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正誤表 

 

MP-01、SB-L008KU 音声ファイルに関する修正 

｢メディアプレーヤー MP-01取扱説明書｣ 及び｢メディアプレーヤー SB-L008KU 取扱説明

書｣ におきまして、下記の通り間違えが御座いましたので訂正させて頂きます。ご迷惑をおかけ

しますことをお詫びいたします。 

※ 音声ファイルのMP3は｢MPEG-1 Audio Layer2形式でエンコードされた拡張子.mp3の音声ファ

イル｣のみの対応となります。 

メディアプレーヤー MP-01 取扱説明書 

頁 項目 誤 正 

30 コンテンツの仕様 

(3)音声ファイル 詳細 

・コーデック 

MPEG-1 Audio layer 2、MPEG-2 

Audio layer 2 

MPEG-1 Audio layer 3、MPEG-2 

Audio layer 3 

 

・ ビットレート 

layer 2：最大384kpbs 

layer 3：最大320kpbs 

・ コーデック 

MPEG-1 Audio layer 2、MPEG-2 

Audio layer 2 

(MPEG-1 Audio layer 3、MPEG-2 

Audio layer 3には対応してお

りません。) 

・ ビットレート 

layer 2：最大384kpbs 

 

メディアプレーヤー SB-L008KU 取扱説明書 

頁 項目 誤 正 

27 コンテンツの仕様 

(3)音声ファイル 詳細 

・コーデック 

MPEG-1 Audio layer 2、MPEG-2 

Audio layer 2 

MPEG-1 Audio layer 3、MPEG-2 

Audio layer 3 

 

・ ビットレート 

layer 2：最大384kpbs 

layer 3：最大320kpbs 

・ コーデック 

MPEG-1 Audio layer 2、MPEG-2 

Audio layer 2 

(MPEG-1 Audio layer 3、MPEG-2 

Audio layer 3には対応してお

りません。) 

・ ビットレート 

layer 2：最大384kpbs 
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SB-L008KU タイマー(電源管理)機能に関する修正 

｢メディアプレーヤー（SB-L008KU）取扱説明書｣ 及び ｢オーサリングソフトウェア 操作マニ

ュアル｣ におきまして、下記の通り間違えが御座いましたので訂正させて頂きます。ご迷惑をお

かけしますことをお詫びいたします。（SB-L008KUにはタイマー(電源管理)機能が搭載されてお

りませんが、姉妹機のMP-01に搭載されているタイマー(電源管理)機能に関する記述が記載され

ておりましたので以下の通り修正させて頂きます。） 

 

メディアプレーヤー（SB-L008KU）取扱説明書 

頁 項目 誤 正 

10 OSD 

・メニュー：タイマー 

・サブメニュー：電源

ON/OFF 

本体の電源を ON/OFFしま

す。・・・・・ 

SB-L008KUには本機能はござ

いません。(*1) 

22 困ったときは・・・・ 

〔症状〕 タイマー機能が

正常に動作しない 

〔状態〕 電源ONしない、

電源OFFしない 

〔原因と対策〕 ディスプレ

イのスタンバイモード設定

が・・・ 

SB-L008KUには本機能はござ

いません。(*1) 

26 オーサリングソフトウェ

ア仕様 

・スケジュール作成 

・ 作成した番組を毎日ま

たは個別にスケジュー

ル設定 

・ 週毎にメディアプレー

ヤーの電源 ON/OFF制御

の設定 

・ 作成した番組を毎日また

は個別にスケジュール設

定 

（SB-L008KUには電源 ON/OFF

制御の機能はございません。

(*1)） 

 

 

 

オーサリングソフトウェア 操作マニュアル 

頁 項目 誤 正 

- 目次 3.9.5パネル追加(電源管理)                    SB-L008KUには本機能はございませ

ん。(*1) 

- 目次 3.9.9パネルプロパティ(電源管理)                    SB-L008KUには本機能はございませ

ん。(*1) 
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オーサリングソフトウェア 操作マニュアル（続き） 

頁 項目 誤 正 

1 第1章 パネル管理 

電源管理でメディアプレーヤーの電

源タイマーを設定し、メディアプレ

ーヤーを起動・終了させることがで

きます。 

SB-L008KUには本機能はございませ

ん。(*1) 

37 個別の設定

方法は以下

を参考にし

てください。 

● 毎日自動的にメディアプレーヤ

ーの電源をON/OFFするには  

メインメニューで｢パネル管理｣を押

して｢電源管理｣を選択します。｢特定

曜日の指定時刻に電源 ON/OFFを行

う｣に・・・・ 

 

● 毎週特定の曜日だけを電源を

OFFに設定するには 

｢パネル管理｣の｢電源管理｣で｢特定

曜日の指定時刻に電源 ON/OFFを行

う｣にチェックを入れ、メディアプレ

ーヤーの・・・・ 

 

● 電源を OFFに設定した曜日に番

組を表示するには 

メディアプレーヤーの電源をリモコ

ンでONして・・・・  

 

● 特定日または特定時間に電源を

OFFにするには 

祝日などの特定の日のみを｢電源管

理｣で電源を OFFすることはできま

せん。リモコンで OFFするようにし

てください。 

● 毎日自動的にメディアプレーヤ

ーの番組をON/OFFするには   

｢オーサリングソフトウェア スケ

ジュール設定手順書｣に従って設定

してください。 

 

 

● 毎週特定の曜日だけを番組を

OFFに設定するには 

｢オーサリングソフトウェア スケ

ジュール設定手順書｣に従って設定

してください。 

 

 

● 電源を OFFに設定した曜日に番

組を表示するには 

SB-L008KUには電源を OFFに設定す

る機能はございません。(*1) 

 

● 特定日または特定時間に番組を

OFFにするには 

｢オーサリングソフトウェア スケ

ジュール設定手順書｣に従って設定

してください。 

55 ⑤自動電源

ON/OFF（指定

時刻）の設定 

はい  配信先の・・・ 

いいえ 自動電源の・・ 

SB-L008KUには本機能はございませ

ん。(*1) 
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オーサリングソフトウェア 操作マニュアル（続き） 

頁 項目 誤 正 

57 自動電源ON 

自動電源 

OFF 

｢⑤自動電源ON/OFFの設定｣で・・ 

｢⑤自動電源ON/OFFの設定｣で・・ 

SB-L008KUには本機能はございませ

ん。(*1) 

61 3.9.5 パネ

ル追加（電源

管理） 

メディアプレーヤーの電源管理をお

こなうための設定をおこないます。 

SB-L008KUには本機能はございませ

ん。(*1) 

66 3.9.9 パネ

ルプロパテ

ィ（電源管

理） 

メディアプレーヤーの電源管理をお

こなうための設定をおこないます。 

SB-L008KUには本機能はございませ

ん。(*1) 

 

*1：OSD画面にタイマー機能に関する表示が出てきますが、SB-L008KUでは設定した通りにタイ

マー機能が正しく動作致しません。また、番組のスケジュール機能によりタイマー機能に類似し

た使い方をする事ができますので、｢オーサリングソフトウェア スケジュール設定手順書｣に従

ってスケジュール機能をご使用ください。 
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オーサリングソフトウェア 対応OSに関する修正 

｢オーサリングソフトウェア 操作マニュアル｣ におきまして、下記の通り間違えが御座いまし

たので訂正させて頂きます。ご迷惑をおかけしますことをお詫びいたします。 

 

オーサリングソフトウェア 操作マニュアル 

頁 項目 誤 正 

4 対応OS Microsoft®Windows®Vista Ultimate 

日本語版 32bit 版 

Microsoft®Windows®Vista Business 

日本語版 32bit 版 

Microsoft®Windows®XP 

Professional 日本語版 32bit 版 

Microsoft®Windows®XP Home Edition 

日本語版 32bit 版 

Microsoft®Windows®7 Professional 

日本語版 32bit 版 

Microsoft®Windows®7 Home Premium 

日本語版 32bit 版 

Microsoft®Windows®Vista Ultimate 

日本語版 32bit 版 

Microsoft®Windows®Vista Business 

日本語版 32bit 版 

Microsoft®Windows®7 Professional 

日本語版 32bit 版 

Microsoft®Windows®7 Home Premium 

日本語版 32bit 版 

Microsoft®Windows®7 Professional 

日本語版 64bit 版 

Microsoft®Windows®8.1 Pro 日本語

版 64bit 版 

Microsoft®Windows®8.1 日本語版 

64bit 版 

 


