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1 停止中にフォルダボタンを押して、フォルダを
選ぶ
フォルダボタンを押すたびに下図の順で切り替
わります。

録音する

a現在の録音経過時間
b現在の録音モード
cメモリ残量バー表示
dレベルメータ

再生する
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1 フォルダボタンを押して録音するフォルダを選
ぶ

2 録音ボタンを押して録音を開始する
録音/再生表示ランプが赤く点灯し、録音を始め
ます。

3 停止ボタンを押して録音を止める

ご購入後すぐに高音質なステレオ録音ができるよ
うにステレオXQモードが設定されていますが、
ほかにもPCM（DS-71のみ）やステレオHQモー
ドやステレオSP モード、モノラル録音のHQ、
SP、LPモードが設定できます。状況に応じた録
音モードをお選びください。また本機は、メモリ
の節約ができる音声起動録音機能（VCVA）やマ
イク感度なども設定できます。詳しくは取扱説明
書をご覧ください。

基本的な使いかた

指向性マイク 再生スピードをかえる

ボイストレック
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電源について

電源/ホールドスイッチ
を、矢印の方向へ0.5秒
以上スライドさせる
ディスプレイが消灯し、電
源OFFの状態になります。
レジューム機能により電
源を切る前の停止位置を
記憶して電源が切れます。

電源を切る 電源を入れる

本機の電源がOFFの状
態で電源/ホールドス
イッチを矢印の方向へ
スライドさせる

電源がONの状態になりま
す。レジューム機能により
電源を切る前に記憶した
停止位置に復帰します。

スリープモードについて
電源を入れて停止状態のまま10分以上（初期
設定）経過すると、ディスプレイ表示が消え、ス
リープ（省電力）モードになります。スリープ
モードを解除するには、いずれかのボタンを押
してください。

本機をお使いにならないときは、電源を切ること
で、電池の消耗を最小限に抑えることができます。
電源を切っても既存のデータや各モードの設定、
時計設定などは保持されます。

フォルダの選びかた
本機のフォルダは全部で7つあります。「Root」
フォルダの下には　　～　　フォルダと
「Music」フォルダがあり、録音した音声やパソコ
ンから転送した語学・音楽などを「ファイル」と
して保存することができます。

　　～　　フォルダは音声録音用フォルダで、本
機で録音を行う場合は、この5つのフォルダのい
ずれかを選んで行ってください。
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a現在のフォルダ

a再生位置バー表示
b再生中のファイルの
経過時間

c再生中のファイル名 /
（録音年月日）（音楽
ファイルの場合は、曲
名/アーティスト名） 1 再生中に再生ボタンを押す

再生ボタンを押すたびに再生スピードが切り替
わります。

通常再生:
通常の再生スピードです。

遅聞き再生:
再生スピードが遅くなり、 が点灯します。
（初期設定は0.75倍速）

早聞き再生:
再生スピードが速くなり、 が点灯します。
（初期設定は1.5倍速）

再生を停止しても、変更した再生スピードはそ
のまま保持します。次回の再生では変更した速
さで再生を行います。

ノイズキャンセルやEUPHONY機能が設定さ
れているときは、再生スピードの切り替えはで
きません。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。
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1 フォルダボタンを押してフォルダを選ぶ

2 ＋または－ボタンを押して再生したいファイルを選ぶ
9ボタンを押すとファイル表示画面が開きます。

3 再生またはOKボタンを押して再生を開始する
録音/再生表示ランプが緑色に点灯します。

4 ＋または－ボタンを押して聞きやすい音量にす
る

5 停止またはOKボタンを押して再生を停止する
再生していたファイルの途中で停止します。再
生またはOKボタンを押すと、停止していたとこ
ろから再生を開始します。

1 停止中または録音中にMENUボタンを1秒以上
押す

2 ＋または－ボタンを押して「指向性マイク」を選
ぶ

3 OKまたは9ボタンを押す
指向性マイクの設定を始めます。

4 ＋または－ボタンを押して「ZOOM」
「NARROW」「WIDE」「OFF」から選ぶ
＋または－ボタンを押すたびに、「ZOOM」
「NARROW」「WIDE」「OFF」の順番で指向性マ
イクレベルが切り替わります。

5 OKボタンを押して設定を完了する

6 停止ボタンを押してメニュー画面を終了する
ディスプレイに が表示されます。

指向性マイク機能は付属の専用マイク（ME55S）
でのみ性能がでるように設計されています。
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a指向性マイク表示
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1 停止中にMENUボタンを1秒以
上押す
メニュー画面に入ります。

2 ＋または－ボタンを押して設定
したい項目に移動する

その他の設定消去するノイズキャンセルを設定する
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1フォルダ表示
2ＥＵＰＨＯＮＹ表示
3録音モード表示
4再生位置バー表示
5指向性マイク表示
6消去ロック表示
7ファイル番号
8フォルダ内の総ファイル数
9情報、警告表示部
0アイコン表示部

 ノイズキャンセル表示
 音声フィルタ表示
 早聞き再生表示
 遅聞き再生表示
 音声起動録音

   （VCVA）表示

本製品に関するお問い合わせ先は

オリンパスカスタマーサポートセンター
Tel：  フリーダイヤル0120－084215
携帯電話・PHS：042－642－7499
Fax：042－642－7486

※カスタマーサポートセンター・修理センターお
   よびサービスステーションの営業日・営業時間、
   最新情報についてはオリンパスホームページ
   http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サ
   ポート」のページをご参照ください。
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 マイク感度表示
 電池残量表示

 タイマー表示
 アラーム表示
 ローカットフィルタ表示
 再生モード表示
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録音中・再生中に次のメニュー設定が可能です。

aノイズキャンセル
表示

メニュー内の各項目はタブによって分類され
ているので、タブを選んで項目を移動すれば、
すばやく目的の項目が設定できます。メ
ニューの各項目は次の方法で設定が可能です。

a 選択中のタブ

1 フォルダボタンを押してフォルダを選ぶ

2 ＋または－ボタンを押して消去したいファイル
を選ぶ

3 消去ボタンを押す
「キャンセル」が点滅します。

4 ＋ボタンを押して「消去開始」を選ぶ

5 OKボタンを押す
ディスプレイが「ファイル消去中！」にかわり、消
去を開始します。「消去完了」と表示されたら終
了です。消去したファイル以降のファイル番号
は自動的に繰り上がります。

フォルダ内のファイルをすべて消去することもで
きます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

 タブを使っての設定

1各項目で0ボタンを押す
   と、タブへ移動します。

2＋または－ボタンを押して
   設定したい項目のあるタブ
   へ移動します。

39またはOKボタンを押して設
定したい項目へ移動します。

3 OKまたは9ボタンを押す
選択した項目の設定に移動しま
す。

4 ＋または－ボタンを押して設定
変更する

5 OKボタンを押して設定内容を
確定する
0ボタンを押すと設定がキャ
ンセルされ、メニュー項目に戻
ります。

6 停止ボタンを押してメニュー画
面を終了する

各設定項目の詳細は取扱説明書をご覧ください。

録音モード（P32）
録音レベル*（P33）
VCVA（P28）
タイマー録音（P42）
ローカットフィルタ
（P38）
指向性マイク（P36）

再生スピード（P53）
ノイズキャンセル
（P60）
音声フィルタ（P62）
再生モード（P56）
スキップ間隔（P51）
アラーム再生（P66）
EUPHONY（P64）

バックライト（P91）
LED（P92）
コントラスト（P93）
言語選択（P94）
音声ガイド（P95）
ビープ音（P98）
イントロ再生（P70）

消去ロック（P76）
ファイル移動（P80）
フォルダ名（P78）
初期化（P82）
USB設定（P84）
時計設定（P18）
スリープ（P85）
外部入力（P86）
システム情報（P88）

録音設定 表示/音 設定

再生設定 その他 設定

1 停止中または再生中にMENUボタンを1秒以上
押す

2 ＋または－ボタンを押して「ノイズキャンセル」
を選ぶ

3 OKまたは9ボタンを押す
ノイズキャンセルの設定を始めます。

4 ＋または－ボタンを押して「HIGH」「LOW」
「OFF」から選ぶ
再生中にメニュー画面に入った場合は、カーソ
ルの動きに合わせて再生音も切り替わります。

5 OKボタンを押して設定を完了する

6 停止ボタンを押してメニュー画面を終了する
ディスプレイに が表示されます。

早聞き・遅聞き再生、音声フィルタ、EUPHONY
機能が設定されているときは、ノイズキャンセ
ルの設定はできません。

ディスプレイ（液晶表示パネル）

*はDS-71のみの機能です。


