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安全上のご注意
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いくださ
い。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保証書と共に大切に保管
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。

警告 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。

注意
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負
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が描かれる場合もあります。

●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が描かれる場合もあります。

△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が描かれる場合もあります。
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 警 告
●.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。すぐにオフボタンを押して電源を切って、
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、まずオフボタンを押して電源を切って、
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、まずオフボタンを押して電源を切っ
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。

●.この機器に水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。故障の原因と
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。

●.万一、この機器を落したり、本機を破損した場合は、オフボタンを押して電
源を切って、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。

●.濡れた手で電池を抜き差ししないでください。感電の原因となります。

●.この機器の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。故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭では
ご注意ください。

●.この機器は絶対に分解しないでください。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。故障の原因となります。 分解禁止
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 注 意
●.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。本機の外装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。故障の原因となることがあ
ります。

●.再生する前には、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。

●.自動車やバイク、自転車の運転中は、イヤホンでのご使用はおやめください。
運転の妨げとなり、違法となる場合があります。

●.大音量で長時間音楽を聴き続けると、聴力に支障をきたす場合がありますの
でご注意ください。万一、耳鳴がする場合にはご使用を中断してください。

●.変形したり、傷ついたCDを本機に入れないでください。本機の故障や誤動
作の原因となることがあります。

●.CDには、シールやテープなどを貼りつけないでください。本機に正しく入れ
られなかったり、取り出せなくなることがあります。

●.万一、CDが取り出せなくなったときは、無理に取り出そうとせずに、サポー
トセンターにお問い合わせください。無理に取り出そうとすると本機の故障
の原因となることがあります。

●.本機を長期間ご使用にならないときは、本機から電池を抜いてください。

商標について
●.本書に記載の製品名および会社名は、各メーカーの商標または登録商標です
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CD取扱上のご注意
本製品で使用できるCDについて
本製品で使用できるCDは、下記のロゴマークの入った音楽CD、お
よび音楽CD形式の音楽ファイルが書き込まれたCD-Rのディスクで
す。
CD-Rは、その録音状態やメディアによって、再生に不具合が生じる
場合がございます。

また、メディアの種類、録音時の設定（書き込みスピードなど）によっ
ては再生できないか、音質が著しく悪い場合がありますので、あらか
じめご了承ください。

■以下のCD、光ディスクは絶対に再生させないでください。
○.DVD（音楽DVD含む）
○.音楽CDではないCD（データ記録用のものなど）
○.録音されていないCD-R
※.上記のものを再生すると大音量でスピーカーやヘッドフォンが破損、また、
お聞きになった方の聴力に障害を及ぼす危険があります。

○.円形以外のCD、CD-R（ハート形、名刺形など）
※.上記のものを再生すると回転時に遠心力が不均等に働き、本体を破損させ
る恐れがあります。
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CD取扱上の注意
再生面、レーベル面ともにシールを貼ったり、傷をつけないようにし
てください。

■持ち方
再生面、レーベル面に触れないよう、図のように持ちます。

レーベル面

再生面

■お手入れの方法
ディスクに指紋や汚れがついた場合は、やわらかい布で放射状に拭き
取ります。
レコードのように円状に拭かないでください。
※市販のCDクリーニングキットを使うとより効果的です。

鑑賞し終わったCDは本体に入れたままにせず、ケースに入れて保存
してください。
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ご使用の前に
パッケージ内容の確認

重 要  ● お買い求めになられて、ご使用の前に下記の物が梱包され
ていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、
お買い求めになられた販売店または当社のサポートセン
ターまでご連絡ください。

●本体

●取扱説明書（本書）

●イヤホン

●リモコン
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各部の名称
本体上面

音量ボタン
＋ボタンを押すと、音量が上がります。
ーボタンを押すと、音量を下がります。

前へ/次へボタン
ボタンを押すと、1つ先の曲に移ります。
ボタンを長く押すと、曲の早送りを行います。
ボタンを押すと、曲の最初に戻ります。続けて

押すと1つ前の曲に移ります。 ボタンを長く押
すと、曲の早戻しを行います。

開ボタン
このボタンを押すと、CDプ
レーヤーのフタが開きます。

 ・ ンオ
（再生/一時停止）
ボタン
このボタンを押す
と、電源が入り、ディ
スクが装着している
場合は、自動的再生始
まります。もう一度押す
と一時停止になります。
一時停止を解除するには、更に
もう一度このボタンを押します。

ACアダプター接続端子
この端子に別売のACアダ
プターを接続します。
イヤホン接続端子
この端子に付属のイヤホン
またはリモコンを接続します。

）止停（■ ・ フオ ボタン
このボタンを押すと、再生が停止します。
もう一度押すと、電源がオフになります。

リピートボタン
このボタンを押すと、再生方法を変更します。再生方法は
次のように変わります。
1（1曲繰り返し） → ALL（全曲繰り返し） → 
INT（イントロ再生） → RND（ランダム繰り返し再生）

プログラムボタン
このボタンを押す
と、再生の順序を
プログラムするこ
ができます。

表示部
この部分に曲数、
再生時間、再生方法
が表示されます。
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本体底面

電池カバー
このカバ－をスライドして、電池をいれます。

低音スイッチ
このスイッチを「入」側にスライドすると、
再生時低音が強調されます。

リモコン

HOLDスイッチ
このスイッチを図のように、矢印方向に下げると、リモコンの
各ボタンが働かなくなります。間違って操作をするのを防ぐ
ことができます。
※リモコンの各ボタンが働かなくても、本体側のボタンは動作します。

イヤホン接続端子
ここに付属のイヤホンを接続します。

音量ツマミ
このツマミを下側に回まわし切ると本体と
同じ音量になります。上側に回していくと
音量は徐々に小さくなっていきます。

※.以下のボタンは、本体のボタンと同様に働きます。本体の「各部の名称」をご覧ください。
　wボタン、qボタン、d/fボタン。
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表示部
■再生時

:0101 13 ASP

PGM1 ALL RNDINT

トラック
再生中の曲のトラック
番号が表示されます。

プログラム再生
プログラム再生またはプログラム中に
表示されます。
低電圧表示
電池残量が少ない状態を表示してい
ます。残量が少なくなりましたら、新し
い電池に交換してください。

再生方法
モードボタンを押して選んだ再生方法が表示されます。

再生経過時間
曲の再生経過時間が表示されます。

ASP表示

■プログラム時

0001 ASP

PGM

トラック
プログラムする曲のトラック番号が表示されます。

プログラム中表示

プログラム番号
プログラムの順番が表示されます。

ASP表示

■ASP（音飛び防止機能）表示
CDを再生時、自動的にASP（音飛び防止機能）が有効になり、表示部に
［ASP］の文字が表示されます。これは、曲のデータをあらかじめ先読みし、
衝撃による音飛びを防ぐ機能です。この機能は解除することはできません。
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乾電池を入れる
アルカリまたはマンガンの単3形乾電池2本を使用します。これら以
外の電池は使用しないでください。

1.本体背面にある電池カバーをスラ
イドさせ、電池カバーを開けます。

2.電池の極性をよく確認して、単3
形乾電池を指定された方向に正し
くセットします。
※.電池蓋に無理な力を加えないでくだ
さい。

 警 告
使い終わった電池は火中に投げ入れないでください。
爆発して火災・やけどの原因となります。

 注 意
アルカリまたはマンガンの単3形乾電池以外の電池は使わないでく
ださい。指定以外の電池を使うと感電や発熱の恐れがあります。
電池を交換する時は、新しい電池と古い電池を混ぜないでください。
また、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
使い終わった電池は、お住まいの各地方自治体の廃棄方法に従って、
処分してください。
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使用方法
CDのセット

1.開ボタンを押します。

2. CDカバーを開きます。
※初めてご使用する際に、保護台紙を取り除いてから、お使いください。

3.中央の突起部にCDの中心を合わせてセットします。
レーベル面

4.カバーを閉めます。
●.電源がオンの場合は、カバーを閉めるとCD内の曲数と再生時間が表
示され、その後に1曲目から再生が開始されます。

●.電源オフの場合は、カバーを閉め、再生ボタンを押します。
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音楽を再生する

1.再生したいCDがセットされているのを確認します。

2.電源がオフのとき、q（再生/一時停止）ボタンを押すと電源
がオンになり、再生が開始されます。

3.再生を一時停止するには、q（再生/一時停止）ボタンを押し
ます。
●.一時停止を解除するには、再度q（再生/一時停止）ボタンを押して
ください。

4.再生を停止するには、■（停止）ボタンを押します。
●.再度、再生を行うにはq（再生/一時停止）ボタンを押してください。

■自動電源オフ機能について
再生を停止して、30秒間何も操作が無いと、自動的に電源をオフし
ます。このような場合は、再度上記の手順2から行ってください。
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繰り返し再生（リピート）について
お聴きになりたい曲を１曲のみ繰り返し再生したり、全曲を繰り返し
再生することができます。

1.電源がオンになっていることを確認します。

2.リピートボタンを押す度にリピートが変更できます。
1 選んだ1曲のみ繰り返し再生します。

ALL 全曲を繰り返し再生します。

INT 本機の全曲を曲の始め10秒間のみ再生します。

RND 全曲をランダムに一度再生します。

●.再生を停止する、またはカバーを開けるとリピートは解除されます。
●.RNDはプログラム再生時には働きません。
●.INT設定は、設定後の次の曲から機能します。（繰返しは出来ません。）

プログラム再生
お聴きになりたい順番に曲の順番をプログラムすることができます。

1.電源がオンになっていることを確認します。

2.プログラムボタンを押します。
●.表示部のPGMと左側の00が点滅し、1番目に再生する曲の入力待
ちになります。
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3.d（前へ）またはf（次へ）ボタンを押して、再生する曲を
選び、プログラムボタンを押します。
●.2番目に再生する曲の入力待ちになります。

4.手順2と3を繰り返し、再生したい曲をプログラムしていき
ます。
●.20番まで再生する順番をプログラムすることができます。
●.30秒間操作がないと、曲の入力待ちは解除され元の表示に戻ります。
ただし、解除されるまでの曲はプログラムされています。

5.プログラムを終了しプログラム再生を始めるには、q（再生/.
一時停止）ボタンを押します。

6.プログラム再生を終了して通常の再生に戻るには、w（停止）
ボタンを押します。

7.プログラムを消去するには、開ボタンを押します。
●.カバーが開けられるとプログラムは消去されます。また、電源がオフ
になってもプログラムは消去されます。
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故障かな?と思ったら
症状 確認事項と処置

電源が入らない。 電池の極性が11ページの記載どおりに、正しく入れら
れているかご確認ください。間違っている場合は入れ直
してください。

電池残量は少なくなっていませんか？
新しい電池と交換してください。

ACアダプターの仕様をご確認ください。本製品が対応
するACアダプターの出力は4.5V.600mAとなります。

音が聞こえない。 音量が最小になっていないかご確認ください。

リモコンをお使いの場合は、リモコンの音量が最小になっ
ていないか確認してください。

イヤホンが正しく接続されているか確認してください。

CDが再生され.
ない。.
音が飛ぶ。.
音質が悪い。

CDが正しく装着されているかご確認ください。

CDが汚れている場合は、クリーニングするか、別のCD
で試してみてください。

レンズが汚れている場合は、クリーニングしてみてくだ
さい。

CDのカバーが正常に閉じているかご確認ください。

一時停止状態になっていないかご確認ください。
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症状 確認事項と処置

操作ボタンを押し
ても反応しない。

本体やCDが結露していないかご確認してください。結
露していた場合、1時間ほど放置して結露がなくなって
からご使用ください。

リモコンが働かな
い。

リモコンのプラグが本体の奥までしっかり挿し込まれて
いるかご確認してください。

リモコンのボタン
が働かない。

リモコンのHOLDスイッチが掛かっていますと、リモコ
ンのボタンは働きません。9ページをご確認ください。

数秒で電源が切れ
る。
CD再生が始まらな
い。
CD再生が途中で止
まる。

電池残量は少なくなっていませんか？
2本とも新しい電池と交換してください。
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本機の仕様
周波数特性 100～ 20,000 Hz

オーディオ出力 ≧20mW （32Ω）

電源 DC 3.0V （単３形乾電池×2）

ACアダプター 4.5V　600ｍA （別売り）

動作環境 5℃～40℃

外形寸法 約142（W）× 26（H）× 155（D） mm

重量 約240 g

  

　 

 

※別売りACアダプターの購入をご希望の際は、お買い上げになられ
た販売店または、下記の当社ホームページよりお問い合わせください。

　　

【当社ホームページ：http://toho-corporation.com】
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アフターサービスについて
1. 保証書
. この取扱説明書には保証書がついていま
す。保証書はお買上げの販売店で「販売店
名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、
内容をよく確認して頂いた後、大切に保管
してください。

. 保証期間はお買上げ日より1年間です。
2. 修理を依頼される時
. 保証期間中は商品に保証書を添えてお買上
げ販売店へご持参ください。

. 保証書の記載内容により、無料修理致しま
す。
※.保証期間が過ぎているときは、修理可
能な製品については有料で修理を承り
ます。（送料もお客様にご負担いただき
ます。）

3. CDディスクに損傷が生じた場合
. 本製品のご使用によるCDディスクへの損
傷につきましては、保証致しかねます。

4. アフターサービスについてご不明な場合
. アフターサービスについてご不明な場合に
は、お買上げ販売店にお問い合わせくださ
い。

《無料保証規定》
1..通常のご使用により、万一、材質上または
構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店
か弊社お客様相談室までお申し出くださ
い。無償で交換または修理します。

2..ご転居、ご贈答品で購入日確認が可能な場
合には、取扱説明書に記載してありますお
客様相談室か各販売店へご相談ください。

3..保証期間内でも次のような場合には有料修
理となります。
①.使用上の誤り、または改造や不当な修
理による故障または損傷。

②.お買い上げ後の取付場所の移動、落下、
引越し、輸送等による故障または損傷。

③.火災、地震、水害、落雷、その他天災
地変ならびに公害や異常電圧その他の
外部要因による故障または損傷。

④.業務用としての使用、船舶への搭載な
ど一般家庭用以外に使用された場合の
故障または損傷。

⑤.本書の提示がない場合。
⑥.本書にお買い上げ年月日、お客様名、
販売店名の記入のない場合、あるいは
字句を書き換えられた場合。

4..本書は日本国内においてのみ有効です。.
Effective.only.in.Japan.

※.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。従ってこの保
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、保証期間経過後の修理等につ
いてご不明な場合は、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にお問い合せください。

※.保証期間経過後の修理については、修理可能な製品については有料で修理を承りますので、当社お客様相
談室までお問い合わせください。



保　証　書
製品名 ポータブルCDプレーヤー

SS-203SL/BK
保証期間（お買い上げ日より）

1年間
お買い上げ日

年　　  月  　　日

お

客

様

フリガナ

お名前 様
ご住所 〒　　　－

電話番号（　　　  ）  　　　ー  　　　

不具合記入欄

取扱販売店名・住所・電話番号

取扱販売店印

持込修理用
ポータブルCDプレーヤーSS-203SL/BKをご購
入頂きありがとうございます。
当社では製品のアフターサービスを提供すること
を保証いたします。お客様の権益を保護するため、
下記の文章をご覧ください。
① ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が
発生した場合、保証書、購入領収書をご持参頂
ければ、当社で無料修理規定に基づき修理また
は無償で新品と交換いたします。

② 取扱説明書に従って操作せずに不当な使い方を
したり、お客様が自分で製品を分解修理するな
ど人為的に壊されたり、保証期間が切れた場合、
保証書のない場合、無料修理は適用されません。
ただしお客様が部品代および修理費用、送料を
負担する場合、修理を承ります。

● 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効と
はなりません。記入のない場合はただちにお買
上げの販売店へお申し出ください。

● 太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入くださ
い。

● 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう
に大切に保管してください。

● 本書は製品のみに対しての保証です。万が一製
品の故障によって、USBポートの損壊やデー
タの紛失があった場合は、保証できません。

前頁の無料保証規定もご覧ください→

販売元　株式会社TOHO

サポートセンター
お取扱い方法についてのご相談および 

アフターサービスのご案内

お客様相談室
03-6803-0191

 
受付時間：月～金　 10:00～12:00 

13:00～17:00
※土日、祝祭日はお休みを頂いております。
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