
・本体　・ステレオイヤホン１本　・充電用ケーブル１本
・取扱説明書/保証書（本書）2枚

ACアダプタは付属しておりません。

ACアダプタをご家庭のコンセ
ントに接続し、付属のUSBケー
ブルを接続します。

ケーブルのMicroUSB端子側
を、本機の充電用MicroUSB
端子に接続します。

充電を開始すると、液晶画面に
増減する電池マークが表示さ
れ、LEDライトが点滅します。

充電が完了すると、電池マーク
の増減が停止し、LEDライトが
点灯します。

USB
ケーブル

USB充電
ACアダプタ
（市販品）

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危
害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、
「注意」の２つに区分されています。 
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の
中や近くに具体的内容が書かれています。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げる
ものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれ
ています。

絵記号の意味

【安全上のご注意】

・分解・改造はしないでください。点検や修理は弊社サポートへご依頼ください。
けがや感電の原因となります。

・初めから音量を上げすぎたり、長時間続けて聞きすぎないでください。
聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

この度はSDカード専用MP3プレーヤーをご購入頂き、誠に有難う御座います。
使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった
後は大切に保管してください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、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り扱いをすると、傷害を負う可能性が想
定される内容を示しています。

警告

警告
・子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
けがや感電の原因となります。

・以下のような環境で使用したり、保管したりしないでください。

・充電を行う際はケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部分を持ってください。
火災・感電の原因となることがあります。

注意

注意

例)
「分解禁止」を
表す絵表示

例)
「電源プラグを抜く」を
表す絵表示

安全のため必ずお守りください

【必ずお読みください】

・強い衝撃を与えたり機器やケースが壊れた場合は、使用しないでください。
火災や感電の原因となります。

・煙や異臭、異音が出たときは本体の電源を切り、使用しないでください。
火災や感電の原因となります。

警告

取扱説明書 SDカード専用MP3プレーヤー

・お手入れは、ベンジンや薄め液、洗剤などは使用しないでください。
変色、変形する恐れがあります。

・浴室などの水場で使用しないでください。また汗による湿気にもご注意ください。
火災や感電や腐食の原因となります。

・ぬれた手で使用しない。
 感電やけがをすることがあります。

・本体内部に水や異物を入れない。
 火災や感電、故障の原因となります。

【再生画面の説明】

【付属品】

【各部の名称】
【充電するには】

❶イヤホンジャック

❷液晶画面

❸早戻し/前へボタン

❹早送り/次へボタン

❺決定ボタン

❻再生/一時停止ボタン

❼スピーカー

❽LEDライト

❾戻るボタン

10音量ボタン（－/+）

11メイン電源スイッチ

12充電用MicroUSB端子

13SDカードスロット

・火災・感電・故障の原因となります。 ・温度が高いところ（40℃以上)や低いところ
(0℃以下)・直射日光の当たる場所や暖房器具の近く

1

2

3

4

ACアダプタで充電する

・本機液晶画面には、輸送時の傷を防止するため保護フィルムが貼ってあります。ご使用時には
保護フィルムを剥がしてご使用ください。

・充電用のACアダプタは付属しておりません。お手持ちのＡＣアダプタをご使用いただくか、
市販品をご購入下さい。(5V/1Aを推奨します)

・本体にメモリは内蔵しておりません。ＳＤカード（32GBまで）が必要となりますので、お手
持ちのＳＤカードをご使用いただくか、市販品をご購入下さい。本機にＳＤカードは付属して
おりません。

・ご使用になる前に本機を充電してください。

・長期間使用しないとバッテリーが完全に放電し充電できなくなる場合があります。半年ごとに
3/4程度まで充電を行ってください。

・再生できる音楽ファイルはMP3/WMA形式に限ります。（WMA ProとWMA losslessの再
生はできません）

❶

❷

❸ ❹ ❺ ❻ ❼

❽
❾

10

11

12

1313

本体
右側面

本体
左側面

本体正面

本体底面

本体上面

0001/0004

00:04:35 00:10:35

0128kbpsNOR

.mp3

A

10

01 良い歌 たくさん

電池残量

再生音量

再生中の
ファイル
時間

イコライザ
ビットレート

再生モード再生状態

再生中の
ファイル番号

ファイル名再生経過時間

総ファイル数

リピートモード

（リピートモードが
「フォルダ再生」
「フォルダリピー
ト」選択時はフォ
ルダ内の総ファイ
ル数）

裏面へつづく➡

※充電用のACアダプタは付属しておりません。お手持ちのＡＣアダプタをご使用い
ただくか、市販品をご購入下さい(5V/1Aを推奨します)
※充電には、約1時間40分かかります。
※メイン電源オン/オフどちらでも充電は可能です。

ご使用前に本機の充電を行ってください。

LEDライト

スタンバイオン・オフ



【充電するには】

【SDカードを挿す/抜く】

【SDカードを挿す/抜く】

【電源のオン/オフ】

【音楽データの転送/削除】
※本機で再生できる音楽ファイルはMP3/WMA形式に限ります。
※本機ではWMAをサポートしていますが、WMA ProとWMA losslessの再生
はできません。
※著作権保護（ＤＲＭ）されたファイルの再生はできません。
※弊社では、音楽データの作成方法に関してのお問合せには対応致しかねます。
ご使用のパソコンやソフトメーカーにご確認ください。
※SDカードを直接パソコンに接続して音楽データの転送/削除を行うことも可能
です。

メイン電源をオン方向にスライド
します。
1

2 再生/一時停止ボタンを約３秒
間長押しします。

3 画面に“MP3 PLAYER”と表
示された後、メインメニューが表
示されます。

付属ケーブルのMicroUSB端子
を本機のMicroUSBポートに接
続します。

1

2 お持ちのパソコンを起動させ、
ＵＳＢポートにケーブルのＵＳＢ
端子を接続します。

3 パソコンで本機を認識すると、本
機画面に接続中のマークが表示
されます。（右図）

4 パソコン上で音楽データを転送
/削除します。

メイン電源をオフ方向にスライド
すると電源が切れます。

1

1

2 画面に「SEE YOU」と表示さ
れた後、スタンバイ状態となり
ます。

3 再度、再生/一時停止ボタンを
長押しすると電源がオンとなり
ます。

電源が入っている状態で再生/
一時停止ボタンを長押しします。

メイン電源がオフになっているか
確認をします。

1

2

※本体に内蔵メモリは入っておりません。ＳＤカード
（32GBまで）が必要となりますので、お手持ちのＳＤ
カードをご使用いただくか、市販品をご購入下さい。

※本機を約５分間操作しないと、自動的に
スタンバイ状態となります。

※電源がオンの状態で抜き差しをすると
SDカード内のデータが破損する恐れが
あります。

メイン電源がオフになっているか
確認をします。

1
※電源がオンの状態で抜き差しをすると
SDカード内のデータが破損する恐れが
あります。

SDカードは付属
しておりません。

端子面が
オモテに
くる向き

本機側面のSDカードスロットに、
SDカードをカチッと音がするま
で差し込みます。

2 SDカードを軽く押し込むと、本
機からSDカードが飛び出します。

3 SDカードを取り出します。

2

3

USB
ケーブル

お持ちのパソコンを起動させ、
パソコンのＵＳＢポートに付属
のUSBケーブルを接続します。

ケーブルのMicroUSB端子側
を、本機の充電用MicroUSB
端子に接続します。

充電状況を確認するには、PC上
にて本機の取り外しを行ってく
ださい。液晶画面に電池マーク
が表示され充電状況が確認でき
ます。

充電が完了すると、電池マーク
が緑色となり増減が停止し、
LEDランプが点灯します。

1

2

3

4

5

パソコンで充電する

SDカードを挿す

SDカードを抜く

電源を入れる

メイン電源を切る

スタンバイ状態にする

M P 3  P L A Y E R

S E E  Y O U

USB
ケーブル

パソコンで本機を認識すると電
源が入り、本機液晶画面に接続
中のマークが表示され充電を
開始します。（右図）



【メインメニューについて】

【音楽ファイルを再生する】

※再生の一時停止などはメニュー画面では操作できません。再生画面へ
戻って行ってださい。（音量の操作は可能です）

1

2 再生画面に変わり音楽ファイルの再
生が始まります。

メインメニュー画面で◀◀/▶▶ボタ
ンを使用し    （音楽再生）を選び決
定ボタンを押します。

【フォルダを選択してファイルの再生をする】

1

2

SDカードに保存されているフォルダ覧が表示されます。

D:SD CARDというファイルが表示され、決定ボタンを押
します。

3

◀◀/▶▶ボタンでフォルダを選択し決定ボタンを押します。4

◀◀/▶▶ボタンで再生したいファイルを選び決定ボタンを
押すと再生が開始します。

7

5

6

再生画面へ移動し、再生が始まります。

ひとつ前のフォルダに戻る際は戻るボタンを押してください。

メインメニュー画面で◀◀/▶▶ボタ
ンを使用し        （ファイル）を選び
決定ボタンを押します。

電源をオンにするとメインメニューを表示します。メインメ
ニューには次の3つのモードがあります。詳しい説明は各項目
をご覧ください。

リピート設定

モード

ファイルの再生を行います

再生するファイルの選択を行います

各種設定を行います

音楽再生

ファイル

設定

アイコン 詳細

モード

▶IIボタン

▶▶ボタン

◀◀ボタン

音量＋

音量－

戻るボタン

短押し→再生中に押すと一時停止します。再度押すと再生を
　　　　開始します。
長押し→一時停止中に押すと本機がスタンバイ状態になります。

【再生中の動作は下記をご覧ください】

音量が大きくなります

音量が小さくなります

短押し→次のファイルへ進みます。
長押し→早送りを行います。
短押し→前のファイルに戻ります。
長押し→早戻りを行います。

短押し→音楽ファイル一覧を表示します

再生を継続したままメニュー画面へ戻ります。

動作

設定メニュー

再生設定

バックライト

リピート設定

再生モード

イコライザ設定

常時オン～30秒

サブメニュー 設定メニュー

言語設定

システム設定

English/日本語

情報

初期化

サブメニュー

表示

【下記から選択をし、決定ボタンを短く押して決定します】

１曲再生

１曲リピート

フォルダ再生

１つのファイルを１度だけ再生して停止します。

１つのファイルを繰り返し再生します

フォルダ内の全てのファイルを順番に再生し、
最後のファイルで停止します

動作

【本機の設定を行う】

1

2 ◀◀/▶▶ボタンで各種設定メニュー
を選び決定ボタンを押します。

3 ◀◀/▶▶ボタンと決定ボタンを使
用して、設定を行います。前項に戻
るには戻るボタンを押します。

4 設定が終了したら戻るボタンを何度
か押してメインメニューに戻ります。

メインメニュー画面で◀◀/▶▶ボタ
ンを使用し           （設定）を選び決定
ボタンを押します。

ファイル再生時のリピートモードの設定を行います。

フォルダ内の全てのファイルを順番に繰り返し再生します。

ＳＤカード内の全てのファイルを順番に再生して停止します。

ＳＤカード内の全てのファイルを順番に繰り返し再生します。

全てのファイルの、冒頭10秒間だけを順番に再生します

フォルダリピート

全曲再生

全曲リピート

イントロ再生

※フォルダは８階層まで認識します
フォルダ覧からファイルを選択して再生を行います。 各種設定を行います。

設　定

ファイル

音楽再生

■再生設定■

設定メニュー一覧

決定ボタン

※音楽再生中に設定を行うと、設定保存時に約１秒間再生がストップします。

※メインメニューに戻らずに電源を切ると設定が保存されません。ご注意ください。



※充電・使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。
※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
※ご使用時のSDカードの消費電力により、使用時間が異なります。

株式会社グランプレ 【カスタマーサポート】

0570-020-511

お問合せ／修理受付窓口

（平日10：00～12：00 ／ 13：00～17：00）

HP　http://www.granple.co.jp Eメール　support@granple.co.jp
〒160-0004　東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

・本機はメイン電源スイッチをオンにした後に、再生/一時停止ボタンを約３秒間長押し
すると電源が入ります。詳しくは本書「電源のオン/オフ」をご覧ください。
・充電が充分ではない可能性があります。本機の充電を行ってください。

・ＳＤカードは正しく挿入されていますか？また、本機で使用出来るのは32GBまでのＳＤ
カードに限ります。
・本機で再生できる音楽ファイルはMP3/WMA形式に限ります。ファイル形式をご確認
ください。
・本機ではWMAをサポートしていますが、WMA ProとWMA losslessの再生はでき
ません。
・著作権保護（ＤＲＭ）されたファイルの再生はできません。著作権保護を外したデータの
作成方法はご使用のパソコンやソフトメーカーにご確認ください。
・音楽ファイルが8階層以上の深いところに存在する場合、認識できません。

・充電が充分ではない可能性があります。本機の充電を行ってください。

・充電ケーブルの接触不良の可能性があります。ケーブルを抜いて、再度しっかりと挿入
してください。
・同梱しているケーブルをお使いですか？充電のみ可能なケーブルでは認識しません。

・一度パソコンに繋いだ後、すぐに再接続すると認識しない場合があります。数秒間時間
をおいて再接続を行ってください。

・各種設定を行ったあと、一度メインメニューに戻ってください。メインメニューへ戻ら
ず電源をオフにすると設定が保存されません。

【故障かなと思った時は】

【製品仕様】

電源が
入らない

すぐに電源が
切れてしまう

充電が
できない

PCで認識
しない

・バックライトを常時オンにしていたり、スピーカーで音楽を聴くと電池の消費が多くな
ります。バックライト設定の変更やイヤホンのご使用をおすすめします。

電池の持ちが
悪い

・音量がゼロになっていませんか？
・イヤホンやヘッドホンをご使用の場合は、イヤホンジャックにしっかりと挿入されている
かご確認ください。
・イヤホンやヘッドホンを使用中は、スピーカーからの音声は出ない仕様です。

音が出ない

バックライト

表示

５秒

10秒

15秒

20秒

30秒

常時オン

５秒後にバックライトをオフにします

10秒後にバックライトをオフにします

15秒後にバックライトをオフにします

20秒後にバックライトをオフにします

30秒後にバックライトをオフにします

常にバックライトをオンにします

動作

表示

【下記から選択をし、決定ボタンを短く押して決定します】

【下記から選択をし、決定ボタンを短く押して決定します】

English

日本語

英語で表示します

日本語で表示します

動作

一定時間本機を使用しない場合に、液晶画面のバックライトが
消灯するまでの時間を設定します。バックライトが消灯後、
再度オンにするには再生ボタンを押して下さい。

情報
本機のファームウエア情報を確認できます。
確認後、決定ボタンでシステム設定画面に戻ります。

初期化
ご購入時の状態に本機をリセットします。決定ボタンでＹｅｓ・Ｎｏを
選択後、システム設定画面に戻ります。

ディスプレイに表示する言語の設定を行います。

再生モード

表示

【下記から選択をし、決定ボタンを短く押して決定します】

ノーマル再生

ランダム再生

順番に再生します

ランダム再生を行います

動作

ファイルの再生方法を設定します。

イコライザ設定

表示

【下記から選択をし、決定ボタンを短く押して決定します】

Normal

Rock

再生時、好みの音質に設定します。

音楽
ファイルが
再生されない

Pop

Classic

Bass

Jazz

■バックライト設定■

■言語設定■

■システム設定■
1.8インチ　TFT液晶
MP3、WMA（WMA Pro、WMA losslessの再生はできません）
30mm×20mmスピーカー   8Ω／1W
φ3.5mmステレオジャック
micro USB（充電、データ転送用）、SDカードスロット（32GBまで対応）
3.7V, 250mAh/H Li-polymer
約1時間40分
約6時間（音量25・バックライトオフの時）
約12時間（音量25・バックライトオフの時）
約93×60×16mm（突起部含まず）
約60g
ステレオイヤホン、充電用ケーブル、取扱説明書/保証書（本書）

液晶画面
対応フォーマット
スピーカー
出力端子（イヤホン）
入力端子
内蔵充電池
充電時間
使用時間スピーカー
使用時間イヤホン
サイズ
重量
付属品※SDカード内のデータは初期化されません。

※常時オンに設定すると電池を消耗します。ご注意ください。

設定が保存
されない


