすれば、選択されたメモリ・ナンバのラジオ局の登録が消去されます。詳細は、操作＞ 
 ラジオの使用の項を参照してください。
 ■ PARING ボタン：Bluetooth モードでこのボタンを長押しすると、近くにあるBluetooth 機器と本体 
 のペアリングが行われます。詳細は、操作＞Bluetooth 機器からのオーディオ再生の項を参照してくださ 
 い。
9. ALL/FOLDERボタン：CD、USBまたは SDモードでこのボタンを押すと、フォルダ・ビューとオール・ 
 ビューの選択ができます。詳細は、操作＞オーディオ・ファイルの再生の項を参照してください。
 ■ AUTO MUTE ボタン：FM/AMモードでこのボタンを押すと、オート・ミュート機能のオン／オフが 
 切り替わります。詳細は、操作＞ラジオの使用の項を参照してください。
10. TEXT ボタン：CD、USBまたは SDモードでこのボタンを押すと、ディスプレイの表示情報がファイル
 ネームまたはその他の文字情報から選択できます。詳細は、操作＞オーディオ・ファイルの再生の項を参 
 照してください。
 ■ LOCKボタン：このボタンを長押しすると、パネル・ロックのオン／オフが切り替わります。詳細は、 
 操作＞追加機能＞パネル・ロックの項を参照してください。
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11. EJECT ボタン：このボタンを押すと、CDスロットからCDが排出されます。
12. ディスプレイ：本体の現在の動作状況がこの画面に表示されます。詳細は、ディスプレイの項を参照して 
 ください。
13. SDカード・スロット：SD ／ SDHCカードをこのスロットに挿入します。詳細は、操作＞オーディオ・
 ファイルの再生の項を参照してください。
14. SEARCHボタン：CD、USBまたは SDモードでこれらのボタンのうちのいずれかを長押しすると、巻き 
 戻し／早送りの操作ができます。最初は通常の再生スピードの 5 倍、1 秒以上長押しすると30 倍の速度 
 での巻き戻しや早送りになります。Bluetooth モードでAVRCP 互換の機器を使用する場合も、これらの 
 ボタンのいずれかを長押しすれば、巻き戻しや早送りができます。
 ■ TUNINGボタン：FM/AMモードでこれらのボタンのいずれか 1つを押すと、受信周波数の値を1 
 段階ずつ増減できます。ボタンを1 秒以上長押しすると、受信中のラジオ局のひとつ前あるいは後の隣の 
 ラジオ局が明瞭に受信できる状態になります。
15. STOPボタン：このボタンを押すと、再生が停止します。
16. PLAY/PAUSE ボタン：このボタンを押して、再生の開始、一時停止から再生状態への復帰および一時 
 停止の操作をします。
17. ナンバ・ボタン（0～ 9）：CDモードでは、これらのボタンのうちの1つを押すと、対応したトラックを 
 直接再生できます。トラック・ナンバが 2 桁の場合は、ボタンを続けて押します（例：トラック12なら1 
 を押した後で 2を押す）。詳細は、操作＞オーディオCDの再生の項を参照してください。
 FM/AMモードでは、これらのボタンの1つを押すと、それぞれにプリセットされたラジオ局を直接選択で 
 きます。プリセット・ナンバが 2 桁の場合は、ボタンを続けて押します（例：プリセット12なら1を押し 
 た後で 2を押す）。詳細は、操作＞ラジオの使用の項を参照してください。
 ■ BACK ボタン：CD、USB または SD モードおよびフォルダ・ビューの際にナンバ・ボタンの 0 
 （BACKと表示されています）を押すと、フォルダの階層が 1つ上がります。詳細は、操作＞オーディオ・ 
 ファイルの再生の項を参照してください。
18. ジョグ・ダイヤル：このダイヤルを回して、ディスプレイに表示されたオプション（メディア選択画面のメ
 ディア・タイプや、CD、USBまたは SDモードでのファイル／フォルダなど）を順に閲覧します。選択し 
 た項目は、ダイヤルを押して確定します。
 Bluetooth モードでAVRCP 互換の機器を使用する場合は、このダイヤルを回してトラックを選択します。

1. メディア・タイプ：CD、USB、SD、AUX、BT、FM 
 または AMのうち、現在選択中のメディアが表示されます。 
 詳細は、操作＞メディア再生モードの選択の項を参照して 
 ください。
2. 再生動作アイコン：現在の再生モードを示す様々なアイコ 
 ンが表示されます：
  再生  　　 巻戻し
  一時停止 　　 早送り
  停止
3. 情報：演奏中のメディアや現在の状態についての追加情報が表示されます。
4. トラック／ファイル・ナンバ：トラックまたはファイルのナンバが表示されます。
 プリセット・ナンバ：FM/AMモードでプリセット・メモリに登録したラジオ局を受信していれば、そのプリ
 セット・ナンバが表示されます。詳細は、操作＞ラジオの使用の項を参照してください。
5. パネル・ロック：パネル・ロックがオンの状態では、鍵のマークが点灯します。詳細は、操作＞追加機能 
 ＞パネル・ロックの項を参照してください。
6. 演奏時間：CD、USBまたは SDモードでは、演奏の経過時間または残り時間が hh（時間）：mm（分） 
 ：ss（秒）の形式で表示されます。詳細は、操作＞オーディオCDの再生またはオーディオ・ファイルの 
 再生の項を参照してください。
 周波数：FM/AMモードでは、受信中のラジオ局の周波数が表示されます。詳細は、操作＞ラジオの使 
 用の項を参照してください。

ディスプレイ
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7. ファンクション・アイコン：使用中の機能を示す様々なシンボルが表示されます：
  ランダム再生（詳細は、操作＞オーディオCDの再生またはオーディオ・ファイルの再生の項を参 
  照してください）
  リピート・ワン（詳細は、操作＞オーディオCDの再生またはオーディオ・ファイルの再生の項を 
  参照してください）
  リピート・オール（詳細は、操作＞オーディオCDの再生またはオーディオ・ファイルの再生の項 
  を参照してください）
  オール・ビュー（詳細は、操作＞オーディオ・ファイルの再生の項を参照してください）
  フォルダ・ビュー（詳細は、操作＞オーディオ・ファイルの再生の項を参照してください）
  オート・ミュート（詳細は、操作＞ラジオの使用の項を参照してください）
  パワー・オン・プレイ（詳細は、操作＞追加機能＞パワー・オン・プレイの項を参照してください）

1. FMアンテナ端子：同梱の FMアンテナをこの端子に接続します。
2. AMアンテナ端子：同梱のAMループアンテナをこの端子に接続します。詳細は、セットアップ／接続ダ 
 イアグラムの項を参照してください。
3. TUNER REGION SELECTスイッチ：1（北および南アメリカ）、2（ヨーロッパおよびアジア太平洋 
 地域）、3（日本）のうち、お住まいの地域に合わせて設定します。
 注意：本体の電源がオンになっている場合は、このスイッチの設定を変更した後、いちど本体の電源をオ 
 フにしてから再びオンにすると、選択した設定が有効になります。
4. TUNER OUTPUT 端子（アンバランス）：FM/AMラジオのオーディオ信号を出力します。外部のスピー 
 カ・システムやサウンド・システムなどには、この端子からRCAケーブルで接続してください。詳細は、セッ 
 トアップ／接続ダイアグラムの項を参照してください。
5. CD/USB/SD/AUX/BT OUTPUT 端子（アンバランス）：CDやUSB 機器（マス・ストレージ・ク
 ラス）、SDカード、AUX IN 端子に接続した機器、Bluetoothで接続された機器のオーディオ信号を出 
 力します。外部のスピーカ・システムやサウンド・システムなどには、この端子からRCAケーブルで接続し 
 てください。詳細は、セットアップ／接続ダイアグラムの項を参照してください。
6. Bluetooth ANTENNA 端子：同梱のBluetoothアンテナをこの端子に接続します。このアンテナで、 
 Bluetooth 接続した機器とBluetooth 信号を送受信します。詳細は、セットアップ／接続ダイアグラム 
 の項を参照してください。
7. AC IN：付属の電源ケーブルを接続します。詳細は、セットアップ／接続ダイアグラムの項を参照してく 
 ださい。
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1. CD/USB/SD/AUX/BT ボタン：このボタンを押す度に、CD、 
 USB、SD、AUXおよび Bluetooth モードが順次切り替わります。 
 詳細は、操作＞メディア再生モードの選択の項を参照してください。
2. FM/AMボタン：このボタンを押す度に、FMおよび AMモードが 
 切り替わります。詳細は、操作＞メディア再生モードの選択の項を 
 参照してください。
3. TIME ボタン：CD、USBおよび SDモードでこのボタンを押すと、 
 ディスプレイのタイム・モードが切り替わります。詳細は、操作＞オ 
 ーディオCDの再生またはオーディオ・ファイルの再生の項を参照 
 してください。
4. イジェクト・ボタン：このボタンを押すと、CDスロットからCDが 
 排出されます。
5. スキップ・ボタン：CD、USBおよび SDモードでこれらのうちいず 
 れかのボタンを押すと、前あるいは次のトラックに移動できます。詳細は、操作＞オーディオCDの再生 
 またはオーディオ・ファイルの再生の項を参照してください。
 FM/AMモードでこれらのうちいずれかのボタンを押すと、プリセット・ナンバの1つ前または後のラジオ 
 局に切り替えられます。詳細は、操作＞ラジオの使用の項を参照してください。
 Bluetooth モードでAVRCP 互換の機器を使用している場合は、これらのうちいずれかのボタンを押すと、 
 前あるいは次のトラックに移動できます。
6. 再生／一時停止ボタン：このボタンを押して、再生の開始、一時停止から再生状態への復帰および一時 
 停止の操作をします。
7. FOLDER/ALL ボタン：CD、USBおよび SDモードでこのボタンを押すと、フォルダ・ビューとオール・ 
 ビューが切り替わります。詳細は、操作＞オーディオ・ファイルの再生の項を参照してください。
8. サーチ・ボタン：CD、USBまたは SDモードでこれらのボタンのうちのいずれかを長押しすると、巻き戻 
 し／早送りの操作ができます。最初は通常の再生スピードの 5 倍、1 秒以上長押しすると30 倍の速度で 
 の巻き戻しや早送りになります。
 Bluetooth モードでAVRCP 互換の機器を使用する場合も、これらのボタンのいずれかを長押しすれば、 
 巻き戻しや早送りができます。
 チューニング・ボタン：FM/AMモードでこれらのボタンのいずれかを押すと、受信周波数の値を1 段階 
 ずつ増減できます。ボタンを1 秒以上長押しすると、受信中のラジオ局のひとつ前あるいは後の隣のラジ 
 オ局が明瞭に受信できる状態になります。
9. 停止ボタン：このボタンを押すと、再生が停止します。
10. AUTO PRESET ボタン：FM/AMモードでこのボタンを押すと、自動的に受信可能なラジオ局をスキャ 
 ンして、プリセット・メモリに登録します。詳細は、操作＞ラジオの使用の項を参照してください。
11. ナンバ・ボタン（0～ 9）：CDモードでは、これらのボタンのうちの1つを押すと、対応したトラックを 
 直接再生できます。トラック・ナンバが 2 桁の場合は、ボタンを続けて押します（例：トラック12なら1 
 を押した後で 2を押す）。詳細は、操作＞オーディオCDの再生の項を参照してください。
 FM/AMモードでは、これらのボタンの1つを押すと、それぞれにプリセットされたラジオ局を直接選択で 
 きます。プリセット・ナンバが 2 桁の場合は、ボタンを続けて押します（例：プリセット12なら1を押し 
 た後で 2を押す）。詳細は、操作＞ラジオの使用の項を参照してください。
 カーソル・ボタン：CD、USBまたは SDモードでは、これらのボタンでファイルやフォルダを選択します。 
 詳細は、操作＞オーディオ・ファイルの再生の項を参照してください。
12. MEMORYボタン：FM/AMモードでこのボタンを押すと、プリセット・メモリ登録モードに入ります。そ 
 の後でナンバ・ボタン（0 ～ 9）を押すと、受信中のラジオ局がそのメモリ・ナンバに登録されます。この 
 ボタンを長押しすれば、選択されたメモリ・ナンバのラジオ局の登録が消去されます。詳細は、操作＞ラ 
 ジオの使用の項を参照してください。
13.  AUTO MUTE ボタン：FM/AMモードでこのボタンを押すと、オート・ミュート機能のオン／オフが切 
 り替わります。詳細は、操作＞ラジオの使用の項を参照してください。

リモート・コントロール
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14. TEXT ボタン：CD、USBまたは SDモードでこのボタンを押すと、ディスプレイの表示情報がファイルネ 
 ームまたはその他の文字情報から選択できます。詳細は、操作＞オーディオ・ファイルの再生の項を参照 
 してください。
 LOCKボタン：このボタンを長押しすると、パネル・ロックのオン／オフが切り替わります。詳細は、操 
 作＞追加機能＞パネル・ロックの項を参照してください。
15. REPEAT ボタン：CD、USBまたは SDモードでこのボタンを押すと、リピート再生モードのリピート・
 ワン、リピート・オール、またはリピート・オフの選択ができます。詳細は、操作＞オーディオCDの再 
 生およびオーディオ・ファイルの再生の項を参照してください。
 POWER-ON PLAYボタン：このボタンを長押しすると、パワー・オン・プレイ機能のオン／オフが切り 
 替わります。詳細は、操作＞追加機能＞パワー・オン・プレイの項を参照してください。
16. ENTERボタン：このボタンを押して、選択を確定します。
17. RANDOMボタン：CD、USBまたは SDモードでこのボタンを押すと、ランダム再生のオン／オフが選 
 択できます。詳細は、操作＞オーディオCDの再生またはオーディオ・ファイルの再生の項を参照してく 
 ださい。
 PARING ボタン：Bluetooth モードでこのボタンを長押しすると、近くにあるBluetooth 機器と本体の 
 ペアリングが行われます。詳細は、操作＞Bluetooth 機器からのオーディオ再生の項を参照してください。

重要：リモート・コントロールを最初に使用する時には、バッテリ・コンパートメントから
絶縁シートを引き抜いてください（図参照）。

バッテリの交換（図参照）
1. リモート・コントロールの裏面にある小さなタブを大きなタブに
 向かって押しながら、バッテリ・ケース部分を引き出します。
2. バッテリ・ケースから使用済みのリチウム・バッテリを取り出し、
 陽極（+）の側が図のように見える向きに新しいバッテリを
 装着します。
3. バッテリ・ケースを元の位置に戻します。

重要：リチウム・バッテリは使用法を誤ると、発熱や発火、破裂の可能性があります。使用したり交換したりす
る際には、以下の点に注意してください。
● 同梱のバッテリは、リモート・コントロールの機能確認用です。
● リチウム・バッテリは CR2025タイプをご使用ください。
● バッテリは絶対に充電しないでください。バッテリを乱暴に扱ったり分解したりしないでください。
● バッテリを交換する際には、極性の向きが正しくなるように装填してください。
● 高温になる場所や直射日光下にバッテリを放置しないでください。
● バッテリは乳幼児の手の届かない場所に保管してください。バッテリを飲み込んだ場合は、速やかに医師 
 に相談してください。
● 電解液が漏れた場合は、速やかにバッテリを取り出してください。電解液は皮膚や衣服に火傷や焦げを負 
 わせる危険があります。電解液が皮膚や衣服に付着した場合に、速やかに水道水で洗い流し、医師に相 
 談してください。
● バッテリを廃棄する際には、テープで端子を絶縁してから、廃棄する地域の規則に従って、火の気のない 
 場所に捨ててください。

バッテリの使い方

バッテリ

大きなタブ

小さなタブ



重要：ケーブルはしっかりと正しく（ステレオ・ケーブルは左右のチャンネルを間違わずに）接続し、電源ケー
ブルとは一緒にまとめないでください。
1. ステレオのRCAケーブルで TUNER OUTPUT（アンバランス）と外部のレシーバーやアンプなどのアナ 
 ログ入力を接続します。TUNER REGION SELECTスイッチが、1（北および南アメリカ）、2（ヨー
 ロッパおよびアジア太平洋地域）、3（日本）のうち、ご使用の地域に合わせて設定されていることを確認 
 してください。
 注意：本体の電源がオンになっている場合は、このスイッチの設定を変更した後、いちど本体の電源をオ 
 フにしてから再びオンにすると、選択した設定が有効になります。
2. ステレオのRCAケーブルで、CD/USB/SD/AUX/BT OUTPUT 端子（アンバランス）と外部のレシー 
 バーやアンプなどのアナログ入力を接続します。
3. 同梱のBluetoothアンテナをBluetooth ANTENNA 端子に接続します。
4. 同梱の FMアンテナを FM ANTENNA 端子に接続します。
5. 同梱のAMアンテナのループをAM ANTENNA 端子に
 接続します。AMループアンテナのリード線が、パネルの金
 属部分に接触していないことを確認してください（外部 AM
 アンテナを使用する際でも、AMループアンテナは外さない
 でください）。
 AMアンテナのループを壁に掛ける場合は、釘や画鋲で（ループを組み立てずに）壁に固定してください。
 AMアンテナのループを平らなものの上に置く場合は、アンテナを組み立ててください（下図参照）：
  i. スタンド部分をループアンテナの底に後ろから通し、前側に曲げます。
  ii. 突出部分をスタンドの角穴に差し込みます。
6. すべての接続が完了したら、付属の電源ケーブルをAC IN に接続します。

セットアップ／接続ダイアグラム

動作範囲

16.4 feet / 5 meters 

30° 30°

およそ

リモート・コントロールは、機器のセンサに向けた
状態で操作してください。
参考：リモート・コントロールのセンサに直射日光
や強力な照明（インバーター式の蛍光灯など）や赤
外灯の光が当たっていると、リモート・コントロー
ルが正常に動作しない場合があります。

同梱品の項に記述のない製品は別売です。

.6.2.1 .3.5.4

FMアンテナ

AMアンテナ・ループ レシーバ、アンプなど Bluetoothアンテナ 電源

ii. i. 

AMループアンテナ

突出部分

角穴

スタンド



再生するメディアの選択方法：
1. 本体が停止あるいは一時停止の状態にある時に、MEDIA ボタンを押します。
2. ジョグ・ダイヤルを回すか本体のMEDIA ボタンを押して、利用可能な選択肢を確認します。リモート・ 
 コントローラを使用する場合は、CD/USB/SD/AUXボタンまたは FM/AMボタンを押します。
 ● CDまたは CDR：オーディオCD（CD）またはオーディオ・ファイルの入ったCD（CDR）（オー
  ディオCDの再生またはオーディオ・ファイルの再生参照）
 ● USB：USB 機器（マス・ストレージ・クラス）（オーディオ・ファイルの再生参照）
 ● SD：SDまたはSDHCカード（オーディオ・ファイルの再生参照）
 ● AUX：AUX IN 端子に接続された（操作＞外部機器からのオーディオ再生参照）
 ● BT：Bluetooth 機器（Bluetooth 機器からのオーディオ再生参照）
 ● FM：FMラジオ放送（ラジオの使用参照）
 ● AM：AMラジオ放送（ラジオの使用参照）
3. 選択を確定するにはジョグ・ダイヤルを押すか、あるいはリモート・コントロールの ENTERボタンを押 
 します。
 重要：DN-300Zは電源をオフにしても設定を記憶しています。例外はUSBおよび SDを選択した場合で、 
 本体の電源をオフにした後でUSB機器や SDカードを抜くと、次に電源を入れた時には自動的にCDが 
 選択されます。

CDの再生方法：
1. 本体の電源がオフの場合は、POWERボタンを押して電源をオンにし 
 ます。
 重要：電源がオフの状態ではCDを挿入しないでください。無理に挿 
 入すると故障の原因になります。
2. CDをCDスロットに挿入します（CDは縁を持って、記録面に触らな 
 いようにしてください。ディスクが本体に引き込まれる際には、指を挟 
 まれないように注意してください）。
 重要：本機では、ファイナライズの済んだディスクしか使用できません 
 （ファイナライズとは、データを記録したCD-R が互換のプレーヤで再 
 生できるようにするための最終処理です）。
3. メディア・タイプとしてCDを選択します（メディア再生モードの選択 
 の項に説明があります）。
4. 本体またはリモート・コントロールの再生（PLAY）ボタンを押して、 
 再生を開始します。

CDモードでは、以下の操作が可能です：
● 再生の開始や再生状態への復帰、一時停止には、本体またはリモート・コントロールの PLAY/PAUSE
 （再生／一時停止）ボタンを押します。
● 再生の停止には、本体またはリモート・コントロールの STOP（停止）ボタンを押します。
● 巻き戻しや早送りには、本体またはリモート・コントロールのSEARCH（サーチ）ボタンを押します。最 
 初は通常の再生スピードの 5 倍、1 秒以上長押しすると30 倍の速度での巻き戻しや早送りになります。 
 ボタンを離すと、再生状態に戻ります。
● 再生中のトラックの先頭に戻るには、ジョグ・ダイヤルを反時計方向に1クリック分だけ回すか、あるい 
 はリモート・コントロールの戻る方のスキップ・ボタンを1回押します。
● 直前または直後のトラックに移動するには、いずれかのスキップ・ボタンを押します。
● 任意のトラックに直接飛ぶには：
 1. 本体またはリモート・コントロールのナンバ・ボタン（0～ 9）で、目的のトラック・ナンバを入力
  します。トラック・ナンバが 2 桁の場合は、ボタンを続けて押します（例：トラック12なら1を押 
  した後で 2を押す）。
 2. 本体のジョグ・ダイヤルまたはリモート・コントロールの ENTERボタンを押します（この操作を1 
  秒以内に行わなければ、自動的に新しいトラックに移動します）。

操作

メディア再生モードの選択

オーディオCDの再生



● リピート再生モードを選択するには、REPEAT ボタンを押します。ボタンを押すと、リピート・ワン（同 
 じトラックが延 と々繰り返し再生されます）、リピート・オール（全てのトラックが延 と々繰り返し再生され 
 ます）およびリピート・オフ（繰り返し再生はされません）が順次切り替わります。
● ランダム再生のオン／オフは、RANDOMボタンを押します。オンにすると、トラックが順不同に再生さ 
 れます。ランダム再生が可能なトラック数は最高 256です。
● ディスプレイのタイム・モードを変更するには、リモート・コントロールの TIME ボタンを押します。 
 Elapsed（経過時間）、Remain（残り時間）および T.Remain（残りトラック全ての残り時間）が順 
 次切り替わります。
● CDを排出するには、イジェクト・ボタンを押します。CDを排出する間は、ディスプレイに Ejectの文 
 字が表示されます。CDスロットにディスクが無くなると、No Discと表示されます。

オーディオ・ファイルを記録した CD の再生については、操作＞オーディオ・ファイルの再生の項を参照してく
ださい。
重要：DN-300Z がサポートする CD のタイプとCD の取り扱いについてのより詳しい情報は、その他の情報＞
CDの項を参照してください。

CD、USB、SDカード経由でのオーディオ・ファイルの再生方法：
1. 本体の電源がオフの場合は、POWERボタンを押して電源をオンにします。
 重要：電源がオフの状態ではCDを挿入しないでください。無理に挿入すると故障の原因になります。
2. 以下のうちのいずれかの操作をします：
 ● CDをCDスロットに挿入します（CDは縁を持って、記録面に触らないようにしてください。ディス 
  クが本体に引き込まれる際には、指を挟まれないように注意してください）。
  重要：本機では、ファイナライズの済んだディスクしか使用できません（ファイナライズとは、デー 
  タを記録したCD-R が互換のプレーヤで再生できるようにするための最終処理です）。
 ● USB 機器（マス・ストレージ・クラス）をUSBポートに接続します。
 ● SDカードを SDカード・スロットに「カチッ」と音がするまで差し込みます。
 参考：CD-RあるいはCD-ROM上のMP3ファイル、USB 機器やSDカード上の AAC、MP3、WAV
 ファイルも再生できます。
3. CD、USBまたは SDの中から、メディア・タイプを選択します（メディア再生モードの選択の項に説明 
 があります）。
4. ALL/FOLDERボタンを押して、ビュー・モードを変更します（必要な場合）。フォルダ・ビューでは紙の
 マーク、オール・ビューでは音譜のマークが、それぞれディスプレイに表示されます。

オーディオ・ファイルの再生



5. オーディオ・ファイルを選択します：
 ● フォルダ・ビューでは、選択されたフォルダ内の全てのオーディオ・ファイルが再生されます。
  ○ フォルダまたはオーディオ・ファイルのリストを選択するには、本体のジョグ・ダイヤルを回 
   すか、またはリモート・コントロールの上下カーソル・ボタンを押します。
  ○ フォルダに入るには、本体のジョグ・ダイヤルを押すか、あるいはリモート・コントロールの 
   右カーソル・ボタンまたは ENTERボタンを押します。
  ○ フォルダから出るには、本体の 0（BACK）ボタンを押すか、あるいはリモート・コントロー 
   ルの左カーソル・ボタンを押します。
 ● オール・ビューでは、CDやUSB 機器、SDカード状の全てのオーディオ・ファイルが再生されます。 
  これらのファイルは、それらの全てがルート・ディレクトリ内にあるかのような形で表示されます。
  ○ オーディオ・ファイルのリストを確認するには、本体のジョグ・ダイヤルを回すか、あるいは 
   リモート・コントロールの上下カーソル・ボタンを押します。
6. 目的のオーディオ・ファイルをロードするには、本体のジョグ・ダイヤルを押すか、あるいはリモート・コ 
 ントロールの ENTERボタンを押します。
7. 再生を始めるには、本体またはリモート・コントロールの PLAYボタン、本体のジョグ・ダイヤル、ある 
 いはリモート・コントロールの ENTERボタンを押します。

CD、USBまたは SDモードでは、以下の操作が可能です：
 ● 再生の開始、再生への復帰、再生の一時停止をするには、本体またはリモート・コントロール 
  PLAY/PAUSE（再生／一時停止）ボタンを押します。
 ● 再生を止めるには、本体またはリモート・コントロールの STOP（停止）ボタンを押します。
 ● 巻き戻しや早送りを行うには、本体またはリモート・コントロールの SEARCH（サーチ）ボタンを 
  長押しします。最初は通常の再生スピードの 5 倍、1 秒以上長押しすると30 倍の速度での巻き戻 
  しや早送りになります。ボタンを離すと、再生状態に戻ります。
 ● 再生中のトラックの先頭に戻るには、ジョグ・ダイヤルを反時計方向に1クリック分だけ回すか、 
  あるいはリモート・コントロールの戻る方のスキップ・ボタンを1回押します。
 ● 直前または直後のトラックに移動するには、いずれかのスキップ・ボタンを押します。
 ● ビュー・モードを変更するには、ALL/FOLDERボタンを押します。
 ● 別のフォルダやオーディオ・ファイルを選択するには、上記の 5. の操作をします。
 ● トラックに関する別の情報をディスプレイに表示させるには、TEXT ボタンを押します。押す度に、 
  ファイル名、曲のタイトル、アーティスト名、アルバム名、フォルダ名が順次切り替わります。
 ● リピート再生モードを選択するには、REPEAT ボタンを押します。ボタンを押すと、リピート・ワン
  （同じトラックが延 と々繰り返し再生されます）、リピート・オール（全てのトラックが延 と々繰り返し 
  再生されます）およびリピート・オフ（繰り返し再生はされません）が順次切り替わります。
 ● ランダム再生のオン／オフは、RANDOMボタンを押します。オンにすると、トラックが順不同に再 
  生されます。ランダム再生が可能なトラック数は最高 256です。
 ● ディスプレイのタイム・モードを変更するには、リモート・コントロールの TIME ボタンを押します。 
  Elapsed（経過時間）とRemain（残り時間）が切り替わります。
 ● CDを排出するには、イジェクト・ボタンを押します。CDを排出する間は、ディスプレイに Eject 
  の文字が表示されます。CDスロットにディスクが無くなると、No Discと表示されます。
 ● USB 機器を取り外すには、オーディオ・ファイルを再生していない時にゆっくりと取り外します（再 
  生中にUSB 機器を取り外すと、故障する可能性があります）。
 ● SDカードを取り外すには、オーディオ・ファイルを再生していない時
  に、カードをゆっくりとスロットの中に押し込むと、スプリングによっ
  て押し出されて取り外せるようになります（図参照・再生中にSD
  カードを取り外すと、故障する可能性があります）。
重要：DN-300Z がサポートするCDやUSB 機器、SDカードのタイプについて
は、その他の情報の項を参照してください。また、CDを挿入すると、本体は自動的に
CDモードに入ります。



Bluetooth 接続を通じて（スマートフォンやタブレット・コンピュータなどから）オーディオを再生することもで
きます。
● お持ちのDN-300Zで最初にBluetooth 機器を使用する場合は、Bluetooth 機器のペアリングの項 
 をお読みください。Bluetooth 機器とDN-300Zとのペアリングの方法を解説してあります（Bluetooth 
 機器が本体のメモリに登録されます）。ペアリングが完了するとすぐに、DN-300ZはそのBluetooth 機 
 器と自動的に接続し、その機器からオーディオ再生が出来る状態になります。
● お持ちのDN-300Zですでにペアリングを行っているBluetooth 機器の使用に関しては、Bluetooth 
 機器の接続と再生の項を参照してください。

Bluetooth 機器のペアリング

お手持ちのBluetooth 機器と本機をペアリングする方法（いままでにペアリングをしたことがない場合）：
1. 本体の電源がオフの場合は、POWERボタンを押して電源をオンにします。
2. 使用するBluetooth機器のBluetooth接続がオンになっていて、通信可能な距離にあることを確認します。
3. メディア・タイプが BTになっていなければ、BTを選択します（選択方法の解説は、メディア再生モード 
 の選択の項にあります）。
4. 本体の PAIRING ボタンを1 秒以上長押しします。ディスプレイに Pairing...と表示されます。
5. Bluetooth 機器のBluetooth 設定メニューに入り、DN-300Zを選択します。ディスプレイに Pairing  
 OKと表示されたら、そのBluetooth 機器は自動的に本体と接続されます（古いBluetooth 機器の場合、 
 PINコードを入力する必要があるかもしれません。その場合は、PINコードとして 0000と入力します）。
 参考：本体にはBluetooth 機器を 8台まで記憶できます。8 台目以降のBluetooth 機器を使用する場 
 合には、新しい機器を記憶するために、一番最初に接続した機器の情報を消去します。

ペアリングを行った全てのBluetooth 機器の情報を本体から全て消去する方法：
1. 本体の電源がオフの状態で、DEVICE SEL ボタンを押したまま、POWERボタンを押して電源をオンに 
 します。ディスプレイにAll Clear?と表示されます。
2. 消去する場合は、本体のジョグ・ダイヤルか、あるいはリモート・コントロールの ENTERボタンを押しま
 す。消去の操作をキャンセルする場合は、本体またはリモート・コントロールの DEVICE SEL ボタンを 
 押します。

Bluetooth 機器の接続と再生

Bluetooth 機器の接続方法（既にペアリングしたことのある場合）：
1. 本体の電源がオフの場合は、POWERボタンを押して電源をオンにします。
2. 使用するBluetooth機器のBluetooth接続がオンになっていて、通信可能な距離にあることを確認します。
3. メディア・タイプが BTになっていなければ、BTを選択します。（選択方法の解説は、メディア再生モー 
 ドの選択の項にあります。）　ディスプレイに Searching...と表示され、本体は前回接続したBluetooth 
 機器と自動的に接続を行います。
 前回と異なるBluetooth 機器を接続する場合：
 i. 本体の DEVICE SEL ボタンを押します。ディスプレイに SelectDeviceと表示されます。
 ii. 本体のジョグ・ダイヤルを回すかリモート・コントロールの上下カーソル・ボタンを押して、ペアリ 
  ングを行ったBluetooth 機器のリストの中から使用する機器を探します。
 iii. 目的の Bluetooth 機器が見つかったら、本体のジョグ・ダイヤルまたはリモート・コントロールの 
  ENTERボタンを押します。そのBluetooth 機器は自動的に本体と接続されます。
4. Bluetooth 機器のオーディオ・プレーヤの PLAY（再生）ボタンを押して、再生を開始します。
重要：CDを挿入すると、本体は自動的にCDモードに入ります。

Bluetooth 機器の接続を解除するには、接続した機器の Bluetooth 設定メニューに入り、DN-300Z との
接続を解除します。

Bluetooth機器からのオーディオ再生



AUX IN 端子に接続された外部機器（スマートフォンやコンピュータ、携帯音楽プ
レーヤなど）からオーディオを再生する方法：
1. 本体の電源がオフの場合は、POWERボタンを押して電源をオンにします。
2. 外部機器のステレオ／ヘッドフォン出力と本体の AUX IN 端子を、1/8インチ 
 （3.5mm）ケーブルで接続します。
3. メディア・タイプは AUXを選択します（選択方法の解説は、メディア再生モー 
 ドの選択の項にあります）。外部機器が接続されていれば AUX Connected、 
 接続されていなければ AUX Disconnectとディスプレイに表示されます。
4. 外部機器の PLAY（再生）ボタンを押して、再生を開始します。
重要：POWERおよびMEDIA以外のボタンは全てロックされます。
ディスプレイに AUX Disconnectと表示されている時に CD を本体に挿入すると、
本体は自動的にCDモードに切り替わります。

ラジオの使用方法：
1. 本体の電源がオフの場合は、POWERボタンを押して電源をオンにします。
2. FMまたは AMをメディア・タイプに選択します（選択方法の解説は、メディア再生モードの選択の項に 
 あります）。ラジオ局の放送音声が自動的に再生されます。
 重要：FM および AM アンテナが正しく接続され、セットアップ／接続ダイアグラムの説明どおりに 
 TUNER REGION SELECTスイッチが設定されていることを確認してください。
3. ラジオ局は、本体またはリモート・コントロールの TUNING（チューニング）ボタンで選択します。ボタ 
 ンを1 秒以上長押しすると、受信中のラジオ局のひとつ前あるいは後の隣のラジオ局にジャンプします。

FM/AMモードでは、以下の操作が可能です：
● 本体またはリモート・コントロールの AUTO MUTE ボタンで、オート・ミュートのオン／オフが切り替 
 えられます。オンにすると、受信状態が良好でない場合に音声がミュートされ、ディスプレイに Low  
 Signalと表示されます。
● ラジオ局のプリセット・ナンバの選択には、本体のジョグ・ダイヤルを回すか、あるいはリモート・コント
 ロールのスキップ・ボタンを押します。
 目的のプリセット・ナンバは、本体のもしくはリモート・コントロールのナンバ・ボタン（0～ 9）の1つ 
 を押して入力することもできます。プリセット・ナンバが 2 桁の場合は、ボタンを1 秒以内に連続して押し 
 ます（例：プリセット12なら1を押した後で 2を押す）。
● ラジオ局のプリセット・ナンバへの保存方法：
 1. 好みのラジオ局を選択します。
 2. 本体またはリモート・コントロールのMEMORYボタンを押します。
 3. 本体またはリモート・コントロールのナンバ・ボタン（0～ 9）を押して、好みのプリセット・ナン 
  バを入力します。
 4. 本体のジョグ・ダイヤルまたはリモート・コントロールの ENTERボタンを押します。ラジオ局の保 
  存が成功すると、ディスプレイに Storedと表示されます（この時、以前に同じプリセット・ナンバ 
  に保存されていたラジオ局は上書きされます）。
● 複数のラジオ局の自動スキャンとプリセット・ナンバへの保存方法：
1. 良好に受信可能なラジオ局を1つ選択します。
2. AUTO PRESET ボタンを押します。
3. 本体のジョグ・ダイヤルを回すかあるいはリモート・コントロールのいずれかのスキップ・ボタンを押して、 
 操作を続ける場合はOK、操作を取り消す場合は CANCELを選択します。
4. 本体のジョグ・ダイヤルまたはリモート・コントロールの ENTERボタンを押します。本体が良好に受信 
 できるラジオ局を自動的にスキャンして、プリセット・ナンバに保存します。この動作が無事に完了すると、
 ディスプレイに Storedと表示されます。ラジオ局のプリセット・メモリへの登録に失敗した場合は、ディ 
 スプレイにNot Storedと表示されます。

外部機器からのオーディオ再生

ラジオの使用



● ラジオ局のプリセット・ナンバからの消去方法：
1. 目的のプリセット・ナンバを選択します。
2. 本 体またはリモート・コントロールの MEMORY ボタンを長押しします。ディスプレイに 
 DelOneMemoryと表示されます。
3. 本体のジョグ・ダイヤルを回すかあるいはリモート・コントロールのいずれかのスキップ・ボタンを押して、 
 操作を続ける場合はOK、操作を取り消す場合は CANCELを選択します。
4. 本体のジョグ・ダイヤルまたはリモート・コントロールの ENTERボタンを押します。ラジオ局が消去さ 
 れると、ディスプレイにCH## Deletedと表示されます。
● 全てのラジオ局の全てのプリセット・ナンバからの消去方法：
1. 本体またはリモート・コントロールの AUTO PREST ボタンを長押しします。ディスプレイに 
 DelAllMemoryと表示されます。
2. 本体のジョグ・ダイヤルを回すかあるいはリモート・コントロールのいずれかのスキップ・ボタンを押して、 
 操作を続ける場合はOK、操作を取り消す場合は CANCELを選択します。
3. 本体のジョグ・ダイヤルまたはリモート・コントロールの ENTERボタンを押します。ラジオ局が消去され 
 ると、ディスプレイにAll Deletedと表示されます。
重要：
・CDを本体に挿入すると、本体は自動的にCDモードに切り替わります。
・プリセット・メモリには FM局 AM局をそれぞれ最大 20局ずつ保存できます。
・プリセット・メモリの保存局数が上限の20 局に達すると、操作が停止します。
・ラジオの受信状態が良くない場合は、屋外アンテナの設置をお勧めします。詳細は、本体を購入したお店に問
い合わせてください。
・受信状態の良好なラジオ局があれば、アンテナをノイズ量が最小になる向きに固定してください。

パネル・ロック

本体の設定の不意な変更を防ぐには、パネル・ロック機能を利用します。パネル・ロックがオンの状態では、本
体の POWER および TEXT/LOCK ボタン以外の全てのボタンがロックされます（リモート・コントロールは
通常どおりに操作できます）。

パネル・ロックのオン／オフは、本体またはリモート・コントロールの TEXT/LOCK ボタンを長押しして切り
替えます。
● オンの状態では、ディスプレイに P-Lock Onの文字と　　が表示されます。
● オフにすると、P-Lock Offの文字が表示され、　　が消えます。

パワー・オン・プレイ

パワー・オン・プレイ機能は、前回電源をオフにした時に再生していたメディアの再生を、本体が自動的に開始
するための機能です。再生は、オーディオ・ファイルやメディアの最初の曲から始まります。
重要：前回に AUX または Bluetooth（BT）モードでメディアが再生されていた場合には、パワー・オン・プ
レイは機能しません。

パワー・オン・プレイのオン／オフは、本体またはリモート・コントロールの PWR ON PLAY（パワー・オン・
プレイ）ボタンを長押しして切り替えます。
● オンの状態では、ディスプレイに P-OnPlay Onの文字と　　が表示されます。
● オフにすると、P-OnPlay Offの文字が表示され、　　が消えます。

追加機能



その他の情報

オーディオCDを再生する際の注意事項：
● DN-300Zは音楽 CDおよび CD-Rの再生が可能です。どちらも 
 Compact Disc Digital Audioのロゴが付いています（図参照）。
● 円形ではない（図示のようなハート型や8角形などの）ディスクや、接着剤 
 やテープで修復したディスクは使用しないでください。本体が故障する可能 
 性があります。
● DN-300Zは、ファイナライズ済みのディスクしか再生できません（ファイナ 
 ライズとは、データを記録したCD-R が互換のプレーヤで再生できるように 
 するための最終処理です）。
● CDを焼いたソフトウエア（あるいはその他の条件）によっては、正しく再生 
 できないCDがあるかもしれません。

ディスクをケースから取り出す際には、傷を付けないように注意してください。また、
ディスクを曲げたり熱を加えたり、ディスクの中心部の穴を広げたりしないでくださ
い。ディスク表面のレーベル部分に何かを書いたり、ディスクに新たなレーベルを
張り付けたりしないでください。

ディスクに指紋や汚れ、結露などがあれば、市販のディスク・クリーニング・セッ
トもしくは乾いた柔らかい布で清掃してください。ディスクの内側から外側に向かっ
て、円を描かないようにして拭いてください。レコード用のスプレーや静電防止剤、
ベンジンやシンナなどの溶剤は使用しないでください。

使用後のディスクは本体から取り出し、埃や傷、変形を避けるために、元のケース
に入れて保管してください。長時間直射日光が当たったり、熱や埃、湿気のある
場所には保管しないでください。

オーディオ・ファイルを記録したCDを再生する際の注意事項：
● 書き込み用のソフトウエアは、ISO9600 Level 1に準拠している必要があります。
● 読み取り可能なデータは、フォルダ数で最大 300個、フォルダの階層はルート・ディレクトリを含めて最 
 大 8階層までです。
● オーディ・ファイルは 300個まで認識できます。CDに 300個を超えるファイルが記録されている場合
 には、再生や表示が正しく行われないファイルが出て来るかもしれません。
● ファイル名やフォルダ名、テキストに使用可能な文字数は最大 255字です。ディスプレイで表示できるの
 は、英語の大文字、小文字、数字およびアイコンだけで、日本語のファイル名は表示されません。
● 著作権保護のあるファイルは正しく再生されないか、あるいはUnknown Fileと表示される場合があり 
 ます。
● CDを焼いたソフトウエア（あるいはその他の条件）によっては、正しい再生や表示のできないCDがある 
 かもしれません。
● DN-300Zは、CD 上のオーディオ・ファイルを再生する際に以下のタグ・データをサポートします：
 ○ ID3タグ：バージョン1.x および 2.x
 ○ METAタグ：タイトル、アーティストおよびアルバム名
 ○ サンプルレート：44.1kHz
 ○ ビットレート：32kbps ～ 320kbps
 ○ フォーマット：MPEG 1 Audio Layer 3
 ○ ファイル拡張子：.mp3

CD



USB 機器やSDカードのオーディオ・ファイルを再生する際の注意事項：
● DN-300Zは、接続したUSB 機器の充電やUSBハブ、USB 延長ケーブル、SDカードリーダをサポー 
 トしていません。
● DN-300Z がサポートするのは、マス・ストレージ・クラスまたはMTP 互換のUSB 機器です。
● DN-300Zは、容量が最大 32GBまでのSDまたはSDHCカードをサポートします。
● DN-300Z がサポートするファイル・システムは、FAT16または 32のみです。
● フォルダは 999個まで、フォルダの階層はルート・ディレクトリを含めて最大 8階層まで認識できます。
● オーディオ・ファイルは 999個まで認識できます。USB 機器やSDカードに 1000個以上のファイルが 
 記録されている場合には、再生や表示が正しく行われないファイルが出て来るかもしれません。
● ファイル名やフォルダ名、テキストに使用可能な文字数は最大 255字です。ディスプレイで表示できるのは、 
 英語の大文字、小文字、数字およびアイコンだけで、日本語のファイル名は表示されません。
● 著作権保護のあるファイルは正しく再生されないか、あるいはUnknown Fileと表示される場合があり 
 ます。

DN-300Zは、CD 上のオーディオ・ファイルを再生する際に以下のタグ・データをサポートします：
● ID3タグ：バージョン1.x および 2.x
● AACタグ：タイトル、アーディストおよびアルバム名
● MP3ファイル：
 ○ サンプルレート：44.1kHz
 ○ ビットレート：32kbps ～ 320kbps
 ○ フォーマット：MPEG 1 Audio Layer 3
 ○ ファイル拡張子：.mp3
● AACファイル：
 ○ サンプルレート：44.1kHz
 ○ ビットレート：32kbps ～ 320kbps
 ○ フォーマット：Advanced Audio Codec
 ○ ファイル拡張子：.m4a
● WAVファイル：
 ○ サンプルレート：44.1kHz
 ○ ビットレート：16bit
 ○ フォーマット：リニアPCM
 ○ ファイル拡張子：.wav

複数のフォルダに保存されたオーディオ・ファイルを再生する場合、フォルダの再生順は本体がメディアを読む
際に自動的に設定されます。個々のフォルダ内のファイルは、メディアに記録されたのと同じ順番で再生されます
（この時、本体で設定される順番は、コンピュータやソフトウエア上の順番と異なる場合があります）。

フォルダの階層構造は、再生順にも影響します：
○ CD-R 上のオーディオ・ファイルは、最初の階層にある全てのフォルダのデータ、その次に 2 番目の階層
にある全てのフォルダのデータ、さらに3 番目の階層という順番で再生されます。
○ USB 機器または SD カード上のオーディオ・ファイルは、最初の階層の最初のフォルダ内のファイルが
再生され、次に同じフォルダの 2 番目の階層にあるファイル、さらには同じフォルダの 3 番目の階層にあるファ
イルという順番で再生されます。最初のフォルダ内の全ての階層の全てのファイルの再生が終わると、最初の階
層の2 番目のフォルダから同じ順番でファイルが再生されます。

USB機器／SDカード

オーディオ・ファイルの再生順序



CD や USB 機器、SD カードにオーディオ・ファイルを並べる
際には、ファイルをフォルダごとに整理すると便利です。この方
法は、ファイルの保存場所がわかりやすくなりますが、ファイル
の再生順序にも影響します（オーディオ・ファイルの再生順序
の解説参照）。

右図は、メディア上のフォルダ階層を示します。

フォルダおよび音楽ファイル
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トラブルシューティング

機器の使用に問題が生じた場合は、以下の手順に従ってください：
● 全てのケーブルや機器、アンテナあるいはメディアが正しく確実に接続されているかどうか確認します。
● 本体を取扱説明書の説明どおりに使用しているかどうか確認します。
● 外部機器やメディアが正常に動作しているかどうか確認します。
● 本体が正常に動作していないと思ったら、以下の表で症状と解決法を確認します。

症状
電源が入らない。
CDが CDスロットに挿入できない。

CD を挿入しても No Disc と表示
される。
CD の特定箇所が正しく再生されな
い。
PLAY ボタンを押しても再生が始ま
らない。

音が出ない。あるいは、音が歪んで
いる。

CD-Rの再生ができない。

CDが排出されない。

ラジオを聴くとノイズが出る。

Bluetooth 機器のオーディオ信号が
本体経由で再生されない。

解決法
本体とコンセントの接続を確認してください
本体とコンセントが接続されていて、本体の電源が
オンになっていることを確認してください。
イジェクト・ボタンを押して、CDがすでにCDスロッ
トに入っていないか確認してください。
イジェクト・ボタンを押して CD を排出させ、再び
挿入してください。

乾燥した布または市販の CD クリーナで CD を清
掃してください。
他のCDを挿入してみてください。
全てのケーブルや機器、メディアが正しく確実に接
続されているか確認してください。
損傷したケーブルがないか確認してください。
アンプやミキサーなどの設定が正しいか確認してく
ださい。
CD-R が正しくファイナライズされているか確認して
ください。
CD-Rの品質に問題ないか確認してください。
乾燥した布または市販の CD クリーナで CD を清
掃してください。
CD のフォルダ階層を本体がサポートしているか確
認してください：フォルダは最大 300 個（階層は
ルートを含めて最大 8 階層）、ファイル数は最大
300です
CD-R 上に MP3 ファイルがあるか確認してくださ
い。その他のファイルは再生できません。
本体の電源がオンになっている状態で、イジェクト・
ボタンを押してみてください。
アンテナが正しく接続されているか確認してくださ
い。
アンテナの位置や方向を変えてみてください。
野外用のFMアンテナを使用してみてください。
AMループアンテナを本体から離してみてください。
アンテナを他のケーブルから離してみてください。
Bluetooth 機器が正しくペアリングされて接続され
ているか確認してください。
Bluetooth アンテナをリアパネルの端子に正しく接
続しているか確認してください。
Bluetooth 機器を本体に近づけて、Bluetooth 信
号の受信状況を改善してみてください。また、
Bluetooth 機器と本体の間の障害物（壁や家具な
ど）を避けてください。

参照
セットアップ／接続ダイアグラム
セットアップ／接続ダイアグラム

その他の情報＞CD

セットアップ／接続ダイアグラム

その他の情報＞CD

セットアップ／接続ダイアグラム

セットアップ／接続ダイアグラム
および
操作＞Bluetooth 機器の接続と再生



症状
Bluetooth 機器を接続しようとする
とPINコードを要求される。

USB 機器やSDカードを挿入しても
No Deviceと表示される。

USB 機器や SDカードのファイルが
表示されない。

USB 機器や SDカードのファイルが
再生できない。

ファイル名が正しく表示されない。

解決法
PIN コード 0000 を入力してください（古い
Bluetooth 機器は、PIN コードの入力を必要とす
る場合があります）。
USB 機器を接続したり外したりしてみてください。
SD カードは、正しく挿入されているか確認してくだ
さい。
USB 機器がマス・ストレージ・クラスか、あるい
はMTP互換か確認してください。
USB 機器や SD カードが、FAT16 か 32 システ
ムでフォーマットされているか確認してください。
USB ハブやUSB 延長ケーブル、SDカードリーダ
は使用しないでください。
本体からUSB機器には電源供給できません。電源
の必要なUSB機器は、電源に接続してください。
全ての USB 機器や SD カードが動作保障されてい
るわけではありません。認識されないものもありま
す。
サポートされたファイルのフォーマットか確認してく
ださい。本体のサポート外のファイルは表示されま
せん。
USB 機器や SD カードのフォルダ階層を本体がサ
ポートしているか確認してください：フォルダは最高
999個（フォルダ階層はルートを含め最大8階層）、
ファイルは 999個までです。
USB 機器や SDカードにパーティションが切ってあ
る場合は、ファイルが最初のパーティションにある
か確認してください。それ以外のパーティションは
表示されません。
ファイルのフォーマットがサポートされているか確認
してください。サポート外のファイルは表示されませ
ん。
ファイルが著作権管理されていないか確認してくだ
さい。著作権管理されたファイルは再生できません。
ファイル名にサポートされている以外の文字が使わ
れていないか確認してください。サポートされてい
ない文字は ”.”で表示されます。

参照
操作＞Bluetooth 機器の接続と再生

その他の情報＞USB 機器／ SDカード

その他の情報＞USB 機器／ SDカード

その他の情報＞USB 機器／ SDカード

その他の情報＞USB 機器／ SDカード



付録

仕様

デジタル・オーディオ・システム
対応メディア：
対応フォーマット、ファイルシステム：

対応WAVフォーマット：

対応MP3フォーマット：

対応AACフォーマット：

チャンネル数：
周波数特性：
S/N比：
全高調波歪率：
ダイナミックレンジ：
チャンネルセパレーション：

Bluetooth
出力クラス：
対応コーデック：
対応プロファイル：

ラジオ・チューナ
受信範囲（日本）：
感度：
チャンネルセパレーション：
S/N比：
THD+N（1kHz）：

出力
アナログ L/R
　- タイプ：
　- 負荷インピーダンス
　- 出力レベル
入力
AUX入力
　- タイプ：
　- 入力インピーダンス
　- 最大入力レベル
　- 最大出力レベル

CD、USBデバイス（マスストレージ・クラス）、SD/SDHC
CD：CD-DA（CD-TEXT）、CD-ROM（ISO9660）、CD-R、MP3-CD
USB：FAT16 / FAT32
SD/SDHC：FAT16 / FAT32
拡張子：wav
ビットレート：16bit
サンプリング周波数：44.1kHz
拡張子：mp3
ビットレート：32～320kbps、およびVBR
サンプリング周波数：44.1kHz
拡張子：m4a
圧縮方式：AAC-LA
ビットレート：32～320kbps、およびVBR
サンプリング周波数：44.1kHz
2（ステレオ）、1（モノラル）
10Hz～20kHz（±1.0dB）
95dB以上（A-Weighted）
0.01%以下
85dB以上
80dB以上

バージョン 3.0
クラス 2
SBC、MP3、AAC、aptX
A2DP、AVDTP 1.0、AVCTP 1.3、AVRCP 1.0、SSP

FM    AM
76.00MHz～90.00MHz  522kHz～1629kHz
30dBμV/m   60dBμV/m
20dB（0kHz）
40dB以上   30dB 以上
3.0%

RCA端子
10kΩ以上
2Vrms/10kΩ負荷時

1/8" TRS 端子
10kΩ以上
1Vrms
3Vrms



その他
最大ストレージ容量：
最大ファイルサイズ：
最大ファイル数：
最大フォルダ数：
最大フォルダ階層数：
最大ファイルネーム文字数：
最大フォルダネーム文字数：

一般
電源（日本）：
消費電力：
環境条件
　- 動作温度：
　- 動作湿度：
サイズ（W x D x H）：

重量：

2TB
2GB
999（1フォルダあたり）
999（ルートディレクトリ含む）
8（ルートディレクトリ含む）
255文字（英数）
255文字（英数）

AC100V、50/60Hz
30W

5～35°C
25～85%（結露なし）
483 x 347 x 44 mm（ラック耳含む）
434 x 347 x 44 mm（ラック耳含まず）
3.6kg

 

 
 
 

19.00" / 483 mm

17.09" / 434 mm 

13.66" / 
347 mm

12.77" / 
324 mm

1.85" / 
47 mm 

1.73" / 
44 mm

外形寸法図：



Denon Professional は、inMusic Brands, Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

SDおよび SDHCは、米国およびその他の国々において、SD-3C, LLCの商標または登録商標です。

Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しています。

その他全ての製品名あるいは会社名は、それぞれの所有者によって登録された商標です。
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