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安全へのこころがけ

 火災・感電、人身傷害の危険を防止するには
～以下の指示を必ず守ってください～

絵表示に
ついて

この「安全へのこころがけ」は製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への
危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を使って説明しています。
絵表示の意味をよく理解してから、本文をお読みください。

注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

行為の強制を告げるものです。

禁止の行為を告げるものです。
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　警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。

この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書をよく読んでください。

この機器を分解したり、改造したりしないでください。火災、感電の原因となります。

修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは、絶対にしないでください。

次のような場所での使用や保存はしないでください。火災、感電の原因となります。
・	 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
・	 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
・	 ほこりの多い場所
・	 振動の多い場所
※	特に自動車内は、直射日光などにより非常に高温となります。この機器を車内に放置し
ないでください。

この機器に、異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）や液体（水やジュースなど）を絶対に入
れないでください。火災、感電の原因となります。
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。また、過度に積み重ね
ての使用はしないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。



4

　注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、財産が損害を受ける危険の恐れがある内容
を示しています。

この機器は、正常な通気が妨げられることのない所で、使用してください。

本体を故意に投げたり、落としたりしないでください。本体の故障だけでなく、思わぬけが
の原因となることがあります。
幼児がいたずらなどをしないように注意して、この機材を使用してください。使用後は幼
児の手の届かない場所に保管してください。
ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。変色、変質する原因とな
ります。

■乾電池使用上の注意

乾電池を入れるときは、極性表示プラス（＋）とマイナス（－）の向きに注意し、表示どおりに
入れてください。乾電池のプラス（＋）、マイナス（－）を逆に入れると、乾電池の破裂、液もれ、
発熱により、火災、けがや周辺を汚損する原因となることがあります。
使いきった乾電池は、すぐに機器から取り出してください。乾電池が消耗し乾電池の破裂、
液もれ、発熱により火災、けがや周辺を汚損する原因となることがあります。
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乾電池内部からもれ出た液（電解液）には、直接触れないでください。
(1)	乾電池内部からもれ出た液が目に入ったときは、失明など障害の恐れがありますので、
こすらずに多量のきれいな水で十分に洗った後、医師に相談してください。

(2)	乾電池内部からもれ出た液が皮膚や衣服に付着した場合には、化学やけどなど皮膚に障
害を起こす恐れがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。

(3)	乾電池内部からもれ出た液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してくだ
さい。

乾電池は幼児の手の届かない場所に保管してください。幼児が飲み込む危険があります。
飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
乾電池を分解しないでください。乾電池を分解すると、手や指を傷つけたり乾電池内部の
電解液が飛び散り衣服を損傷したり、やけどなどのけがの原因となることがあります。
乾電池を加熱、火の中に入れるなどしないでください。過度の加熱や火の中に入れると、乾
電池の破裂、液もれなどにより、けがの原因となることがあります。
指定外の乾電池を使用しないでください。乾電池は一度に全部を交換してください。乾電
池は新しいものと古いものを一緒に使用しないでください。また、種類の異なったもの（ア
ルカリ乾電池とマンガン乾電池、メーカー・品番の異なるものなど）を一緒に使用しないで
ください。乾電池の破裂、液もれ、発熱により、火災、けがや周辺を汚損する原因となるこ
とがあります。
乾電池は充電しないでください。乾電池の破裂、液もれ、発熱により、火災、けがの原因と
なることがあります。
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長時間使用しない場合は、乾電池を機器から取り出してください。乾電池が消耗し、乾電池の
破損、液もれ、発熱により、火災、けがや周辺を汚損する原因となることがあります。

乾電池の廃棄については自治体の条例又はとりきめなどに従って廃棄してください。

修理（サービス）メモ

年月日 内　容 担当者 印
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このたびは、ヤマハ・チューナー・メトロ
ノームTDM-75Rをお買い上げいただきま
して、誠にありがとうございます。

主な特長
TDM-75Rでは、内蔵マイクや、INPUT端
子に接続したマイクでチューニングや録音
をすることができます。チューナー、メトロ
ノーム、レコーダーを別々に、または同時に
動作させることもできます。

電池の入れ方

	 電池の交換は、必ずレコーダー機能を
オフの状態で行ってください。

1. 本機の裏側にある電池カバーを、スライドし
て(図中 a方向)、引き上げます(同 b方向)。

2. 極性に注意して電池を入れ、電池カバーを
閉めます。

	付属の電池は動作確認用ですので、通
常より寿命が短い場合があります。

3. 電池の残量を正しく表示するために、9 ペー
ジの「電池の種類の設定」を参照して、使
用する電池の種類を設定します。

	誤動作が発生して、電源のオン、オフを
何度か行っても直らない場合は、電池
をいったんはずして、再度入れ直してく
ださい。
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	電池の容量が少なくなると、ディスプレ
イの左に電池マークが表示されます。

	 電池の容量がさらに少なくなると、電池
マークが点滅します。このときはレコー
ダー機能での録音ができなくなります。
録音データの再生、チューナー、メトロ
ノームは動作しますが、早めに電池を交
換してください。

電池の種類の設定
電池の残量を正しく表示するため、使用する
電池の種類に合わせて設定をしてください。

1. 電池を入れ替えて電源をオンにすると、
ディスプレイに電池の種類を設定する画

面が表示されます。

電池の種類

2. TAP INボタンで電池の種類を選択します。
AL：	アルカリまたはマンガン電池を使用
する場合。
nH：	ニッケル水素電池を使用する場合。

3. ボタンを押します。
設定が完了し、本機が起動します。
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スタンドの使い方
本機の裏側にあるスタンドを使って、本機を
立てることができます。

各部の名称
11

1

2

3

54 6

10

9

8

7

12

1. チューナー・セクション
2. USB端子
3. バックライト・ボタン
4. レコーダー ･セクション
5. スピーカー
6. MIC （内蔵マイク）
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7. INPUT（インプット）端子
8. PHONES（ヘッドホン）端子
9. メトロノーム・セクション
10. VOLUME（ボリューム）
11. チューニング・ガイド
12. ディスプレイ（液晶画面）

チューナー・セクション

a.	 TUNER ON（チューナー
電源）ボタン

b.	 CALIB/NOTE p、q（キャリ
ブレーション/ノートp、q）ボ
タン

c.	 SOUND（サウンド）ボタン
d.	 SOUND BACK（サウンド

バック）ボタン

a

b

c

d

レコーダー・セクション

a

b c d e f

a.	 RECORDER ON（レコーダー電源）ボタン
b.	 ボタン
c.	 A-B/DELETEボタン
d.	 PLAY/STOPボタン
e.	 REC/PAUSEボタン
f.	 ボタン
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メトロノーム・セクション
a.	  METRONOME ON

（メトロノーム電源）
ボタン

b.	 BEAT p、q（ビート
p、q）ボタン

c.	 TEMPO p、q（テ
ンポp、q）ボタン

d.	 TAP IN（タップ・イン）
ボタン

e.	 START/STOP（ス
タート/ストップ）ボタ
ン

a

b c

d

e

ディスプレイ

a

b

c

e f hg ji k

d

a.	 基準ピッチ表示
b.	 音名/時間表示
c.	 テンポ表示
d.	 拍子表示
e.	 OKアイコン
f.	 A-Bアイコン
g.	 テンポ同期トラック・アイコン
h.	トラック番号表示
i.	 PLAYアイコン
j.	 RECアイコン
k.	 CANCELアイコン
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電源のオンとオフ
TUNER	ONボタン、METRONOME	ONボ
タン、RECORDER	ONボタンがTDM-75R
の電源ボタンです。

	電源ボタンは、ポケットやバッグなどに
収納したとき、意図せずに電源がオンに
ならないように、他のボタンより背を低
く設計してあります。オンまたはオフ
にする場合は、電源ボタンを少し押し込
むように操作してください。

電源をオンにする
TUNER	ONボタン、METRONOME	ONボ
タン、またはRECORDER	ONボタンを押す
と、電源がオンになります。使用する機能のボ
タンを押してください。
TUNER	ONボタンを押すと、チューナーの
メーター・モードが起動します。ディスプレ
イには“ ”が表示されます。

METRONOME	ONボタンを押すと、メト
ロノームが起動します。ディスプレイには
“ ”が表示されます。
RECORDER	ONボタンを押すと、レ
コーダーが起動します。ディスプレイには
“ ”が表示されます。
本機は、チューナー、メトロノーム、レコーダー
を同時に動作させることができます。

電源をオフにする
本機では、チューナー、メトロノーム、レコー
ダーのすべてがオフになったときに、電源が
オフになります。
チューナーをオフにする
チューナーが動作しているときにTUNER	
ONボタンを押すと、チューナーがオフにな
ります。また、20分間音が入力されなかっ
たり、なにも操作しなかったときにも、自動
的にオフになります。
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メトロノームをオフにする
メトロノームが動作しているときにMETRO
NOME	ONボタンを押すと、メトロノームが
オフになります。また、20分間停止状態が
続いたときにも、自動的にオフになります。
レコーダーをオフにする
レコーダーがオンになっているときに、REC
ORDER	ONボタンを押すとレコーダーがオ
フになります。また、20分間なにも操作をし
なかったときにも、自動的にオフになります。

バックライト
必要に応じてバックライト・ボタン“	 	”を
押して、バックライトを設定します。
バックライト・ボタンを押すたびに、ソフト→
オート→オフ→ソフト...と切り替わります。
ソフト：電池消耗を防ぐため、常に低輝度の
点灯になります。

オート：チューナーがオンのときに音を入
力した場合とボタン操作時に、バックライト
が明るく点灯します。
約10秒、音の入力が無いときやボタン操作
をしないと、自動的にソフト設定の明るさの
点灯になります。
オフ：バックライトは点灯しません。

接.続

楽器、チューナー用マイクロフォンなどを接続
するとき
エレキ・ギターのようにピックアップ付きの
楽器をチューニングするときは、楽器に市販
のケーブルを接続し、ケーブルのもう一方の
プラグを本機のINPUT端子に接続します。

	接続時はモノラル・プラグを使用してくだ
さい。INPUT端子はモノラル専用ですの
で、ステレオ・プラグは使用できません。
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チューナー用マイクロフォンを使用して
楽器をチューニングするときは、本機の
INPUT端子にチューナー用マイクロフォン
のプラグを接続します。

	 INPUT端子に何も接続されていない
と、内蔵マイクによるチューニングにな
ります。

ヘッドホンを接続するとき
市販のミニプラグ（φ3.5mm	ステレオまた
はモノラル）のヘッドホンを、PHONES端
子に接続します。このときスピーカーから
は音が出ません。
ヘッドホンの音量は、ボリュームで調整します。
イヤホンを接続する場合も、PHONES端子
に接続します。

チューナーの操作

メーターを見ながらチューニングする（メー
ター・モード）
1. 必要であれば、楽器やチューナー用マイク

ロフォンなどをINPUT端子に接続します。

	 INPUT端子に何も接続されていない
と、内蔵マイクによるチューニングにな
ります。

2. TUNER ONボタンを押します。
ディスプレイの上に“ ”が
表示され、その下にはキャリブレーション
（基準ピッチ）が表示されます。

3. キャリブレーションを変更するときは、
CALIB/NOTE p、qボタンを押します。
キャリブレーションの値が1Hz単位で増減し
ます。このボタンを長く押すと、キャリブレー
ションの値が連続的に増減します。この設
定は、電源をオフにしても記憶されます。
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4. 楽器を単音で鳴らします。
入力した音に一番近い音名が、ディスプ
レイの中央に表示されます。合わせたい
音名が表示されるように、楽器を大まか
にチューニングします。

	内蔵マイクの使用時は、内蔵マイクに楽器
をできるだけ近づけ、チューニング中に余
計な音が入らないようにしてください。

5. 楽器を単音で鳴らしながら、メーターの
先が中央の“q”を示し、チューニング・
ガイドの中央のランプが点灯するように
チューニングします。
チューニング・ガイドは、楽器の音が低い
ときは左のランプが、音が高いときは右
のランプが点灯します。
ある音に対し、純正の長3度上または短3
度上にチューニングするときは、メーター
の“ ”（－13.7	cent）、“ ”（＋15.6	
cent）を使用します。

純正の長3度上、短3度上にチューニングする
方法
A（0	cent）の音に対し、純正の長3度上の
音にチューニングするときは、音名表示を
C♯にし、メーターを“ ”に合わせます。
A（0	cent）の音に対し、短3度上の音に
チューニングするときは、音名表示をCに
し、メーターを“ ”に合わせます。

基準音を聴きながらチューニングする（サウ
ンドアウト・モード）
1. TUNER ONボタンを押します。
メーター・モードに入ります。

2. SOUNDボタンを押して、サウンドアウ
ト・モードに入ります。
PHONES端子またはスピーカーから
基準音が出力されます。出力音量はボ
リュームで調整します。

3. CALIB/NOTE p、qボタンを押して、
合わせたい音名を選びます。
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出力される基準音が以下のように変わり
ます。
C（C3）n	C♯	n	D	n	E♭	n	E	n	F	n	
F♯	n	G	n	G♯	n	A	n	B♭	n	B	n	C
（C4）	...C（C6）n	C（C3）...
ディスプレイ右上の数字はオクターブを
示しています。
この設定は電源をオフにしても記憶され
ます。

4. 基準音に合わせて、楽器をチューニングし
ます。

5. もう一度SOUNDボタンを押すと、メー
ター・モードに戻ります。
INPUT端子またはPHONES端子いずれ
かに接続している場合は、メーター・モー
ドが同時に起動していますので、メーター
を見ながらのチューニングも可能です。

基準音とメーターを使って、チューニングする
（サウンドバック・モード）
INPUT端子またはPHONES端子いずれか
（または両方）に接続がある場合に使用で
きる機能です。

1. TUNER ONボタンを押します。
メーター・モードに入ります。

2. SOUND BACKボタンを押して、サウン
ドバック・モードに入ります。
サウンドバック・モードでは、入力した楽
器の音に最も近い基準音が出力されま
す。音量はボリュームで調整します。
ディスプレイには“ ”が表示されま
す。
PHONES端子にヘッドホンまたはイヤ
ホンが接続されている場合は、内蔵マイ
クもしくはINPUT端子からの入力音を
受け、ヘッドホンまたはイヤホンから基準
音を出力します。
PHONES端子に接続されていない場合
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は、INPUT端子からの入力音を受け、ス
ピーカーから基準音を出力します。

	PHONES端子、INPUT端子共に接続
されていない場合は、サウンドバック・
モードは機能しません。

3. 基準音とメーターを使って、楽器をチュー
ニングします。

4. もう一度SOUND BACKボタンを押す
と、メーター・モードに戻ります。

メトロノームの操作

テンポ、拍子を設定する
1. METRONOME ONボタンを押します。
ディスプレイにはメトロノームの振り子が
表示され、上の方には“ ”
が表示されます。

2. TEMPO p、qボタンを押して、テンポを

設定します。
TEMPO	pとqボタンを2つ同時に約1
秒間押し続けると、ペンデュラム・ステッ
プ（振り子メトロノームの数値）とフル・
ステップが交互に替わります。ペンデュ
ラム・ステップのときはディスプレイに
“ ”が表示されます。
ペンデュラム・ステップまたはフル・ステッ
プを選んだ後に、TEMPO	p、qボタンを
押すと、テンポを設定することができま
す。この設定は、電源をオフにしても記
憶されます。

ペンデュラム・ステップのとき
TEMPO	p、qボタンを押すと、テンポの
値は1ステップずつ増減します。このボタ
ンを長く押すと連続的に値が増減します。
30	n	32	n	34	 ...	88	n	92	n	96	 ...	
232	n	240	n	252	n	30	...
フル・ステップのとき
TEMPO	p、qボタンを押すと、テンポの
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値は1テンポずつ増減します。このスイッ
チを長く押すと連続的に値が増減します。
30	n	31	n	32	...	250	n	251	n	252	
n	30	...

3. START/STOPボタンを押し、メトロ
ノームをスタートさせます。
テンポに合わせてメトロノームの振り子
が左右に動き、その動きに合わせてTAP	
INボタンが点滅します。

4. 拍子を変更するときは、BEAT p、qボタ
ンを押して選択します。
拍子は以下のようになります。
BEAT p、qボタンを押す:	n	0	n	1	...	9
（9拍子）n	 	（2連符）n	 	（3連符）
n	 	（3連中抜き）n	 	（4連符）n	
	（4連中抜き）n	0	...

5. テンポに合わせて演奏します。

6. メトロノームを停止するときは、STA
RT/STOPボタンを押します。

TAP.INボタンでテンポを入力する
TAP	 INボタンで入力したテンポ（タップ・
テンポ）をBPM（拍/分）で表示します。

1. METRONOME ONボタンを押します。
ディスプレイにはメトロノームの振り子が
表示され、上の方には“ ”
が表示されます。

2. TAP INボタンを一定の間隔で数回押し
ます。
本機では、ボタンが押された間隔をBPM
で検知し、テンポとして設定し、ディスプ
レイのテンポ表示部に、その数値が表示
されます。
テンポを検知している間は、ディスプレイ
に“ ”が表示されます。
タップ・テンポで検知したBPMが30未
満のときは、ディスプレイに“Lo”と表示
され、テンポは“30”に設定されます。
タップ・テンポで検知したBPMが252を
超えるときは、ディスプレイに“Hi”と表示



20

され、		テンポは“252”に設定されます。

3. START/STOPボタンを押し、メトロ
ノームをスタートさせます。
テンポに合わせてメトロノームの振り
子が左右に動き、その動きに合わせて、
TAP	INボタンが点滅します。

	タップ・テンポ入力は、メトロノーム動
作中も可能です。

4. テンポに合わせて演奏します。

5. メトロノームを停止するときは、STA
RT/STOPボタンを押します。

チューナーとメトロノームの同時操作

本機では、チューナーとメトロノームを同時
に使用することができます。
チューナー、メトロノームの詳しい操作方法
は、「チューナーの操作」、「メトロノームの
操作」をそれぞれ参照してください。

チューナーとメトロノームを同時に使う方法
例えば、メトロノームの音に合わせ、リズ
ム・トレーニングをしているときに、楽器
のチューニングがずれていると感じた場合
は、メトロノームはそのまま動かしながら、
チューニングすることができます。
以下のように本機を操作します。

1. METRONOME ONボタンを押します。

2. START/STOPボタンを押して、メトロ
ノームを動かします。
必要であればテンポ、拍子などを設定し
ます。
テンポの設定： TEMPO	p、qボタン、ま
たはTAP	INボタン
拍子の設定：	BEAT	p、qボタン

	チューナーとメトロノームを同時に使
用する場合、メトロノームの拍子に3連
符、3連中抜き、4連符、4連中抜きを設
定できません。
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3. TUNER ONボタンを押してメーター・
モードに入ります。
ディスプレイには、チューニング・メー
ターが表示されます。このときメトロ
ノームのテンポは、TAP	 INボタンの点
滅で示します。
サウンドアウト・モードでチューニングす
るときは、SOUNDボタンを押します。
サウンドバック・モードでチューニングす
るときは、SOUND	BACKボタンを押し
ます。
メーター・モードのチューニング
楽器を単音で鳴らすと、ディスプレイに
は入力した音に近い音名が表示されま
す。チューニング・メーター、チューニン
グ・ガイドを見ながら楽器を調整します。
サウンドアウト・モードのチューニング
音を聞きながら楽器を調整します。

サウンドバック・モードのチューニング
音とチューニング・メーター、チューニン
グ・ガイドを使って、楽器を調整します。

4. チューニングを終えたら、TUNER ONボ
タンとMETRONOME ONボタンをそ
れぞれ押してチューナーとメトロノーム
をオフにします。
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レコーダーの操作

クイック・スタート
本機は、内蔵マイクやINPUT端子に接続し
た外部マイクからの音声を録音することが
できます。
あらかじめ録音レベルなど、難しい設定は必
要ありません。自分の演奏などを簡単に録音
することができます。
また、録音した演奏などをすぐに再生して確
認することができます。
ここでは、レコーダー機能をオンにして、録
音、再生、録音したデータを削除するまでの
基本的な操作を簡単に説明します。10	ページ
の「各部の名称」を参照しながら操作をし
てみてください。

自分の演奏を録音してみましょう

1. 楽器を用意します。

アコースティックの管楽器や弦楽器など
は本体のマイクを使用します。

2. RECORDER ONボタンを押してレコー
ダーをオンにします。
レコーダーがオンになると、ディスプレイ
にはRECORDERインジケーター、トラッ
ク番号、録音時間が表示されます。
一番初めに録音するときや、録音済みの
トラックがない場合、トラック番号は「-	-」
と表示されます。

録音時間

トラック番号

RECORDER
インジケーター

3. REC/PAUSEボタンを押します。
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録音待機状態になり、録音時間表示には
録音可能時間が点滅表示されます。
チューニング・ガイドのセンター・ランプが
赤く点滅します。また、ディプレイに表示さ
れているトラック番号とRECアイコンが点
滅し、トラック番号が「0」に変わります。

RECアイコン

赤点滅

本機では、録音レベルを自動的に調整しま
す。あらかじめ設定する必要はありません。

4. PLAY/STOPボ タ ン ま た はREC/
PAUSEボタンを押して録音を開始しま
す。楽器を演奏してください。

録音中はチューニング･ガイドのセン
ター・ランプが赤色で点灯します。

赤点灯

5. 演奏を終了し、PLAY/STOPボタンを押
して録音を停止します。

録音した演奏を再生してみましょう
次に録音した演奏データを再生してみましょう。

1. 録音を停止した状態から、PLAY/STOP
ボタンを押します。
今録音した演奏が再生されます。
チューニング･ガイドのセンター・ラン
プが緑色で点滅します。ディスプレイに
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PLAYアイコンが表示されます。

再生時間

PLAYアイコン

緑点滅

再生音の音量は本体のボリュームで調整
します。
録音の最後まで再生すると、自動的に停
止します。

録音した演奏データを削除してみましょう
最後に、録音した演奏データを削除してみま
しょう。

1. レコーダーを停止した状態で、A-B/DELE
TEボタンを押します。

ディスプレイに削除の画面が表示され、
トラック番号が点滅します。

2. ボタンを押してトラックの削除を実
行します。
削除が完了すると、ディスプレイのトラッ
ク番号に「--」が表示されます。

録音した演奏データが残っている場合は、
そのデータのトラック番号を表示します。
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本機の録音、再生、削除の基本的な操作
については以上です。
本機のレコーダー機能は、チューナーや
メトロノームと同時に使用することもで
きます。

録音してみましょう
ディスプレイに表示される内容については、
22	ページ「クイック･スタート」と合わせてご
覧ください。

1. RECORDER ONボタンを押してレコー
ダーをオンにします。

録音時間

トラック番号

RECORDER
インジケーター

2. REC/PAUSEボタンを押して録音待機
状態にします。
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RECアイコン

赤点滅

ここで ボタンを押すと録音待機状
態が解除されます。

3. PLAY/STOPボタンを押して録音を開
始します。

赤点灯

本機で作成できるトラック数は、100ト
ラックです。ただし、本機で録音できる時
間はトータルで約23分間です。1つのト
ラックの録音時間が20分に達すると、録
音を自動的に停止します。このとき録音
時間表示は「19:59」と「End」を交互に
表示し続けます。

4. 録音中にREC/PAUSEボタンを押すと、
録音が一時停止します。
チューニング･ガイドのセンター・ランプ
が赤く点滅します。
ディスプレイのRECアイコンの表示が点
滅に変わります。

5. 再度REC/PAUSEボタンを押すと、録音
が再開します。

6. PLAY/STOPボタンを押して録音を停
止します。
録音時間が3回点滅します。
再度、録音する場合はREC/PAUSEボタン
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を押します。トラック番号が一つ繰り上がり、
次のトラックの録音待機状態になります。

メモリーが一杯になったときは
録音中に、本体のメモリーが一杯になったと
きは、現在の録音時間と「FUL」を交互に表
示し、録音が停止します。

100個のトラックすべてが録音済みの状態
で、さらに録音しようとすると、トラック番号
には「FL」の文字が点滅し、時間表示には
録音可能時間が表示されます。

ボタンを押してから、不要なトラックを
削除します。
	29	ページの「トラックの削除」

録音したトラックを再生してみましょう

1. レコーダーが停止した状態で、 ボタン
または ボタンを押して再生するトラッ
クを選択します。

2. PLAY/STOPボタンを押して再生を開始し
ます。
再生音の音量は本体のボリュームで調整し
ます。

再生時間

PLAYアイコン

緑点滅

3. 再生中に ボタンを押すと、トラックの
先頭に移動します。トラックの先頭付近
(先頭から約3秒)で ボタンを押すと、
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一つ前のトラックを再生します。再生中に
ボタンを押すと次のトラックを再生

します。

4. 再生中に ボタンを押したままにする
と、再生の早戻しになります。 ボタ
ンを押したままにすると、再生の早送りに
なります。

5. 再生中にPLAY/STOPボタンを押すと、
再生が停止します。

6. 再度PLAY/STOPボタンを押すと、停止
した位置から再生を再開します。
録音の最後まで再生すると、自動的に停
止します。

ループ再生
設定した2つのポイント間でループ再生しま
す。

1. トラックを選択し再生します。

2. ループ再生を開始したい位置でA-B/DE

LETEボタンを押します。
Aポイントが設定され、ディスプレイに
A-Bアイコンが点滅します。

A-Bアイコン

設定したAポイントを解除するときは
ボタンを押します。

3. ループ再生を終了したい位置でA-B/DE
LETEボタンを押します。
Bポイントが設定され、A-B間でループ
再生を開始します。
チューニング･ガイドのセンター・ランプ
がオレンジ色で点滅します。
ディスプレイのA-Bアイコンが点滅から
点灯にかわります。
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オレンジ点滅

4. ループ再生中にPLAY/STOPボタンを
押すと、ループ再生を停止します。
再度、PLAY/STOPボタンを押すと、
ループ再生を開始します。
ループ再生中、またはループ停止中に
A-B/DELETEボタンを押すと、A-Bポイ
ントが解除されます。
トラック全体をループ(リピート)再生したい場合
トラック再生中にA-B/DELETEボタンを
約1秒間押したままにすると、トラック全体
がループ区間に設定されます。

トラックの削除
1. レコーダーが停止した状態で、 ボタン

または ボタンを押して削除するトラッ
クを選択します。

2. A-B/DELETEボタンを押します。
ディスプレイに削除の画面が表示され、
トラック番号が点滅します。

3. ボタンを押してトラックの削除を実
行します。
削除をキャンセルする場合は ボタン
を押します。
削除の実行中は、以下のように表示され
ます。
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削除を実行すると、削除したトラックの
前、または後ろにある録音済みトラックが
選択された状態になります。
削除後に録音済みトラックが1つもなく
なった場合は、トラック番号には「--」と
表示されます。

レコーダーとチューナー同時操作
本機では、レコーダーとチューナーを同時に
使用することができます。
レコーダー停止時と録音時には、	内蔵マイ
クまたはINPUT端子からの入力に対して
チューナーが動作します。

レコーダー再生時（ループ再生を含む）に
は、トラックの再生音に対してチューナーが
動作します。

1. RECORDER ONボタン、TUNER ON
ボタンを押して、レコーダーとチューナー
をそれぞれオンにします。
RECORDERインジケーター、トラック
番号、TUNERインジケーター、チュー
ナーの基準ピッチ、メーターが表示され
ます。

レコーダーとチューナーを同時に使用する
場合、チューナーはメーター ･モードのみ
動作します。サウンドアウト・モード、サウ
ンドバック･モードは使用できません。
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ディスプレイの上にあるランプはチュー
ニング･ガイドとして動作します。
録音時には中央のランプが赤く点灯しま
す。また、録音時にチューニング・ガイ
ドとして動作したときは、中央のランプ
はオレンジ色に点灯します。チューナー
の詳しい操作方法は、15	ページの「チュー
ナーの操作」を参照してください。
レコーダーの詳しい操作方法は、22	ペー
ジの「レコーダーの操作」を参照してく
ださい。
Note:	チューナー ･オン時は、録音時間
や再生時間は表示されません。

トラックの削除
レコーダーを単独で動作させたときと同様
の操作でトラックを削除することができま
す。（29	ページの「トラックの削除」）

	トラックの削除中には、チューナーは動
作しません。

レコーダーとメトロノームの同時操作
本機では、レコーダーとメトロノームを同時
に使用することができます。
メトロノームをオンにして録音をすること
によって、再生時にメトロノームが同期しま
す。録音した演奏が設定したテンポに合っ
ているかどうかを確認することができます。
このようなメトロノームに対して、同期再生
が可能な録音トラックを「テンポ同期トラッ
ク」といいます。
テンポ同期トラックを選択しているときは、
ディスプレイにテンポ同期トラック・アイコン
（	 	）が表示されます。

レコーダーとメトロノームを同期させて録音
する
1. RECORDER ONボタン、METRONO

ME ONボタンを押して、レコーダーとメ
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トロノームをそれぞれオンにします。
ディスプレイには、METRONOMEイン
ジケーター、録音/再生時間、テンポ値、
BEAT値、テンポ同期トラック・アイコン、
メトロノームの振り子、トラック番号が表
示されます。

2. REC/PAUSEボタンを押して録音待機状態
にします。
チューニング･ガイドのセンター・ランプ
が赤色に点滅します。
ディスプレイでは、RECアイコン、テン
ポ同期トラック・アイコン、トラック番
号が点滅します。

赤点滅

振り子が動作を開始し、動作に合わせて
TAP	INボタンが点滅します。
時間表示には、プリカウント数と録音可能
時間が交互に表示されます。テンポ同期
録音のときはプリカウントを設定できます
（手順4）。
スピーカーからメトロノーム音を発音し
ます。START/STOPボタンでメトロノー
ム音の発音/消音を切り替えることがで
きます。メトロノーム音の発音/消音にか
かわらず、メトロノームは動作しています。

3. メトロノームのテンポ、ビートなどを設定し
ます。
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設定方法については、18	ページの「メトロ
ノームの操作」をご覧ください。
Note:	レコーダーとメトロノームを一緒
に動作させた場合、メトロノームのBEAT
値の設定可能範囲は0～ 9になります。

4. ボタンでプリカウント数を設定しま
す。
ボタンを押すたびにプリカウント数が切
り替わります。設定できるプリカウント数
は、BEATの設定値によって異なります。

BEAT プリカウント		
0 ．．．↕－4↕－8↕－2↕－1↕－4．．．
1 ．．．↕－4↕－8↕－2↕－1↕－4．．．
2 ．．．↕－4↕－8↕－2↕－1↕－4．．．
3 ．．．↕－3↕－6↕－3．．．
4 ．．．↕－4↕－8↕－2↕－1↕－4．．．		
5 ．．．↕－5↕－10↕－5．．．	
6 ．．．↕－6↕－12↕－6．．．

7 ．．．↕－7↕－14↕－7．．．
8 ．．．↕－8↕－16↕－8．．．
9 ．．．↕－9↕－18↕－9．．．

5. PLAY/STOPボ タ ン ま た はREC/
PAUSEボタンを押します。
プリカウントの後に録音を開始します。
プリカウント中はチューニング･ガイドの
センター・ランプが橙色に点灯します。
録音のキャンセルをする場合は、 ボ
タンを押します。
Note:	レコーダーとメトロノームの同時
操作の場合は、プリカウント「－1」の表示
（1拍前）から録音がスタートします。
スピーカーからのメトロノーム音出力
は、録音開始の少し前に停止します。録
音中もメトロノーム音を確認したい場
合は、PHONES端子に接続したヘッド
ホンから聞くことができます。
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テンポ同期トラックの再生	
1. レコーダーの停止中に、 ボタンまた

は ボタンを押して、再生するテンポ
同期トラックを選択します。
テンポ同期トラックを選択すると、ディス
プレイにはテンポ同期トラック・アイコン
が表示されます。
テンポとBEAT値は、トラック情報として
記録されているテンポとBEAT値に設定
されます。
Note:	 テンポ同期トラックではないト
ラックを選択しても、テンポとBEAT値は
変更されません。
テンポ同期トラックを選択した後で
TEMPO	UP/DOWNボタン、TAP	 IN
ボタン、BEAT	UP/DOWNボタンでテ
ンポやBEAT値を変更することができ
ます。トラック情報として記録されて
いるテンポとBEAT値に再設定したい
場合には、一旦別のトラック番号を選択

し、再度テンポ同期トラックを選択しな
おしてください。

2. PLAY/STOPボタンを押してテンポ同期
トラックを再生します。
ボタンを押してから1拍分の間をおいて
再生を開始します。ディスプレイの時間
表示は再生を開始するまで0:00のまま
点滅します。
テンポ同期トラックの再生を開始すると、
振り子が動作します。また、テンポに合
わせてTAP	INボタンが点滅します。

3. テンポ同期トラックの再生中にSTART/
STOPボタンを押すと、メトロノーム音の
発音/消音を切り替えることができます。

テンポ同期トラックのループ再生
テンポ同期トラックのループ再生は、レコーダー
単独動作時の通常トラックのループ再生の操作
と同様です（28	ページの「ループ再生」）。
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通常トラックの再生
メトロノームとレコーダーの並行動作時に
も通常トラックの再生も可能です。
通常のトラックを選択したときは、テンポ同期
トラック・アイコンは表示されません。

トラックの削除
レコーダーを単独で動作させたときと同様
の操作でトラックを削除することができます
（29	ページの「トラックの削除」）。

チューナー、メトロノーム、.
レコーダーの同時操作

チューナー、メトロノーム、レコーダーは同
時に操作することができます。
TUNER	ON	ボタン、METRONOME	ON
ボタン、RECORDER	ONボタンを押して、
レコーダー、チューナー、メトロノームをそれ
ぞれオンにします。

チューナーの
キャリブレーション

レコーダーのトラック番号

メトロノームの
テンポ

メトロノームの
拍子

チューナーの動作について
チューナーはメーター・モードのみ動作可
能です。サウンドアウト・モード、サウンド
バック･モードは使用できません。
レコーダー停止時と録音時には、	内蔵マイ
クまたはINPUT端子からの入力に対して
チューナーが動作します。
レコーダー再生時（ループ再生を含む）に
は、トラックの再生音に対してチューナーが
動作します。
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レコーダーの録音待機時やプリカウント時、
トラックの削除時には、チューナーは動作し
ません。
操作の方法は、チューナー単独操作のときと
同様です。15	ページの「チューナーの操作」、
30	ページの「レコーダーとチューナー同時操
作」をご覧ください。

メトロノームの動作について
ディスプレイの中央は、チューナーのメー
ターとして動作するために、メトロノームの
振り子は表示されません。
その他の動作や操作は、レコーダーとの同
時操作時と同様です。18	ページの「メトロ
ノームの操作」、20	ページの「チューナーとメ
トロノームの同時操作」をご覧ください。

レコーダーの動作について
レコーダーはメトロノームとの同時操作時と同
様に、テンポ同期トラックの録音が可能です。

動作や操作の詳細は、31	ページの「レコーダー
とメトロノームの同時操作」をご覧ください。

トラックの削除
レコーダーを単独で動作させたときと同様
の操作でトラックを削除することができます
（29	ページの「トラックの削除」）。	

コンピューターとの接続
本機とコンピューターを付属のUSBケーブ
ルで接続すると、本機を一般的なUSBメモ
リーと同様に扱うことができます。
録音したデータをコンピューターに転送した
り、コンピューターに保存されている音楽デー
タを本機へ転送することができます。

	コンピューターと接続したときは、
チューナー、メトロノーム、レコーダー
は動作しません。
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コンピューターの動作環境
Windows
Microsoft	Windows	XP/Windows
Vista/Windows	7の動作環境を満たす
USBポートを搭載したコンピューター。

Macintosh
Mac	OS	X	10.5以降。

コンピューターと接続する
	コンピューターと接続するときは、必ず付
属のUSBケーブルを使用してください。	

1. 本機の電源をオフにします。

2. コンピューターを起動します。

3. 本機とコンピューターをUSBケーブルで
接続します。
接続が完了すると、ディスプレイに次の
画面が表示されます。

Note:	本機とコンピューターをUSBケーブ
ルで接続したときは、コンピューターから電
源を供給することができます。

データをやりとりする
本機で録音したデータをコンピューターへコ
ピーしたり、コンピューターに保存されてい
る音楽データを本機へコピーします。

	 本機で再生可能なデータは、	PCM
オーディオ・フォーマット	WAV形式
44.1kHz@16bit	モノラルまたはステ
レオのファイルです。
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Windows

1. [マイコンピュータ]→[TDM-75R]を開き
ます。

2. 録音データをコンピューターの任意の場
所にドラッグ＆ドロップしてコピーします。

Mac OS X

1. デスクトップに表示されるドライブ・アイ
コン（NO NAME）をダブルクリックして
開きます。

2. 録音データをコンピューターの任意の場
所にドラッグ＆ドロップしてコピーします。

コンピューターからデータを追加する
コンピューターからWAV形式のファイルをコ
ピーして、本機で再生することができます。

1. 本機のEXTRAフォルダの中にファイルを
コピーします。
ファイルは10個まで認識されます。

ファイル再生時のトラック番号は「E0」
～「E9」となります。

コンピューターから取り外す
Windows

1. コンピューターのタスクバー右側に表示さ
れているアイコン  をクリックします。

2. 表示されたメニューから「USB大容量記
憶装置デバイス－（ドライブ名）を安全に
取り外します」をクリックします。
本機のディスプレイには、次のように表
示されます。

交互に表示

	 Windows	Vista、Windows	7の場合
はコンピューターから取り外し操作を
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行っても自動的に上記の表示には切り
替わりません。コンピューター側で安
全な取り外しの操作をした後、[RECO
RDER	ON]ボタンを約3秒間押してく
ださい。上記の表示に切り替わります。

	 USBケーブルの取り外しは、必ず上記
の表示の状態で行ってください。

	 必ずコンピューター側で安全な取り
外し操作を行ってから[RECORDER	
ON]ボタンを約3秒間押してください。

3. 本機をコンピューターから取り外します。

Mac OS X

1. デスクトップ上のドライブを「ゴミ箱」へ
捨てるか、ファイル・メニューから「本機
を取り出し」を選択します。

2. 本機をコンピューターから取り外します。

フォーマット
録音ができなかったり、録音したファイルが
再生できなかった場合に、エラー・メッセー
ジが表示されます。

このときは、本機とコンピューターをUSBケー
ブルで接続し、コンピューターからディスク
チェック（Windows）またはディスクユーティ
リティ（Mac	OS	X）を実行してみてください。
それでも改善されない場合は、以下の手順に
従ってフォーマットを実行してください。

	 必ず本機でフォーマットしてください。
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電池を使用してフォーマットする
	フォーマット実行時は、USBバス・パワー
を使用することをすすめします。（41	
ページの「USBバス･パワーを使用して
フォーマットする」）

1. 本機の電源をオフにします。

2. A-B/DELETEボタンとREC/PAUSEボタ
ンを押しながら、RECORDER ONボタンを
押します。 
本機がフォーマット・モードに入ります。ディ
スプレイが以下のような表示になり、チューニ
ング・ガイドの3つのランプが赤く点灯します。

赤点灯

ボタンを押すと、フォーマットがキャ
ンセルになります。	

3. ボタンを押してフォーマットを実行
します。
フォーマット実行中、ディスプレイは以下
のような表示になり、チューニング･ガイド
の3つのランプが順番に赤く点滅します。

赤点滅

フォーマットが完了すると、電源がオフに
なります。
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USBバス･パワーを使用してフォーマッ
トする
1. 本機の電源をオフにします。

2. A-B/DELETEボタンとREC/PAUSE
ボタンを押しながら、本機とコンピュー
ターをUSBケーブルで接続します。 

3. 電池を使用してフォーマットしたときと同
様に操作します。
	" 40	ページの「電池を使用してフォーマッ
トする」

4. フォーマットが完了すると、コンピュー
ターから取り外せることを示す画面が表
示されます。
	" 38	ページの「コンピューターから取り外
す」

5. 本機をコンピューターから取り外します。

故障とお思いのときは
■	電源が入らない
•	電池マークが点滅していませんか？	
電池を交換してください。電池マークが
点滅する状態になると、録音ができなくな
ります。
•	電池の極性は合っていますか？
■	ディスプレイに何も表示されない
•	電源はオンになっていますか？
■	音が出ない
•	ヘッドホンまたはイヤホンを接続していま
せんか？
•	ボリュームが0になっていませんか？
•	電池の容量は十分にありますか？
■	録音できない
•	メモリーの容量は十分にありますか？
•	電池の容量は十分にありますか？
•	エラー・メッセージが表示されるようでし
たら、本機をフォーマットしてください。
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■	再生できない。
•	エラー・メッセージが表示されていませ
んか？
頻繁に表示されるようでしたら本機を
フォーマットしてください。
•	コンピューターから転送したデータの場
合、本機で再生可能なデータ形式かどう
かを確認してください。
■	コンピューターが本機を認識しない。
•	 USBケーブルで正しく接続されていますか？
•	コンピューターの電源はオンになっていま
すか？

仕　様
チューナー部
音律：	12 平均律
測定範囲：	C1（32.70Hz）～C8（4186.01Hz）
サイン波時
基準発振音：	C3（130.81Hz）～C6（1046.50Hz）
3オクターブ
チューニング・モード：	メーター・モード（AUTO）、
サウンドアウト・モード（MANUAL）、	
サウンドバック・モード（AUTO）
キャリブレーション範囲：	A4=410Hz ～ 480Hz
（1Hz 単位）
測定精度：	±1セント以内
サウンド精度：	±1セント以内

メトロノーム部
テンポ範囲：	𝅘𝅥	=30 ～ 252/ 分
テンポ設定方法：	ペンデュラム・ステップ、フル・
ステップ、タップ・テンポ
拍子範囲：	0～ 9拍子、2連符、3連符、3連符
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中抜き、4連符、4連符中抜き
テンポ精度：	±0.3％
レコーダー部
録音フォーマット :	PCMオーディオ・フォーマット
　WAV形式（拡張子	.wav）	44.1kHz@16bit
録音時間：	最大約 20分 (120	[MB])
トラック数：	最大 100トラック

一般
接続端子：	INPUT端子（φ6.3mmモノラル標準
ジャック）、PHONES端子（φ3.5mmステレオ･
ミニジャック）
スピーカー：		ダイナミック・スピーカー（φ23mm）
電源：	単 4形電池 2本（マンガンまたはアルカリ
乾電池、ニッケル水素充電池）
電池寿命：
チューナー：　約 24/22/20 時間（バックラ	イト：	
オフ/ソフト/オート、A4連続入力、アルカリ乾
電池使用時）
メトロノーム：	約 18/16/14時間（バックライト：
オフ/ソフト /オート、テンポ120、4拍子、音量
最大、アルカリ乾電池使用時）

レコーダー：	約 16/13/11 時間 ( バックライト：オ
フ/ソフト/オート、アルカリ電池使用、1回の録
音時間は最長で20分 )
外形寸法：	111mm	(W)	x	82mm	(D)	x	18mm	(H)
質量：	119g（付属電池含む）
付属品：	取扱説明書、動作確認用単 4形乾電池（2
本）、USBケーブル

チューナー部のキャリブレーション、基準発振音、そ
してメトロノーム部のテンポ、拍子、ペンデュラム/
フル・ステップ、バックライトの設定は、電源をオフに
しても記憶されています。ただし、電池を交換した場
合は設定が初期化され、以下の初期値に戻ります。

初期値 : キャリブレーション=440Hz、基準発振音
=A4、テンポ=120、拍子=4拍子、テンポ設定
=ペンデュラム・ステップ、バックライト設定=オフ

＊	測定範囲内の音であっても、倍音を多く含む音
色や、減衰の速い楽器音は、測定できない場合が
あります。

仕様および外観は、改良のため予告無く変更する
場合があります。



206

el TDM-75R.
• Si intenta reproducir datos de música 

transferidos desde un ordenador, asegúrese 
de que el formato de archivo es compatible 
con el TDM-75R.
 � El ordenador no reconoce el TDM-75R.

• Asegúrese de que el TDM-75R está 
conectado al ordenador correctamente 
mediante el cable USB incluido.

• Asegúrese de que la alimentación del 
ordenador esté encendida.

Especificaciones	Principales

Sección	del	afinador

Temperamento: 12-notas, temperamento igual
Rango de detección*: C1 (32,70 Hz)–C8 (4186,01 Hz) 

para una onda sunisoidal
Tonos de Referencia: C3 (130,81 Hz)–C6 (1046,50 

Hz) 3 de octava

Modos de afinación: Modo Medidor (AUTO), 
modo Salida de sonido 
(MANUAL), modo Regreso 
de sonido (AUTO)

Intervalo de calibración:
 A4 = 410 Hz–480 Hz 

(pasos de 1 Hz)
Precisión de medición: Dentro de ±1centésima
Precisión del sonido: Dentro de ±1centésima

Sección	del	metrónomo

Intervalo de tempo: 30–252 tiempos por minuto 
(bpm)

Ajuste de tempo: PASO DE PÉNDULO, PASO 
COMPLETO, MARCACIÓN 
DEL TEMPO

Marcas de tiempo: 0–9 tiempos, dosillos, tresillos, 
tresillos sin el tiempo central, 
cuatrillos, cuatrillos sin los 
tiempos centrales
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Precisión de tempo: ±0,3%

Sección	del	grabador

Formato de grabación: Formato WAV de formato de 
audio PCM (extensión: .wav), 
44,1 kHz a 16 bits

Tiempo de grabación disponible: 20 minutos aprox. 
(Memoria interna: 120 MB)

Número total de pistas: 100 pistas máx.

Estándar	principal

Conectores: Jack INPUT (1/4” mono),  
jack PHONES (1/8” mini)

Altavoz: Altavoz dinámico (ø23 mm)
Alimentación: Dos baterías AAA (baterías 

de carbón-zinc, alcalinas o 
 Afinador... Aproximadamente 

24/22/20  horas (luz de fondo: 
Desactivada/Auto/Suave, 
entrada continua de A4, si se 
utilizan baterías de alcalinas)

 Metrónomo... Aproximada-
mente 18/16/14 horas (luz de 
fondo: Desactivada/Auto/
Suave, tempo: 120, cuatro 
tiempos, volumen máximo, 
si se utilizan baterías de alca-
linas)

 Grabador... Aproximadamente 
16/13/11 horas de grabación/
reproducción (luz de fondo: 
Desactivada/Auto/Suave, 
longitud máxima de aproxima-
damente 20 minutos para una 
grabación/reproducción única, 
cuando se utilizan baterías de 
alcalinas)

Dimensions: 111 (An) x 82 (Pr) x 18 (Al) mm
Peso: 119 g (incluidas las baterías 

suministradas)
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Elementos incluidos: Manual de usuario, baterias 
AAA (x2), Cable USB

La calibración y el tono de referencia del 
afinador así como los ajustes de tempo, tiempo, 
Paso de péndulo, Paso completo y luz de 
fondo del metrónomo se almacenan aunque 
la alimentación esté desactivada.
Sin embargo, cuando se cambian las baterías, 
estos ajustes regresarán a los valores por 
defecto siguientes.
Valores	por	defecto:
Calibración = 440 Hz, intervalo de detección 
= A4, tempo = 120, marca de tiempo = 
cuatro tiempos, tipo de ajuste de tempo = 
PENDULUM STEP, ajuste de luz de fondo 
= desactivada
* Aunque el tono se encuentre dentro del 

intervalo de detección, puede que el 
TDM-75R no sea capaz de detectar el tono 
si el sonido contiene numerosos armónicos 

superiores (como las notas bajas y altas de 
un piano acústico) o si el instrumento tiene 
una desactivación rápida.

Las especificaciones y el aspecto están sujetas 
a cambios sin previo aviso por mejora.
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サービスについて
1. 保証期間
本機の保証期間は、ご購入（保証書による）より満１ヶ年（現金・クレジット・月賦等によ
る区別はございません）と致します。

2. 保証期間中のサービス
保証期間中に万一故障が発生した場合、お買い上げ店にご連絡頂きますと、技術者が修
理、調整致します。この際必ず保証書をご提示ください。保証書なき場合にはサービス
料金を頂く場合もあります。

3. アフターサービス
満１ヶ年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となりますが、引き続き責任をもって
サービスをさせていただきます。ご不明の点などございましたら、お買い上げ店あるい
は下記のヤマハミュージックトレーディング株式会社までお問い合わせください。

保証書
この度はヤマハ・チューナー・メトロノームTDM-75Rをお買上げ戴きましてありがとう
ございました。本書は、本書記載内容で修理を行なう事をお約束するものです。
お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買上げの販
売店に修理をご依頼ください。（詳細は無償修理規定をご覧ください。）
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