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安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく
理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想

定される内容を示しています。

記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指をはさまれないように注意）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

警告

注意

分解禁止

指のケガに注意

電源プラグをコン
セントから抜く
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● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ずACアダプター
をコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。

● 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・
感電の原因となります。

● 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると
火災・感電の原因となります。

● 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。その
まま使用すると火災・感電の原因となります。

● この機器を設置する場合は、壁から7.5cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに
入れるときは、機器の天面から7.5cm以上、背面から20cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり火災の原因となります。

● 風呂場や窓ぎわで雨などがかかるおそれのある所等の水滴がかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

● 電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。
● 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
● この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災の原因となります。
● この機器の開口部をふさがないでください。開口部をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部
や底部などに開口部があけてあります。次のような使い方はしないでください。

 この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、
布団の上において使用する。

● この機器の上にろうそく等の炎が発生しているものを置かないでください。火災の原因になります。
● この機器の開口部などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいる
ご家庭ではご注意ください。

● この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因と
なります。

● 雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

安全上のご注意

警　告

水場での使用禁止

接触禁止
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● この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

● この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に
ご依頼ください。

● この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

● 電源を入れる前には、音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。
● 電池をリモコン内に挿入する場合、極性表示プラス＋とマイナス－の向きに注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや
周囲を汚損する原因となることがあります。

● 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原
因となることがあります。

● ご不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示（条例）に従って処理してください。
● 製品に同梱しているACアダプターのみ使用してください。製品に同梱していないACアダプターは使用しないでください。

● お子様がメディア挿入口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。

● 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ずACアダプターをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コード
が傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
● ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
● ACアダプターを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
● 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因と
なることがあります。

● 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

安全上のご注意

注　意

警　告

分解禁止

指のケガに注意

手を挟まれない
よう注意
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● ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。必ずACアダプターを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあり
ます。

● 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

安全上のご注意

注　意
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保証とサービスについて

z この商品には保証書を添付しております。
 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認のうえ大切に保存してください。

x 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
 万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口が修理を申し受けます。
 但し、保証期間内でも保証書を添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。
 詳しくは、保証書をご覧ください。

c 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

v 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

b お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

n この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

m 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
 詳しくは、付属の『製品の修理・サービス窓口のご案内』をご参照ください。
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‒ 目　次 ‒ 

1. 全般 ......................................................................................................................2

特長 ..............................................................................................................................2

各部の名前とはたらき ..............................................................................................2

2. 準備 ......................................................................................................................3

接続のしかた ..............................................................................................................3

3. 主な仕様 ..............................................................................................................4

資源回収に関する注意
本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。梱包材はいずれも、
お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めに従って処分してください。
本体を廃棄する時は、お住まいの地域の規則または規制に従ってください。
乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制
に従って処分してください。
本製品と同梱される付属品は、電池を除きWEEE（廃電気電子機器）指令の適用品です。

■ 付属品について
本体とは別に以下の内容物が同梱されているかご確認ください。

q ACアダプター .........................................................................................................................1

w ACアダプターコードホルダー ...............................................................................................1

e RS232Cケーブル .................................................................................................................1

r ACアダプターコードホルダー取り付け用ビス ....................................................................1

t 取扱説明書 ..............................................................................................................................1
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特長
● 標準機能

• ジョグダイヤルを使った軽快なトラックサーチ
• 3.8インチ大型ディスプレイ（320X240ドット）
• 据え置き型トップパネル操作

● さまざまな再生方法

• ファイルリストモードのファイル再生
• ホットスタート再生

各部の名前とはたらき

RC-F400S　トップパネル

1211

21

PLAY/PAUSESTOP/CUE

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

RC-F400SREMOTE CONTROLLER
TIME

NOT
PLAY

FILE
LIST

HOT
LIST

Fordidden ParTITLE

FILE INFORMATION

White Label RALBUM

256KBSIZE

STEREOCHANNEL
MP3 256kbps 44.1KHzFORMAT

2-TravelersARTIST

00 : 45005
TRACK ELAPSED

TOTAL REMAIN

MUSIC \ abcdefg.MP3

02:35005

REPEAT SINGLE RECUE RANDOMq

w

e

r

t

y
u

i

q 表示部

w ファンクションボタン
• ファンクション表示に対応したボタンです。

e 1ボタン
• ボタンを押し続けると、早戻し再生をします。

r ¡ボタン
• ボタンを押し続けると、早送り再生をします。

t 4/¢ジョグダイヤル
• ジョグダイヤルを回すと、トラックのスキップやメニューアイテムの変更をおこなうこと
ができます。

• ジョグダイヤルを押すと、メニューモードの設定内容を確定します。

y 2/8ボタン／インジケーター（緑色）
再生を開始したり、再生を一時停止したりするときに押します。

u 91ボタン／インジケーター（橙色）
• 再生を停止します。
• キーの入力をキャンセルするときにこのボタンを押します。

i ホットスタートボタン1-20／インジケーター（緑色）
• ホットスタートリストに対応したボタンです。

1. 全般
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1. 全般

日
本
語

RC-F400S　リアパネル

DC IN 5VDC IN 5VPOWERPOWER RS232CRS232C

OFFOFF

ONON

z x c v

z POWER ON/OFFスイッチ
• つまみをスライドして電源を入/切します。

x RS-232Cシリアル通信端子
• RC-F400Sに付属しているRS-232Cストレートケーブルを使ってDN-F400と接続し
ます。

c DC電源入力端子
• 付属のACアダプターを接続します。

v DC電源コードホルダー取り付け穴
• 接続したコードが端子から抜けないよう防止するためのホルダー取り付け穴です。
 （4ページ参照）

RC-F400Sの操作方法の詳細は、DN-F400の取扱説明書を参照してください。

接続のしかた
■ DN-F400とRC-F400Sとの接続
• RC-F400Sに付属のRS-232Cストレートケーブルを使って接続してください。
• 接続後はケーブル端子のネジを回して固定しください。
• DN-F400との接続の詳細は、DN-F400の取扱説明書を参照してください。

ACアダプター接続のご注意
• 接続する前に、POWERスイッチをオフして電源を切ります。
• ぬれた手でACアダプターに触らないでください。
• ACアダプターを抜くときはプラグを持っていることを確認します。コードを引っ張ったり
曲げたりするとコードが損傷したり、感電や火事の原因になることがあります。

2. 準備
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2. 準備

日
本
語

■ 電源コードホルダーの取り付け

1. ACアダプターの端子をDC電源入力端子に接続します。

2. 電源コードホルダーの穴をACアダプターのコードに通します。そのあと、取り付け穴にホ
ルダーを差し込みます。

取り付け穴

3. 付属のネジでホルダーをRC-F400Sに固定します。

■ 全般

 ・DN-F400のコントロール機能
 ・MP3 ID3タグ表示

■ ACアダプター電源部

 電源： DC5 V
 消費電力： 5.0 W

■ キャビネット・その他

 最大寸法： 217（幅）× 47.5（高さ）× 172.5（奥行き）mm
 質量： 0.8 kg

■ 環境条件

 許容動作温度： +5 ℃～+35 ℃
 許容動作湿度： 25 % ～85 %（結露のないこと）
 許容保存温度： -20 ℃～+60 ℃
 許容保存湿度： 25 %～85 %（結露のないこと）

■ 外観寸法図

217.00ｍｍ
8.54inch

0.37inch
9.50ｍｍ

6.
77

in
ch

17
2.

00
ｍ
ｍ

1.50inch
38.0ｍｍ

ご注意
• 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
• 本機を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
• 本機は国内仕様です。必ずAC100V のコンセントにACアダプターを差し込んでご使用
ください。AC100V以外の電源には絶対に接続しないでください。

3. 主な仕様

RC-F400S_E2E3_05_JP_print.indd   4RC-F400S_E2E3_05_JP_print.indd   4 09.9.10   11:38:53 AM09.9.10   11:38:53 AM



D&M Holdings Inc.

Printed in China 09/2009 541110372004P mzh-d

RC-F400S_E2E3_00_print_cover.indSec1:2   Sec1:2RC-F400S_E2E3_00_print_cover.indSec1:2   Sec1:2 09.9.10   11:37:20 AM09.9.10   11:37:20 AM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




