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Windows MediaTM は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における商標です。

The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.

iPodは、米国およびその他の国々で登録されたApple lnc.の商標です。

「Made for iPod」とは、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしていると
デベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

このたびは、Honda純正用品を

お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、

ご使用のまえによくお読みいただき

大切に保管してください。

● 当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付け
た場合は一切の責任を負えませんのでご承知おきください。

● Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い求めの販売店にご依
頼ください。

● 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明
の点はお買い求めの販売店へご相談ください。
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「オーディオファイル」とは？
本書に書かれている「オーディオファイル」や
「Audio file」とは、USBデバイスやCD-R/RW
に記録された AAC、MP3、WMAファイルのこ
とです。詳しくは「オーディオファイルについて」
（p32）をご覧ください。

時計の調整について
時計の調整は「時刻合わせ」（p26）をご覧くだ
さい。

 はWX-104CUのみの機能を表しています。
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本書の読みかた

●  本書では、運転者や他の人が傷害を負ったりする可能性のあることを下記の表示を使って記載し、その危険性
や回避方法などを説明しています。

 これらは重要ですので、しっかりお読みください。

● 当商品に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。
 しっかりお読みください。

●指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

●指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

●指示に従わないと、軽傷をうける可能性があるもの

アドバイス 知　　識

・ 当商品が故障、破損するのを防ぐためアドバイ
スを記載しています。

・ 異常事態の処置方法を記載しています。

知っておいていただきたいこと、知っておく
と便利なことを記載しています。

¤危険

¤警告

¤注意
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本書の読みかた

は
じ
め
に

１秒以上押す
１秒以上押す操作を表します。

動作が始まるまで、または画面
の表示が変わるまでボタンまた
はツマミを押し続けることを表
します。
このとき、操作確認音が鳴りま
すのでボタンまたはツマミから
手を離してください。
押す秒数はストップウォッチの
中の表示を目安にできます。

短かく押す
ボタンまたはツマミを押してすぐ離すことを表
します。

ボタンとツマミの操作のしかた

知　　識  
●  仕様変更などにより、この本の内容と商品が一致しない場合もありますのでご了承ください。
●  本取扱説明書の表示は説明用に作成したものです。実際とは異なることがあります。

倒す
マルチコントロールホイールを指定した方向に
倒すまたは倒し続けることを表します。

回す
ツマミ（ボリュームノブまたはマルチコントロー
ルホイール）を回すことを表します。

対象モデルについて
 は、WX-104CUのみで使える機能を表します。

マークがついていないものは、WX-104CU/WX-104Cの両モデルで共通な機能を表します。
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安全上のご注意

● 運転者が走行中に操作する場合は安全運転に十
分注意して操作してください。前方不注意によ
り交通事故の原因となることがあります。

● CD挿入口などに手や指を挟まれないよう注意
してください。

 CD挿入口に、手や指を入れるとけがの原因にな
ることがありますので差し込まないでください。

¤危険
該当なし

該当なし

¤警告

¤注意

● エンジン停止中やアイドリング中に大きな音量で
長時間ご使用になりますと、バッテリーが過放電
となり、エンジンの起動ができなくなる恐れがあ
ります。

● CD挿入口、USB端子、またはAUX端子に、コ
インなど異物を差し込まないでください。故障の
原因になることがあります。

● 絶対に水にぬらさないでください。
 本機に、水・飲み物・雨などをかけないでくださ
い。発熱・感電・故障の原因となります。

● 本機を分解したり、改造しないでください。
 故障の原因となることがあります。

● ヒューズを交換するときは、必ず指定容量の
ヒューズを使用してください。

 指定容量を超えるヒューズやヒューズ以外の物を
使用すると、故障の原因になります。

アドバイス

● 適切な音量でお聴きください。
 運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量で
ご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運
転すると、交通事故の原因になることがあります。

● USBデバイスやAUX外部機器は運転に支障をき
たさないような場所に固定してください。
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安全上のご注意

は
じ
め
に

知　識

● 音が出ない、変なにおいがするなどの状態で使
用し続けないでください。

 そのまま使用を続けますと、故障したり煙が出
てくるなど、修理不能になる恐れがあります。
このようなときはただちに使用をやめ、お買い
上げの販売店にご相談ください。

● ラジオの受信については、アンテナの位置が
刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障
害物や電車、信号機などの影響により最良な受
信状態を維持することが困難な場合がありま
す。

● バッテリー交換などで本機への電源供給が止ま
ると、設定したすべての内容が消えてしまいま
す。

● 本機が動作中に、振動の激しい悪路や道路のつ
なぎ目などを走行すると、音飛びを起こすこと
があります。

● 長時間車を屋外に駐車する場合
 真夏や真冬は、車内の温度が極度に変化してい
ますので換気したり、暖房したりして、車内を
適温にしてご使用ください。

● 表示部に衝撃を加えたりすると、破損や変形な
ど、故障の原因となります。

● 表示部は、日差しの角度によっては反射光など
で見えにくくなることがあります。

● 結露について
 寒い車内を急に暖房したときなど、ユニット内
部に結露が起こることがあります。結露がユ
ニット内部で発生すると、ピックアップに水滴
が付着し、レーザー光線が乱反射され正常に動
作できなくなることがあります。このような場
合は、CDを取り出して乾燥させてください。1
時間程度で結露が取り除かれ、正常に動作する
ようになります。

● 温度について
 直射日光下で窓を閉めきっていると、車内は非
常に高温になります。

 本機内部が70℃を超える高温になると、保護
回路が働いてCDの再生ができなくなります。

 このようなときは、車内の温度を下げてくださ
い。保護回路機能が解除され、再生ができる状
態になります。

● 万一異常が発生したときは、「保証とアフター
サービス」（p40）の項をお読みになり修理を
依頼してください。
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使用できないCD
レーベル面にシールの貼ってあるCDを使用すると、
CDが変形したり、シールがはがれることがあります。
本機の故障の原因となることもあるため、レーベル面
にシールの貼ってあるCDは使用しないでください。

●

特殊な形状のCDは使用できません。必ず円形のものを
ご使用ください。円形以外のCDを使用すると故障の原
因になります。

●

本機で再生可能なディスクは
マークの入ったCDだけです。
著作権保護技術対応音楽CDは、本機では再生できない
場合があります。
上記マーク以外のCD標準規格に合致しない特殊仕様の
CD（各種コピーコントロールCD）は、弊社としては再
生保証は致しかねます。
万が一、このような特殊ディスクの再生に支障がある
場合は、CDの発売元にお問い合わせください。

●

8cmCDは使用できません。

●

ファイナライズ処理を行っていないCD-Rおよび
CD-RWは再生できません（ファイナライズ処理につい
ては、お使いのCD-R/CD-RWライティングソフトや
CD-R/CD-RWレコーダーの説明書をご覧ください）。
このほかにもCD-RやCD-RWで記録されたCDは、記
録状態により再生できない場合があります。

●

反りやヒビがあるCDは使用しないでください。使用す
ると、音飛びや故障の原因となります。

●

読み取り面（レーベル面の反対側）が着色してあるもの
や汚れているCDは引き込まない、取り出せないなどの
誤動作をすることがあります。

●

インクジェットプリンターでレーベル面に印刷可能な
CD-R/CD-RWを使用すると、誤動作することがあり
ます。

CD用アクセサリーについて
音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アク
セサリー（スタビライザー、保護シート、レンズクリー
ナーなど）は故障の原因となりますので使用しないで
ください。

CD

シート

●

市販の8cmCD用のアダプターも使用しないでくださ
い。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因に
なります。

8 cmCD用
アダプタ－

8 cmCD

表示できる文字について
本機で表示できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、
および半角英数文字です。MP3/WMA/AACの文字に
ついては「オーディオファイルについて」（p32）をご
覧ください。

CDの入れかた/出しかた
本機にCDを出し入れするときは水平方向に挿入または
引き出してください。
下側または上側に強く押しながら出し入れするとCDの
読み取り面に傷を付ける原因となります。

CDの取り扱い
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じ
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CDの取り扱いについて
CDの汚れや、ゴミ、キズ、反りなどが、音飛びなどの
誤動作や、音質劣化の原因になることがあります。取
り扱いは読取り面に触れないようにしてください（レー
ベルが印刷されていない面が読み取り面です）。

●

CD-RやCD-RWは通常の音楽CDより反射膜が弱いた
め、傷が付くことなどにより、はがれることがあります。
また、指紋による音飛びにも弱いメディアです。取り
扱いには十分注意をしてください。
詳細な注意事項がCD-RおよびCD-RWのパッケージな
どにも書かれています。それらの注意事項も読んでか
ら使用してください。

●

読み取り面や、レーベルが印刷されている面に紙テー
プなどを貼らないでください。
CDにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどのノ
リがはみ出したり、はがした痕があるものはお使いに
ならないでください。そのままCDプレーヤーにかける
とCDが取り出せなくなったり、故障することがありま
す。

紙テープなど

ノリのベタつき

レンズクリーナーについて
レンズクリーナーは使用しないでください。光学系部
品に損傷を与えたり、イジェクトができなくなるなど、
故障の原因になる場合があります。

新しいCDを使うときは
新しいCDを使うときは、CDのセンターホールや外周
部に“バリ”がないことを確認してください。“バリ”が
ついたまま使用すると、CDが挿入できなかったり音飛
びの原因になります。“バリ”があるときは、ボールペ
ンなどで取り除いてから使用してください。

バリ

バリ

センターホール

外周

CDのお手入れ
CDが汚れたときは、市販のクリーニングクロスや柔ら
かい木綿の布などで、中心から外側に向かって軽く拭
き取ってください。
従来のレコードクリーナー、静電防止剤や、シンナー
やベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。

CDの保存
直射日光があたる場所（シートやダッシュボードの上）
など、温度が高い場所には置かないでください。
特にCD-R、CD-RWは通常の音楽CDに比べ、高温、
多湿の環境に弱く、ディスクによっては車内に長時間
放置すると使用できなくなる場合があります。

●

長期間再生しないときは、本機からCDを取り出して、
ケースに入れて保管してください。
キズ、汚れ、反りの原因になりますので、ケースに入
れずに重ねて置いたり、斜めに立てかけて保存しない
でください。

CDの取り扱い
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USBデバイスについて 

本機では、USB端子を持つフラッシュメモリーやデジ
タルオーディオプレーヤー（本書ではこれらを総称し
て「USBデバイス」と呼んでいます）に記録されている
オーディオファイルを再生できます。
ただし、使用できるUSBデバイスの種類や使用方法に
は以下のような制限があります。

使用できるUSBデバイス
● 「USBマスストレージクラス」のUSBデバイス。
● 最大消費電流が「500mA」以下のUSBデバイス。
● 主な仕様

USB規格 USB 1.1/ USB 2.0
USBクラス マスストレージクラス
転送速度 フルスピード（12Mbps Max）
USBサブクラス SCSI
プロトコル Bulk Only
供給電流 最大500 mA
ファイルシステム FAT16/ FAT32
クラスタサイズ 2～32 Kバイト
容量 FAT16：128Mバイト以上

FAT32：256Mバイト以上

上記「USBマスストレージクラス」のUSBデバイス以
外のUSB機器は接続しないでください。

知　　識  
 ●  「USBマスストレージクラス」
 特別なドライバーやアプリケーションソフトを使用せずに、

外部ストレージとしてPCが認識できるUSBデバイスです。
●  メモリーカードをカードリーダーで使用する場合、カード

リーダーの種類により使用できないものがあります。カード
リーダーの使用に関しては動作保証は致しません。

●  使用するUSBデバイスがUSBマスストレージクラス規格に
対応しているかは、USBデバイスの販売メーカーにお問い合
わせください。

●  上記以外のUSBデバイスを使用すると、オーディオファイル
のプレイや表示が正常にできないことがあります。

 また、上記規格に準拠したUSBデバイスを使用していても、
USBデバイスの種類やコンディションなどにより、正常にプ
レイできない場合があります。

● すべてのUSBデバイスに対して、動作や電源供給を保証する
ものではありません。

●  再生できるオーディオファイルの仕様は、「オーディオファ
イルについて」（p32）をご覧ください。

●  MacOSでUSBデバイスにオーディオファイルをコピーした
ときは、リソースフォークを削除してください。そのままプ
レイすると、オーディオファイルが正しい順番でプレイされ
ない場合があります。

USBデバイスの接続について
● USBデバイスを直接本機のパネルのUSBコネク
ターに接続しないでください。付属のUSBケーブル
を使って接続してください。

● 付属のUSBケーブル以外のケーブルを使用した場合
は動作保証できません。

● USBハブを介してUSBデバイスを認識させること
はできません。

USBデバイスのご使用上の注意
● USBデバイスを車内に放置しないようにしてくださ
い。直射日光や高温などの影響により、USBデバイ
スが変形や故障する場合があります。

● 運転の妨げにならない所にUSBデバイスを固定して
ください。

● 本機で使用するオーディオファイルはバックアップ
をしてください。USBデバイスの使用状況によって
は保存内容が失われる場合があります。保存データ
が失われたことによる損害については、当社はその
補償を一切いたしません。あらかじめご了承くださ
い。

● 本製品にUSBデバイスは付属していません。別途、
市販品を購入してください。使用できるUSBデバイ
スについては、前記の「使用できるUSBデバイス」
を参照してください。
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iPodは、iPodに付属のDockコネクタUSBケーブル（以
降、「iPod接続ケーブル」）で接続します。
本書では、iPod接続ケーブルで接続されたiPodをまと
めて「iPod」と呼びます。

使用できるiPod
本機に接続できるiPodとファームウェアのバージョン
は次のとおりです。（2009年4月現在）
 Made for 
 • iPod nano（1st generation）
• iPod nano（2nd generation）
• iPod nano（3rd generation）
• iPod nano（4th generation）
• iPod with video
• iPod classic
• iPod touch（1st generation）
• iPod touch（2nd generation）
iPod touch（第1世代） F/W Ver. 1.1.4以降
iPod touch（第2世代） F/W Ver. 2.2以降
iPod classic
（80GB/160GB）

F/W Ver. 1.1.2以降

iPod classic（120GB） F/W Ver. 2.0以降
iPod（第5世代） F/W Ver. 1.3以降
iPod nano（第1世代） F/W Ver. 1.3.1以降
iPod nano（第2世代） F/W Ver. 1.1.3以降
iPod nano（第3世代） F/W Ver. 1.1.3以降
iPod nano（第4世代） F/W Ver. 1.0.3以降

最新の適用情報は、下記のサイトをご覧ください。
http://www.honda.co.jp/navi/support/ipodlist/

知　　識

● iPodを接続してプレイすると、最初はiPodでプレイしてい
た曲から始まります。タイトルなどを切り替えると、ブラウ
ズ項目が“PLAYLIST”に切り替わり曲のタイトルなどが表
示されます。

iPodのご使用上の注意
● iPodを認識しない場合や誤動作など異常が発生した場合は、

以下の操作を行ってください。
 -  iPodを本機およびiPod接続ケーブルからいったん取り外

し、再度接続しなおしてください。
 -  接続しなおしても正常にプレイできない場合は、iPodをリ

セットしてください。
 -  上記操作を行っても正常にプレイできない場合は、iPodの

復元を行ってください。
 iPodのリセットの方法は、ご使用のiPodによって異なりま

す。リセットおよび復元の方法については、iPodの製品マニュ
アル（ユーザーズガイド）またはアップル社のwebサイトを
参照してください。

● iPod（iPod Touchを除く）に “Gathers” と表示されている
ときには、iPod側では操作できません。

● iPodおよびiPod接続ケーブルは、車内に放置しないでくだ
さい。直射日光や高温などにより、変形や故障の原因になり
ます。

iPod®について 使用上のご注意

本機のお手入れについて
本機の前面パネルが汚れたときは、シリコンクロスか
柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいと
きは、中性のクリーナーをいったん布に付けてから汚
れを落とし、その後洗剤を拭き取ってください。
スプレー式のクリーナーなどを直接本機に吹きかける
と、本機の機構部品に支障を与えたり、固い布やシン
ナー、アルコールなどの揮発性のもので拭くと、傷が
付いたり文字が消えることがあります。

ベンジン

シンナー

●

CD挿入口は、ホコリがたまりやすいので、時々掃除し
てください。

本機のお取り扱いについて
本機を分解したり、改造しないでください。
故障の原因となることがあります。

は
じ
め
に
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特長

USB端子
USBデバイス（USB端子のあるフラッシュメモリーなどやiPod）に記録され
ているオーディオファイルを再生できます。

外部入力（AUX）端子
外部入力端子を操作パネルに配置したことで、デジタルオーディオプレーヤー
などのポータブルオーディオの音をスピーカーから聴くできます。
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特
長

MP3/WMA/AACファイルのプレイ
USBデバイス またはCD-R/RWに記録されているオーディオファイル
（MP3、WMA、およびAAC）をプレイできます。

また、MP3 ID3タグ、WMAタグとAACメタデータ（曲情報）のタイトル情
報を表示できます。

本機でプレイできるオーディオファイルは、MP3、WMA、またはAACファ
イルです。詳しくは「オーディオファイルについて」（p32）をご覧ください。

特長

知　　識  
 ● このページ以降、操作説明用のパネルイラストにはWX-104CUを使用しています。

WX-104CUのみ
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14    WX-104CU/WX-104C

ソースを切り替えます
 ボタンBを押すたびに、プレイ可能なソースが次の順に切り替わります。

ラジオ放送を受信します。（p24）
ソースが“TUNER”のときに  ボタンBを押すと、FM1→FM2→AMの順に切り替わります。

CDまたはCD-R/RWのオーディオファイルをプレイします。（p16、p18）

USBデバイス内のオーディオファイルまたはiPodをプレイします。 （p20、p22）

AUXに入力されたサウンドを出力します。（p25）

Compact Disc

USB (iPod)

AUX

TUNER

FM1
 ▼ 

FM2
 ▼ 
AM

ソースが切り替わるときには、新しいソース名がアニメーション表示されます。
  

知　　識  
● プレイ可能な状態になっていないソースには切り替わりません。
● CDまたはオーディオファイルディスクをディスク挿入口Gに挿入すると、プレイが開始されます。
● 他のソースのプレイ中にUSBデバイスを付属のUSBケーブルで接続すると、ソースは自動的に“USB”に切り替わり、オーディ

オファイルのプレイが開始されます。
● iPodをiPod接続ケーブルで接続されているときには、ソース名は“USB”のかわりに“iPod”と表示されます。iPodについては、
「iPod®について」（p11）をご覧ください。

● 他のソースのプレイ中にiPodをiPod接続ケーブルで接続すると、ソースは自動的に“iPod”に切り替わります。
● 他のソースのプレイ中にポータブルオーディオ機器などの外部機器をAUX端子に接続すると、ソースは自動的に“AUX”に切

り替わります。

共通操作

基本操作

B

B

A

J

F

G

L
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時刻を合わせます
ボタンAを2秒以上押し続けると、時刻を合わ

せることができます。（p26）

交通情報を聴きます
 ボタンJを押すと、交通情報が受信されます。

もう一度押すと、元のソースに戻ります。

A

J

表示を切り替えます
ボタンAを押すと、次の2種類の表示タイプが

交互に切り替わります。

（タイプA）

（タイプB）

オーディオをオン/オフにします
ボリュームノブFを押すと、オーディオがオフに
なります（オーディオオフ）。
もう一度押すと、元のソースがプレイされます。

AF

安全のために、周囲の音が聞こえる音量で
お聴きください。注 意

音量を調整します
ボリュームノブFを回して調整します。

小さく 大きく

F

マルチコントロールホイールの主な操作
L

ラジオ 受信周波数を変えます。

iPod カテゴリや曲を選択しま
す。

メニュー 項目を選択します。

ラジオ 受信可能な放送局を選択
します。

CD/
USB 

次または前の曲をプレイ
します。

iPod 次または前の曲をプレイ
します。

メニュー 項目の設定値を選択しま
す。

USB /
CD(オーディオ
ファイル)

フォルダを選択します。

iPod カテゴリの階層を移動し
ます。

iPod 曲やカテゴリの選択を決
定します。
プレイ中はポーズしま
す。ポーズ中はプレイを
再開します。

メニュー 項目の選択を決定します。

基
本
操
作
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基本操作

CDをプレイします
ディスク挿入口GにCDを挿入すると、差し込んだCDがプレイされま
す。

CDを取り出します
 ボタンIを押します。

知　　識  
● CDは水平に差し込んでください。
● 本機がオーディオオフの状態であっても、CDを挿入すると自動的にオンになり、プレイが開始されます。
● CDが入っているときには、ディスクインランプHが点灯します。取り出すと消灯します。
● CDがすでに入っているときには、  ボタンBでCDソースに切り替えるとプレイされます。
● CDが入っていないときには、  ボタンをB押してもCDソースに切り替えることはできません。

G H I

CDを聴く

プレイする曲を選びます
マルチコントロールホイールL
を右（¢ 側）に倒すと、次の
曲がプレイされます。
マルチコントロールホイールL
を左（4 側）に倒すと、プレ
イ中の曲の先頭/前の曲がプレ
イされます。

L

B

I

E

G H

L

（イラストはWX-104CU）

早送り/早戻しします
マルチコントロールホイールL
を右（¢ 側）に倒し続けると、
倒している間、曲が早送りされ
ます。
マルチコントロールホイールL
を左（4 側）に倒し続けると、
倒している間、曲が早戻しされ
ます。

L
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基
本
操
作

基本操作

ランダムプレイ
 ボタンEを押すと、ランダムプレイが開始されま
す。もう一度押すと、通常のプレイに戻ります。

ランダムプレイでは、現在のCD内の曲がランダム
な順でプレイされます。

知　　識  
● マルチコントロールホイールLを右（¢側）に倒すと、

次の曲がランダムに選択されます。

スキャンプレイ
 ボタンEを押すと、スキャンプレイが開始されま
す。聴きたい曲でもう一度押すと、通常のプレイに
戻ります。

スキャンプレイでは、現在のCD内の曲の先頭10
秒分が次々とプレイされます。

知　　識  
● すべての曲がスキャンプレイされると、スキャンプレイ

は自動的に終了します。

リピートプレイ
 ボタンEを押すと、リピートプレイが開始されま
す。もう一度押すと、通常のプレイに戻ります。

リピートプレイでは、現在聴いている曲が、繰り
返しプレイされます。

E

E

E
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基本操作

CD-R/RWに記録されているオーディオファイルを
プレイします
ディスク挿入口Gにディスクを挿入すると、差し込んだディスクが
プレイされます。

ディスクを取り出します
 ボタンIを押します。

知　　識  
● ディスクは水平に差し込んでください。
● 本機がオーディオオフの状態であっても、ディスクを挿入すると自動的にオンになり、オーディオファイルのプレイが開始さ

れます。
● ディスクが入っているときには、ディスクインランプHが点灯します。取り出すと消灯します。
● ディスクがすでに入っているときには、  ボタンBでCDソースに切り替えるとプレイされます。
● ディスクが入っていないときには、  ボタンBを押してもCDソースに切り替えることはできません。
● プレイできるオーディオファイルの種類やフォーマットなどについては、「オーディオファイルについて」（p32）をご覧ください。

G H I

ディスク内のオーディオファイルを聴く

B

I

G H

L

（イラストはWX-104CU）

プレイするフォルダを選びます
マルチコントロールホイールLを
上（FOLDER＋側）に倒すと、次の
フォルダの曲がプレイされます。

マルチコントロールホイールLを
下（FOLDER－側）に倒すと、前の
フォルダの曲がプレイされます。

L

プレイする曲を選びます
マルチコントロールホイールL
を右（¢側）に倒すと、次の
曲がプレイされます。
マルチコントロールホイールL
を左（4側）に倒すと、プレ
イ中の曲の先頭/前の曲がプレ
イされます。

L

E
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基
本
操
作

基本操作

ランダムプレイ
 ボタンEを押すと、ランダムプレイが開始されま
す。もう一度押すと、通常のプレイに戻ります。

ランダムプレイでは、現在のフォルダ内の曲がラ
ンダムな順でプレイされます。

知　　識  
● マルチコントロールホイールLを右（¢側）に倒すと、

次の曲をランダムに選択します。

スキャンプレイ
 ボタンEを押すと、スキャンプレイが開始されま
す。聴きたい曲でもう一度押すと、通常のプレイに
戻ります。

スキャンプレイでは、現在のフォルダ内の曲の先
頭10秒分が次々とプレイされます。

知　　識  
● すべての曲がスキャンプレイされると、スキャンプレイ

は自動的に終了します。

ファイルリピートプレイ
 ボタンEを押すと、ファイルリピートプレイが開
始されます。もう一度押すと、通常のプレイに戻
ります。

ファイルリピートプレイでは、現在聴いている曲
が、繰り返しプレイされます。

フォルダリピートプレイ
 ボタンEを1秒以上押し続けると、フォルダリピー
トプレイが開始されます。もう一度1秒以上押し続
けると、通常のプレイに戻ります。

フォルダリピートプレイでは、現在のフォルダ内
の曲が、繰り返しプレイされます。

E

E

E

E

早送り/早戻しします
マルチコントロールホイールL
を右（¢側）に倒し続けると、
倒している間、曲が早送りされ
ます。
マルチコントロールホイールL
を左（4側）に倒し続けると、
倒している間、曲が早戻しされ
ます。

L
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基本操作

USBデバイス内のオーディオファイルを聴く 

USBデバイス内のオーディオファイルを
プレイします
USB端子Cのカバーを開き、USBメモリーなどのUSBデバイスを
USBケーブルで接続すると、USBデバイスのプレイが始まります。

知　　識  
● USBデバイスやUSBケーブルは、奥まで確実に差し込んでください。
● USBデバイスがすでに接続されているときには、  ボタンBでUSBソースに切り替えるとプレイされます。
● USBデバイスを接続していないときには、  ボタンBを押してもUSBソースに切り替えることはできません。
● プレイをストップしたあとで再びプレイすると、ストップした曲からプレイが再開されます。
● プレイできるオーディオファイルの種類や使用できるUSBデバイスの種類などの詳細については、「オーディオファイルにつ

いて」（p32）をご覧ください。
● 使用できるUSBデバイスの種類については、「USBデバイスについて」（p10）をご覧ください。

C

B

C L

（イラストはWX-104CU）

USBデバイスを取り外します
USBデバイスとUSBケーブルを取り外します。

知　　識  
● USBデバイスは、特別な操作なしに、いつでも取り外

せます。
● USBデバイスを取り外すと、USBソースに切り替わる

前のソースに戻ります。

C

E
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基本操作

ランダムプレイ
 ボタンEを押すと、ランダムプレイが開始されま
す。もう一度押すと、通常のプレイに戻ります。

ランダムプレイでは、現在のフォルダ内の曲がラ
ンダムな順でプレイされます。現在のフォルダ内
のすべての曲をプレイすると、次のフォルダのラ
ンダムプレイがされます。

知　　識  
● マルチコントロールホイールLを右（¢側）に倒すと、

次の曲をランダムに選択します。

スキャンプレイ
 ボタンEを押すと、スキャンプレイが開始されま
す。聴きたい曲でもう一度押すと、通常のプレイに
戻ります。

スキャンプレイでは、現在のフォルダ内の曲の先
頭10秒分が次々とプレイされます。

知　　識  
● すべての曲がスキャンプレイされると、スキャンプレイ

は自動的に終了します。

E

E

プレイする曲を選びます
マルチコントロールホイールL
を右（¢側）に倒すと、次の
曲がプレイされます。
マルチコントロールホイールL
を左（4側）に倒すと、プレ
イ中の曲の先頭/前の曲がプレ
イされます。

L

早送り/早戻しします
マルチコントロールホイールL
を右（¢側）に倒し続けると、
倒している間、曲が早送りされ
ます。
マルチコントロールホイールL
を左（4側）に倒し続けると、
倒している間、曲が早戻しされ
ます。

L

プレイするフォルダを選びます
マルチコントロールホイールLを
上（FOLDER＋側）に倒すと、次の
フォルダの曲がプレイされます。

マルチコントロールホイールLを
下（FOLDER－側）に倒すと、前の
フォルダの曲がプレイされます。

L

ファイルリピートプレイ
 ボタンEを押すと、ファイルリピートプレイが開
始されます。もう一度押すと、通常のプレイに戻
ります。

ファイルリピートプレイでは、現在聴いている曲
が、繰り返しプレイされます。

フォルダリピートプレイ
 ボタンEを1秒以上押し続けると、フォルダリピー
トプレイが開始されます。もう一度1秒以上押し続
けると、通常のプレイに戻ります。

フォルダリピートプレイでは、現在のフォルダ内
の曲が、繰り返しプレイされます。

E

E

基
本
操
作
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基本操作

iPodを聴く 

iPod内の曲をプレイします
USB端子Cのカバーを開き、iPodをiPod接続ケーブルで接続する
と、iPodのプレイが始まります。

知　　識  
● iPod接続ケーブルは、奥まで確実に差し込んでください。
● iPodの状態によっては、iPodを接続してからプレイが開始されるまで1分以上かかる場合があります。
● iPodがすでに接続されているときには、  ボタンBでiPodに切り替えるとプレイされます。

iPodを接続していないときには、  ボタンBを押してもiPodに切り替えることはできません。
● iPodの接続にはiPodに付属のiPod接続ケーブルが必要です。使用できるiPodについては「iPod®について」（p11）をご覧く

ださい。
● プレイをストップしたあとで、再びプレイするとストップした曲からプレイを再開されます。iPodを取り外した場合も、

iPodの保存内容が変わっていなければ、ストップした曲からプレイを再開されます。
● iPodをAUX接続ケーブル（別売品）で接続した場合は、ソースは “AUX”になります。このとき、本機でiPodを操作すること

はできません。iPod側で操作してください。ただし、走行中は安全のため操作しないでください。

C

B

C L

（イラストはWX-104CU）

プレイする曲を選びます
マルチコントロールホイールL
を右（¢ 側）に倒すと、次の
曲がプレイされます。
マルチコントロールホイールL
を左（4側）に倒すと、プレ
イ中の曲の先頭/前の曲がプレ
イされます。

L

プレイ/ポーズします
マルチコントロールホイー
ルLの中央部を一度押すと、
プレイを一時停止します。
もう一度押すと、プレイを
再開します。

L

E
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基本操作

基
本
操
作

シャッフルプレイ
 ボタンEを押すと、ソングシャッフルプレイ→ア
ルバムシャッフルプレイ→通常のプレイの順に切り
替わります。

ソングシャッフルプレイでは、現在のアルバム内
の曲がランダムな順でプレイされます。

アルバムシャッフルプレイでは、プレイするアル
バムがランダムな順に選択されます。アルバム内
の曲は、順にプレイされます。

知　　識  
● マルチコントロールホイールLを右（¢側）に倒すと、

次の曲がランダムに選択されます。 ミュージックリピートプレイ
 ボタンEを押すと、ミュージックリピートプレイ
が開始されます。もう一度押すと、通常のプレイ
に戻ります。

ミュージックリピートプレイでは、現在聴いてい
る曲が、繰り返しプレイされます。

E

E

早送り/早戻しします
マルチコントロールホイールL
を右（¢側）に倒し続けると、
倒している間、曲が早送りされ
ます。
マルチコントロールホイールL
を左（4側）に倒し続けると、
倒している間、曲が早戻しされ
ます。

L

曲/カテゴリ選択
マルチコントロールホイールLを回して曲やカテゴリを選択し、中央部を押して決定
します。

各階層のカテゴリのリストでカテゴリを選択すると、そのカテゴリ内の項目（カテゴ
リ）のリストが表示されます。たとえば、アーティストリストでアーティストを選択
すると、そのアーティストのアルバムリストが表示されます。

カテゴリ選択（絞り込み）を進めて、曲リストで曲を選択すると、選択した曲のプレ
イが開始されます。

知　　識  

L

● 1階層上のカテゴリに戻るときは、マルチコントロー
ルホイールLを左（4側）に倒します。

● マルチコントロールホイールLを回すかわりに、上
（FOLDER+側）または下（FOLDER‒側）に倒して
もカテゴリや曲を選択できます。

● マルチコントロールホイールLを押すかわりに、右
（¢側）に倒すと1階層下のカテゴリに移動します。

● 曲を選択しているときにマルチコントロールホイー
ルLを右（¢側）に倒すと、その曲がプレイされま
す。

● iPodのカテゴリは、次のような階層構造になっています。

ジャンルリスト

アーティストリスト アーティストリスト

曲リスト

アルバムリスト アルバムリスト

ジャンル 作曲者

作曲者リスト

曲アルバムアーティストプレイリスト

 本機では、iPodで操作するのと同様に、各階層のカテゴリを
選択することによって選曲できます。
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基本操作

ラジオを聴く

プリセット局を受信します
 ―  ボタンEを押すと、押したボタンにメモリー
されている放送局を受信します。

E

ソースとバンドを選択します
 ボタンBを押すと、ソースとバンドが次

のように切り替わります。

TUNER (FM2)

TUNER (AM)

TUNER (FM1) FMバンド1

FMバンド2

AMバンド

B

放送局をプリセットします
 ―  ボタンEを約2秒以上押すと、受信中の放送
局が押したボタンにメモリーされます。

E

放送局を自動的にプリセットします
 ボタンJを約1秒以上押すと、受信状態の良い

放送局が自動的にメモリーされます。

知　　識  
● 6個のプリセットボタンにすべてメモリーされるか、周

波数を一巡すると、自動的に終了します。

J

B

J

L

放送局を選択します
マルチコントロールホイールL
を左（4 側）または右（¢ 側）
に倒すと、受信状態の良い放送
局が自動的に受信されます。

L

（イラストはWX-104CU）
E
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基本操作

AUXの音声を聴く

外部機器を聴きます
AUX端子Dにポータブルオーディオ機器などの外部機器を、市販の
ミニプラグケーブル（3.5φ）で接続します。

外部機器の音声が出力されます。

知　　識  
● 外部機器がすでに接続されているときは、  ボタンBで “AUX" に切り替えるとプレイされます。
● 接続するミニプラグケーブルは、抵抗の入っていないステレオタイプのものを使用してください。
● 外部機器は、本機からコントロールできません。外部機器側から操作してください。

B D

B

D

（イラストはWX-104CU）

基
本
操
作

走行中は安全のため、ポータブルオーディオ
機器の操作はしないでください。注 意
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時刻合わせ

5  ボタンを押して、時刻合わせを終了します。

知　　識  
● 時報に合わせるときは、 4  に続いてマルチコントロールホ

イールの中央部を押します。
 時計は正時（例：15:30～ 16:29→16:00）になって時

刻合わせが終了されます。
● "時"や"分"を変えるたびに、00秒からスタートします。
● 点検や修理などでバッテリーを外した場合は、時計を調整

してください。
● 周囲の温度や長時間電源を入れないときなど、使用環境に

より時計の表示が現在時刻からずれる場合があります。そ
の場合は時計の調整を行い正しい時刻に合わせてくださ
い。

時刻合わせ
本機の時計を合わせます。

1  ボタンを2秒以上押して、時刻合わせを開始
します。

ピッとなるまで押し続けます。

2  マルチコントロールホイールを回して、“時”
を調整します。

3  マルチコントロールホイールを右または左に倒
して、“分”を選択します。
“分” の表示が点滅します。

4  マルチコントロールホールを回して、“分”を調
整します。

時計の時刻を合わせます。
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メニュー設定（MENU）

2   ボタンを押して、CONFIGモードに
します。

3  マルチコントロールホイールの中央部を押し
て、メニューモードに入ります。

4  マルチコントロールホイールを回して、設定す
る項目を選択します。

マルチコントロールホイールを上下に倒して選
択することもできます。

5  マルチコントロールホイールを右または左に倒
して、各項目を設定します。

6   ボタンを押して、メニューモードを終
了します。

メニュー項目と基本操作
以下の機能の設定をします。
表示 設定概要 設定 電源 ページ
Beep 操作音の有無を設定

します。
ON*
OFF

̶

Date 
Adjust

日付を設定します。 28

Date 
Mode

日付の表示方法を設
定します。

28

Contrast 液晶表示のコントラ
ストを調整します。

1～5*～10 ̶ ̶

Display OFFに設定すると、
一定時間操作をしな
いと自動的にディス
プレイをオフにしま
す。

ON*
OFF

̶

Dimmer ONに設定すると、車
両ライト点灯時の本
機の液晶表示とイル
ミネーションの減光
機能を解除します。

ON
OFF*

カンジ
ユウセン

曲名などに漢字が含
まれている場合の漢
字優先表示の有無を
設定します。

ON*
OFF

Scroll 曲名などを表示しき
れないときの自動ス
クロール/手動スク
ロールを設定します。

Manual*
Auto

̶

CD Read CDの読み取りモード
を設定します。

1*
2

DISP REV ディスプレイをネ
ガ・ポジタイプ、ま
たは車両のライトス
イッチに連動して切
り替わるように設定
します。

POSI/NEGA*
NEGA
NEGA/POSI
POSI

̶

*お買い上げ時の設定状態を示します。

 ： オーディオオフ中に設定できます。
 ̶ ： オーディオオン・オフ中でどちらでも設定できます。

 ： 機能の詳細については「Help? 機能用語集」（p34）を
ご覧ください。

知　　識  
● ページ数が表記されている項目は、それぞれのページを参

照してください。

1  上記の表の「電源」欄の指示に従って、ボ
リュームノブを押してオーディオオンまたは
オーディオオフにします。

各種の設定を行います。

メ
ニ
ュ
ー
設
定

(M
E
N
U
）

時
刻
合
わ
せ

08A00-4M0-250_200_r6.4.indd   2708A00-4M0-250_200_r6.4.indd   27 09.4.21   2:41:56 PM09.4.21   2:41:56 PM



28    WX-104CU/WX-104C

メニュー設定(MENU)

日付合わせ
本機の日付を合わせます。

1  ｢Date Adjust｣を選択します。
項目を選択する方法については、「メニュー項目
と基本操作」（p27）をご覧ください。

2  マルチコントロールホイールの中央部を押し続
けて、日付合わせを開始します。

日付が表示されるまで、マルチコントロールホ
イールの中央部を押し続けます。

3  マルチコントロールホイールを右または左に倒
して、調整する項目を選択します。

選択している項目（“年”、“月”、または“日”)が点
滅します。

4  マルチコントロールホイールを回して、日付を
合わせます。

5   ボタンを押して、設定を終了します。

日付の表示方法
日付の表示方法を変更します。

1  ｢Date Mode｣を選択します。
項目を選択する方法については、「メニュー項目
と基本操作」（p27）をご覧ください。

2  マルチコントロールホイールの中央部を押し続
けて、日付表示設定を開始します。

日付が表示されるまで、マルチコントロールホ
イールの中央部を押し続けます。

3  マルチコントロールホイールを回して、日付の
表示方法を設定します。

マルチコントロールホイールを上下に倒しても
選択できます。

4   ボタンを押して、設定を終了します。
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サウンド設定（SOUND）

サウンドを設定します。

3  マルチコントロールホイールの中央部を押し
て、サウンド設定を開始します。

4  マルチコントロールホイールを回して、設定す
る項目を選択します。

5  マルチコントロールホイールの中央部を押し
て、設定する項目を決定します。

6  マルチコントロールホイールを回して、設定値
を選択します。

7   ボタンを押して、設定を終了します。

サウンド設定項目と基本操作
音質を調整します。

以下の機能の設定をします。
表示 設定概要 設定
Balance 左右の音量バランスを調整しま

す。
L9～0*～R9

Fader 前後の音量バランスを調整しま
す。

R9～0*～F9

Preset EQ 音楽のジャンルに合わせたイコ
ライザーを選択します。

ROCK、POPS、
VOCAL、
DANCE、JAZZ、
FLAT、OFF*

Bass 低音域のレベルを調整します。 ‒6～0*～+6
Middle 中音域のレベルを調整します。
Treble 高音域のレベルを調整します。
SVC 車両の速度に応じて自動的に変

化する音量の増幅量を設定しま
す。

OFF、LOW、
MID*、HIGH

*お買い上げ時の設定状態を示します。

知　　識  
● サウンド調整は、オーディオオフ以外のときに行ってくだ

さい。
● Preset EQおよびSVCの詳細については、「Help? 機能用

語集」（p35）をご覧ください。
● Bass（低音）、Middle（中音）、Treble（高音）は、Preset 

EQが“OFF”に設定されているときに調整できます。

1   ボタンを押して、CONFIGモードに
します。

2  マルチコントロールホイールを回して、
[SOUND]タブを選択します。

メ
ニ
ュ
ー
設
定
（
M
E
N
U
）

サ
ウ
ン
ド
設
定
（
S
O
U
N
D
）
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ディスプレイ設定（TEXT）

1   ボタンを押して、ソースを選択しま
す。

2   ボタンを押して、CONFIGモードに
します。

3  マルチコントロールホイールを回して、
[TEXT]タブを選択します

4  マルチコントロールホイールの中央部を押し
て、ディスプレイ設定を開始します。

5  マルチコントロールホイールを上または下に倒
して、行を選択します。

知　　識  
● タイプBの画面に表示されている時計表示は変更できませ

ん。

ディスプレイ表示を設定します。

ディスプレイ設定項目と基本操作
本機のディスプレイには、プレイ中の情報を3行（3項
目）表示できます。

各行には、次の情報を表示できます。
ソース 表示 情報
TUNER FREQ 周波数

Date 日付
Speana/Clock スペアナ/時計
Blank 表示なし

CD（音楽CD） P-TIME プレイ時間および
トラック番号

Disc Title アルバム名（CD TEXT
情報があるときのみ）

Track Title 曲名（CD TEXT情報
があるときのみ）

Date 日付
Speana/Clock スペアナ/時計
Blank 表示なし

CD（オーディオファ
イル）
USB 
iPod 

P-TIME プレイ時間および
トラック番号

Folder Name フォルダ名（CD/USB
のみ）

File Name 曲名（CD/USBのみ）
Date 日付
Title/Artist 曲名/ア－ティスト
Album/Artist アルバム名/アーティス

ト
Speana/Clock スペアナ/時計
Blank 表示なし

AUX Source Name ｢AUX｣
Date 日付
Speana/Clock スペアナ/時計
Blank 表示なし
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ディスプレイ設定（TEXT）

6  マルチコントロールホイールを回して、表示す
る情報を選択します。

7  5  と 6  を繰り返して、各行の表示項目を設定
します。

8   ボタンを押して、設定を終了します。

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
設
定
（
T
E
X
T
）
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オーディオファイルについて

本機ではオーディオファイル（MP3/WMA/AAC）を
再生することができます。
使用できるオーディオファイルやメディア、フォーマッ
トには制限がありますので以下のことに注意してくだ
さい。

再生できるオーディオファイル
MP3フォーマット
形式 MPEG 1, MPEG 2 Audio Layer 3規格
サンプリング
周波数

CD： 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 
32, 44.1, 48（kHz）

USB： 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
（kHz）

ビットレート ８～320（kbps）/ VBR*1

WMAフォーマット
形式 Windows Media™ Audio準拠*2

サンプリング
周波数

32, 44.1, 48（kHz）

ビットレート CD：48～192（kbps）/ VBR*1
USB：48～320（kbps）/ VBR*1

コピープロテクト コピープロテクト（著作権保護）された
ファイルは再生できません、設定をオフ
にしてください。

AAC-LCフォーマット
形式 iTunes ver6.1に準拠し、拡張子が

“.m4a”のファイル
サンプリング
周波数

CD： 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
（kHz）

USB： 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 
24, 32, 44.1, 48（kHz）

ビットレート CD：32～320（kbps）
USB：8～320（kbps）

コピープロテクト コピープロテクト（著作権保護）された
ファイルは再生できません。

知　　識  
●  オーディオファイルと認識して再生するファイルは、
“.MP3”、“.WMA”または“.M4A”の拡張子が付いたものだ
けです。（拡張子は大文字と小文字どちらでも構いません）

●  オーディオファイル以外のファイルに、“.MP3”、“.WMA”、
または“.M4A”の拡張子を付けないでください。これらの拡
張子を付けると、オーディオファイルと誤認識して再生して
しまい、大きな雑音が出てスピーカーなどを破損する恐れが
あります。

●  *1  VBR（可変ビットレート）形式では、転送ビットレートに制
限があります。ファイル（ストリーム）中のMP3/WMAビッ
トレートが前記の値に収まっているファイルのみ再生でき
ます。ファイル（ストリーム）中に上記のMP3/WMAビッ
トレートから外れる部分があると正常に再生できません。

● *2   Windows Media™ Player 9以上の一部の機能を使用す
ると正常に再生できない場合があります。

使用できるメディアとフォーマット
オーディオファイルを収録するためのメディアと
フォーマットは下記です。また、ファイルとフォルダ
の構成には以下の制限があります。

メディア CD-R、CD-RW
フォーマット ● ISO 9660 Level 1

● ISO 9660 Level 2
● Joliet
● Romeo
● ロングファイルネーム

ファイルと
フォルダの
構成制限

● 最大ディレクトリ階層：８階層
● １フォルダ中の最大ファイル数：255
● 最大フォルダ数：255

メディア USBデバイス
USB規格 USB 1.1/ USB 2.0
USBクラス マスストレージクラス
ファイル
システム

● FAT16（容量が128Mバイト以上）
● FAT32（容量が256Mバイト以上）

クラスタサイズ 2～32 Kバイト
ファイルと
フォルダの
構成制限

● 最大ディレクトリ階層：9階層
● 最大ファイル数：65535
● 最大フォルダ数：699

知　　識  
● オーディオファイルのファイルサイズは24Kバイトより大き

くしてください。ファイルサイズが24Kバイト以下だと再生
できません。

● CD-RWの簡易フォーマットで作成されたメディアは再生で
きません。

● 何も記録されていないCDメディアに一度で最大容量まで記
録する場合は、“Disc at Once”の設定をしてください。

● 使用できるUSBデバイスについては、「USBデバイスについ
て」（p10）をご覧ください。
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オーディオファイルについて

音楽などの著作物を個人的に楽しむなどの場合を除き、
著作権利者の許諾を得ずに複製（録音）、配布、配信す
ることは著作権法で禁止されています。

ファイル名とフォルダ名の入力
ファイル名とフォルダ名は、半角英数、漢字、または
カナ文字で入力してください。これ以外の文字で入力
されているファイル名とフォルダ名は正常に表示され
ません。
なお、ファイル名/フォルダ名はCD：64文字、USB：
32文字まで表示可能です。（区切り文字“.”と拡張子
３文字を含みます）

知　　識  
● CD-R/RWでは、ライティングソフトや使用するディスクの

フォーマットによって表示できる文字が制限されます。詳し
くはライティングソフトの説明書をご覧ください。

●  文字数は１byte文字を使用した場合です。

オーディオファイルの曲情報表示
MP3 ID3 Tag v1.0/1.1 30文字

ID3 Tag v2.2/2.3/2.4 CD：128文字
USB：64文字

WMA WMAコンテンツ
プロパティ

CD：128文字
USB：64文字

AAC-LC iTunes m4a メタデータ（曲
情報）

CD：128文字
USB：64文字

なお、表示できる文字は英数、漢字、カナ文字です。

知　　識  
● 文字数は１byte文字を使用した場合です。

メディアに書き込むファイルについて
オーディオファイルが収録されているメディアを挿入
すると、最初にメディア内のすべてのファイルをチェッ
クします。

このため、メディアに多くのフォルダやファイルを書
き込むと、再生するまで長時間必要になります。また、
ファイルサーチやフォルダサーチがスムーズに行えな
い場合があります。

オーディオファイルを再生する順番
再生などでファイルやフォルダが選択される順番は、
メディアに書き込まれた順番になります。

このため、予想していた順番と実際に再生される順番
が一致しないことがあります。

PCの使用環境にもよりますが、“01”～“99”な
どとファイル名の頭に再生する順番を入力してから、
CD-R/RWに書き込む、またはUSBデバイスにフォル
ダごとコピーすることで再生する順番を設定できるこ
とがあります。

下記のようなフォルダ・ファイル階層のメディアで操
作を行った場合は次のようになります。

( ) : フォルダ
: オーディオファイル

メディアの階層例

２階層
１階層 ３階層

４階層

¡# 再生中にファイルサーチを行うと…

からから
の先頭

¡$ 再生中にフォルダサーチを行うと…
から

から
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メニュー （MENU）

CD Read（CD リード）
特殊なフォーマットのディスクを強制的に音楽CDと
して認識させてプレイさせる機能です。
“1”： オーディオファイルディスクと音楽CDを自動

的に識別してプレイします。通常はこちらでお
使いください。

“2”： 強制的に音楽CDとして認識してプレイします。
オーディオファイルディスクはプレイできなく
なります。

なお、“2” に設定しても、音楽CDによってはプレイ
できない場合もあります。

Dimmer（ディマー）
夜間の眩しさを防ぐために、車両のライトの点灯に
連動して、本機のイルミネーションやディスプレイ
の明るさを下げる機能を解除します。
“ON”：  ライトを点灯しても明るさは変わりません。
  イルミネーションコントロール機能が搭載さ

れている車両では、“ON” にしても減光機能
が動作します。ただし、減光レベルが一番小
さい状態のときは、ディスプレイはライトが
消灯しているときと同じ明るさになります。

“OFF”： ライトを点灯すると暗くなります。

Display（ディスプレイ）
約5秒間以上何も操作しないと、ディスプレイの表示
を消す機能です。
ただし、各種の設定中（メニュー操作中など）は、設
定にかかわらず、ディスプレイは消えません。
“ON”：   ディスプレイは消えません。
“OFF”：  何も操作しないと、約5秒後にディスプレイ

が消えます。

DISP REV（ディスプレイリバース）
ディスプレイの表示タイプをネガとポジに切り替え
ます。また、ライトスイッチに連動して反転するこ
とも可能です。
“POSI/NEGA” :    ライトスイッチがオフのときは、

文字をポジタイプで表示し、オン
にするとネガタイプで表示します。

“NEGA” :  文字をネガタイプで表示します。
“NEGA/POSI” :   ライトスイッチがオフのときは、

文字をネガタイプで表示し、オン
にするとポジタイプで表示します。

“POSI” :  文字をポジタイプで表示します。

共通

AAC（エーエーシー）
正式名「Advanced Audio Coding」の略称です。
デジタル放送などに使用されている画像圧縮方法の
オーディオ部分のみの圧縮規格です。
本書ではこの方式を使用したオーディオファイルを
指す場合もあります。使用できるAAC収録メディア
の種類やフォーマットなどは「オーディオファイルに
ついて」（p32）をご覧ください。

MP3（エムピースリー）
正式名「MPEG Audio Layer 3」の略称です。
MPEG AudioはDVDやVideo CDなどに使用されて
いる画像圧縮方法のオーディオ部分のみの圧縮規格
です。本書ではこの方式を使用したオーディオファ
イルを指す場合もあります。使用できるMP3収録メ
ディアの種類やフォーマットなどは「オーディオファ
イルについて」（p32）をご覧ください。

WMA（Windows MediaTM Audio）
米国マイクロソフト社が開発した音声圧縮符号化方
式「Windows MediaTM Audio」の略称です。本書
ではこの方式を使用したオーディオファイルを指す
場合もあります。使用できるWMA収録メディアの種
類やフォーマットなどは「オーディオファイルについ
て」（p32）をご覧ください。

Help? 機能用語集
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サウンド設定

Preset EQ（プリセットイコライザー）
ジャンル別に設定された効果には以下のような特徴
があります。
“ROCK”：   スピーディーで力強いアタック音を再現

します。
“POPS”：   中音域をメインにしたリズミカルな音を

再現します。
“VOCAL”：   生き生きとしたボーカルを主体に再現し

ます。
“DANCE”：  ビートの利いた音を再現します。
“JAZZ”：   ウッドベースの音階やボーカルの質感を

鮮明に再現します。
“FLAT”：  原音のまま出力します。

SVC
正式名「Speed sensitive Volume Compensation
（速度感応式音量補正）」の略称です。
車の速度が速くなると、ロードノイズなどが大きく
なり、音楽が聞こえにくくなります。SVC機能は、
車の速度に応じてオーディオの音量を自動的に調整
する機能です。
“LOW”、“MID”、“HIGH” の3段階があり、LOW、
MID、HIGHの順に音量の増加量が大きくなります。

Help? 機能用語集

Scroll（スクロール）
ディスプレイにフォルダ名、ファイル名、曲名/アー
ティスト名、またはアルバム名を選択しているとき、
文字数が多いために表示しきれない場合にスクロー
ルして表示する機能です。
“Auto”：   プレイする曲名などの表示情報が変わっ

たときに、自動的にスクロールして表示
します。

“Manual”：  自動的にスクロールしません。
上記の設定にかかわらず、約1秒間以上、マルチコン
トロールホイールを上（FOLDER+側）に倒すと、表
示をスクロールできます。

カンジユウセン（漢字優先）
CDに収録されている曲の名前やアーティスト名など
に漢字が使用されている場合、漢字を優先して表示
する機能です。
“ON”：   漢字が使われているときには漢字で表示し

ます。
“OFF”：   漢字の使用の有無にかかわらず、カタカナ

および英数字で表示します。
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NO ALBUM：
アルバム名のタイトルが記録されていません。

NO ARTIST：
アーティストの情報が記録されていません。

NO MUSIC：
USBデバイス内に再生できるオーディオファイルが
ありません。

N/A DEVICE：
● 接続したUSBデバイスのファイルシステム
（NTFSやHFSなど）またはクラスタサイズはサ
ポートされていません。

● 接続したUSBデバイスは使用できません。
● USBデバイスが正しく接続されていません。もう
一度接続しなおしてください。

使用できるUSBデバイスは「USBデバイスについて」
（p10）をご覧ください。

OVER CURRENT：
接続したUSBデバイスで供給できる電流容量
（500mA）を超えました。

RECONNECT：
接続したUSBデバイスは、何らかの原因で正しく認
識できません。デバイスを再接続してください。

■ iPod

NO MUSIC：
iPod内または選択したカテゴリ内にプレイできる曲
がありません。

CHECK CONNECT：
iPod接続ケーブルが正しく接続されていません。

CHECK IPOD：
接続したiPodのファームウェアはサポートされてい
ません。iPodのファームウェアをバージョンアップ
してください。

N/A DEVICE：
● 接続したiPodを認識できません。
● 接続したiPodは使用できません。
iPodが認識されない場合は「iPodのご使用上の注意」
（p11）をご覧ください。使用できるiPodについては
「使用できるiPod」（p11）をご覧ください。

Help? 状態表示

本機では、次のメッセージで状態が表示されます。

■ 共通

AMP CHECK：
本機の内部温度が一定以上の温度に達しました。音
量を18まで小さくします。

AMP PROTECT：
本機の内部温度が一定以上の温度に達しました。音
量を最小にします。また、動作を停止する場合があ
ります。

SP PROTECT：
スピーカー出力に直流電流が流れて保護回路が働き
ました。

■ CD

UNSUPPORTED：
挿入したCDは再生できません。

CHECK DISC：
挿入したCDやディスクが汚れてます。または、裏返
しに挿入しています。

MECH ERROR：
本機のCDドライブに異常があります。

COPY PROTECT：
コピープロテクトされているWMAファイルはプレイ
できません。

NO TITLE：
曲名等のタイトルが記録されていません。

NO ALBUM：
アルバム名のタイトルが記録されておりません。

NO ARTIST：
アーティストの情報が記録されておりません。

■ USB

（メッセージ表示なしにスキップされる）
コピープロテクトされているWMA/AACファイルは
プレイできません。
または、サポートされていないフォーマットのオー
ディオファイルはプレイできません。

NO TITLE：
曲名等のタイトルが記録されていません。
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故障かな？と思ったら

共通
こんなとき どうして こうします

電源がオンにならない ヒューズが切れている。 販売店にヒューズの交換を依頼してください。

エンジンスイッチをオンにしていない。 エンジンスイッチをオンにしてください。

音が出ない/
音が小さい

オーディオオフになっている。 ボリュームノブを押して、オーディオオンにしてく
ださい。

音量が最小になっている。 音量を適度に上げてください。

“Fader”、“Balance”が片側に片寄った設定
になっている。

“Fader”（フェダー）、“Balance”（バランス）を
調整してください。（p29）

音質が悪い（音が歪む） 音量が大きすぎる。 適正音量で使用してください。

「サウンド設定」の“Bass”、“Middle”、
“Treble”が表示されない。

“Preset EQ”（プリセットイコライザー）を
設定している。

プリセットイコライザーをオフにしてから設定し
てください。

ディスプレイが暗い。 周囲の温度が低い。 車内の温度を上げてください。液晶部分の温度が
上がると、通常の明るさに戻ります。

音楽CD/ディスク
こんなとき どうして こうします

CDモードに切り替わらない CDが挿入されていない。 CDを挿入してください。

CDが入らない すでにCDが入っている。 入っているCDを取り出してから入れてください。

CDが反っている。 反ったCDは使用しないでください。

CDが再生できない CDに傷や汚れがある。 「CDのお手入れ」（p9）を見て、クリーニングし
てください。

CD-R、CD-RWが再生できない ファイナライズ処理を行っていない。 ファイナライズ処理を行ってください。ファイナ
ライズ処理については、お使いのライティングソ
フトやレコーダーの説明書をご覧ください。

CDのプレイ時の音質が悪い
（プレイ時にノイズが入る）

CD自身の音質。 他のCDを再生して問題がなければ、そのCDの問
題です。

CDに傷や汚れなどが付いている。 「CDのお手入れ」（p9）を見て、クリーニングし
てください。

CDが反っている。 反ったCDは使用しないでください。

選曲操作をしても、目的の曲に切り替
わらない

ランダムプレイになっている。 「CDを聴く」（p16）、「ディスク内のオーディオ
ファイルを聴く」（p18）を見て、ランダムプレイ
を解除してください。

振動により音が飛ぶ CDに傷や汚れなどが付いている。 「CDのお手入れ」（p9）を見て、クリーニングし
てください。

CDが反っている。 反ったCDは使用しないでください。

文字表示で“DISC TITLE”、
“ARTIST TITLE”、“TRACK 
TITLE”項目が表示されない

情報が記録されていない音楽CDを再生してい
る。

CD TEXTが記録された音楽CDのときに表示でき
ます。

オーディオファイル（MP3/WMA/AAC）共通
こんなとき どうして こうします

オーディオファイルが再生できない MP3/WMA/AACファイルに拡張子が付いて
ない。

MP3ファイルには“.MP3”を、WMAファイル
には“.WMA”を、AACファイルには“.M4A”
を付けてください。

サポートしていないファイルを再生しようと
した。

「オーディオファイルについて」（p32）を見て、
再生できるファイルを作成してください。

次のページへ 3
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故障かな？と思ったら

オーディオファイルを再生時に雑音が入
る/音が出なくなる

オーディオファイル以外のファイルに
“.MP3”、“.WMA”または“.M4A”拡張子が
付いている。

MP3/WMA/AACファイル以外のファイルに付い
ている“.MP3”、“.WMA”または“.M4A”拡張
子を消去してください。

サポートしていないファイルを再生しようと
した。

「オーディオファイルについて」（p32）を見て、
再生できるファイルを作成してください。

“COPY PROTECT”と表示して
WMAファイルが再生されない

コピープロテクトされているWMAファイルを
再生している。

Windows Media™ Audioの著作権保護された
ファイルは再生できません。

フォルダ名、ファイル名、曲情報が正し
く表示されない

本機で表示できない文字を使用した。 本機では英数、漢字、カナ文字のみ表示できます。

演奏時間表示が実際の演奏時間と一致
しない

オーディオファイルの記録された状況により、
演奏時間が一致しないことがあります。 ̶

オーディオファイルを再生するまで時間
がかかる

メディアに記録されているフォルダ/ファイル/
階層が多い。

最初にメディア内のすべてのファイルをチェック
するため、多くのファイルが記録されているメディ
アを使用すると、再生されるまで長時間かかる場
合があります。

USBデバイスに記録したオーディオファイル
こんなとき どうして こうします

オーディオファイルが順番どおりに再生
されない

USBデバイスに記録された順番で再生します。 PCの使用環境により異なりますが、ファイル名の
頭に“01”～“99”などと入力してからフォル
ダごとコピーすることで順番を設定できる場合も
あります。
フォルダを上書きした場合、再生順を指定できな
いことがあります。その場合は一度フォルダを削
除してからコピーしてください。

USBデバイスを認識するまでに時間が
かかる

メディアに記録されているフォルダ/ファイル/
階層が多い。

最初にメディア内のすべてのファイルをチェック
するため、多くのファイルが記録されているメディ
アを使用すると、再生されるまで長時間かかる場
合があります。

USBデバイスを認識しない 使用できないUSBデバイスを接続した。 使用できるUSBデバイスは「USBデバイスについ
て」（p10）をご覧ください。

CDに記録したオーディオファイル
こんなとき どうして こうします

オーディオファイルが再生できない CDに傷や汚れがある。 「CDのお手入れ」（p9）を見て、クリーニングし
てください。

「メニュー設定」の ‶CD Read" 項目を ‶2" に
設定している。

「メニュー項目と基本操作」（p27）を見て、“CD 
Read”項目を“1”に設定してください。

CD-RWのフォーマットを簡易フォーマットで
行ったため。

CD-RWをフォーマットするときは、フルフォー
マットで行ってください。

オーディオファイルを再生中に音飛びす
る

CDに傷や汚れがある。 「CDのお手入れ」（p9）を見て、クリーニングし
てください。

CDが反っている。 反ったCDは使用しないでください。

オーディオファイルが順番どおりに再生
されない

プレイさせたい順番どおりにライティングソ
フトで書き込まれなかったため。

ライティングソフトにより異なりますが、ファイ
ル名の頭に “01” ～ “99” などと入力してから書
き込むことで順番を設定できる場合もあります。

フォルダ名/ファイル名が正しく表示さ
れない

ISO9660 level1/2, Joliet, またはRomeo
に準拠して記録されていない。

ISO9660 level1/2, Joliet, またはRomeoに準
拠したディスクを使用してください。（p32）

ライティングソフトで扱えない文字を使用し
て記録した。

ライティングソフトの取扱説明書を参照して使用
できる文字で記録してください。
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故障かな？と思ったら

iPod
こんなとき どうして こうします

iPodを操作できない 本機に接続しているときは、iPodは操作でき
ません。

選曲などの操作は、本機側で行ってください。

ソースがiPodに切り替わってから約15秒間は
操作できません。

iPodに “Gathers” と表示されてから操作してく
ださい。

iPodを認識しない/
何も表示されない

iPodとの同期ができていない。 iPodを本機およびiPod接続ケーブルからいったん
取り外し、再度接続しなおしてください。
接続しなおしても認識されない場合は、iPodをリ
セットしてください。
詳しくは「iPodのご使用上の注意」（p11）をご
覧ください。

ラジオ
こんなとき どうして こうします

チューナーの感度が悪い、または雑音
が入る*

自動車のアンテナが伸びていない。 アンテナを十分伸ばしてください。

電波が弱い。 電波状態の良い周波数を受信してください。

受信周波数が合っていない。 放送局の周波数を確認して、周波数を合わせてく
ださい。

AUX
こんなとき どうして こうします

AUXモードに切り替わらない AUX端子にケーブルを接続していない。 AUX端子にケーブルを接続してからAUXソース
に切り替えてください。

オーディオオフになっている。 オーディオオンにしてからAUX端子に接続してく
ださい。

接続ケーブルの差し込みが不十分。 接続ケーブルのプラグを確実に差し込んでくださ
い。

ステレオミニプラグ以外を使用して接続して
いる。

ステレオミニプラグ（3極）を使用して接続して
ください。

AUXの音声が小さい 抵抗入りのケーブルを使用して接続している。 抵抗が入っていないケーブルを使用してください。

AUX端子に接続した機器の音量が小さくなっ
ている。

接続した機器の音量を適度に上げてください。

AUXの音声が片側からしか出ない モノラルミニプラグを使用して接続している。 ステレオミニプラグを使用して接続してください。

知　　識  
*  FM放送はAM放送と比べるとビルや山などの影響を受けやすく、障害物の裏側などに入ると雑音が出ることがあります。また、FM
放送は受信できる範囲が狭く、長距離ドライブなどでは走行中に電波が届かなくなり、雑音が出ることがあります。

故
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ら
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保証とアフターサービス

保証について
保証書に記載された「販売会社印・お買い上げ日」を確認し、よくお読みのうえ、大切に保管し
てください。

アフターサービスについて

● 調子が悪いとき
まず、この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

● それでも調子が悪いとき
保証規定に従い修理させていただきますのでお買い上げの販売会社に修理を依頼してください。

● 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

● 補修用性能部品
製造打切り後、最低6年間保有しています。

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点はお買い求めの販売店へご相談
ください。

08A00-4M0-250_200_r6.4.indd   4008A00-4M0-250_200_r6.4.indd   40 09.4.21   2:42:18 PM09.4.21   2:42:18 PM



WX-104CU/WX-104C   41

付属品一覧
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取扱説明書 ................................ 1 冊

取扱説明書

デュアルサイズCD/USBコンポ

WX-104CU
デュアルサイズCDコンポ

WX-104C

取付ネジ（M5×8mm）........８個

USBケーブル（1.5m）   ... 1 本

車両への取り付けに使用し
ます。（一部車両を除く）
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外形寸法図
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（WX-104CU） （WX-104C）
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仕様一覧

外
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寸
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図
/
仕
様
一
覧

USB/IF部（WX-104CUのみ）

USB規格
：USB 1.1/2.0
最大供給電流
：500 mA
ファイルシステム
：FAT 16/32
MP3デコーダ
：MPEG-1/2 Audio Layer-3 準拠
WMAデコーダ
：Windows Media ™ Audio 準拠
AACデコーダ
：AAC-LC形式 ‶.m4a” ファイル

AUX入力

周波数特性
：20 Hz ～ 20 kHz（± 3 dB）
最大入力電圧
：750 mV
入力インピーダンス
：1 k Ω

オーディオ部

最大出力
：45 W × 4
定格出力
：22 W × 4（4Ω、1 kHz、10%THD）

電源部

電源電圧
：13.2 V（10.8 ～ 16.0 V）
最大消費電流
：10 A

寸法・質量

埋込寸法（W × H × D）
：180 × 100 × 158 mm
質量（重さ）
WX-104CU：1880 g
WX-104C：1820 g

FMチューナー部

受信周波数範囲（周波数ステップ）
：76.0 MHz ～ 90.0 MHz（100 kHz）
実用感度
：12 dBf
周波数特性
：20 Hz ～ 15 kHz
S/N比
：65 dB以上
高調波歪率
：1 ％以下（1 kHz）

AMチューナー部

受信周波数範囲（周波数ステップ）
：522 kHz ～ 1629 kHz（9 kHz）
実用感度
：28 dBµ
S/N比
：60 dB以上
高調波歪率
：1 ％以下（400 Hz）

CDプレーヤー部

ワウ ＆ フラッター
：測定限界以下
周波数特性
：20 Hz ～ 20 kHz（± 1 dB）
S/N比
：95 dB以上（1 kHz）
ダイナミックレンジ
：90 dB以上
高調波歪率
：0.01 ％以下（1 kHz）
デジタルフィルター
：8倍オーバーサンプリング
D/Aコンバーター
：1 bit
MP3デコーダ
：MPEG-1/2 Audio Layer-3 準拠
WMAデコーダ
：Windows Media ™ Audio 準拠
AACデコーダ
：AAC-LC形式 ‶.m4a” ファイル

これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告
なく変更になる場合があります。
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PART  NO. 08A00-4M0-2001-80
PART NO. B64-4493-10/02

販売元  〒352-8589  埼玉県新座市野火止8丁目18番地4号

製造元  〒192-8525  東京都八王子市石川町2967番地3

■  商品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店または
株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」
全国共通フリーダイヤル　 0120-663521

（受付時間　9時～12時、13時～17時／但し、土日・祝祭日・弊社指定休日は除く）
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