
リモコンの取り扱い上のご注意

●リモコンは直射日光の当たるところには置かないでください。長時間放置すると変形や変色したり、故障の原因になります。
●リモコン信号送信部をミラーのリモコン信号受信部に向けて操作してください。
●リモコン信号受信部に直射日光が当たっていると、操作できない場合があります。
●電池は充電しないでください。液漏れの原因になります。
●電池の液漏れが起こったときは、付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と
入れかえてください。
●リモコン操作の感度が下がってきたときは、 新しい電池と交換してください。

リモコン信号受信部

POWER ON／OFF

曲の再生／一時停止

曲の頭出し／早戻し／上の階層へ移動（フォルダ表示）

DISPLAY 表示切り換え

REPEAT／RANDOM

PICTURE ON／OFF

曲の停止

曲の頭出し／早送り

項目の移動（MENU）／曲・フォルダの選択（フォルダ表示）

FOLDER 表示

MENU 表示

VOLUME 調整

※電池はボタン電池（CR2025）をご使用ください。

各項目の決定／フォルダを開く

リモコン各部の名称

リモコンの電池交換

1.下記の穴にボールペンなど先の
とがったものを差し込み、矢印の
方向へ押し出します。

2.電池の＋側を上にして置きます。

3.カチッと音がするまで押し込みます。

 設定メニュー

で暗さの程度を調整します。

を押して時間を選択します。

ONを選択すると常に画面が暗くなります。
OFFを選択すると車輌のイルミネーションを
点灯した時のみ画面が暗くなります。

選択後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

選択後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

を押して明るさを調整します。

●DISPLAY(曲名表示時間）設定

〈初期状態〉

フォルダ/曲名表示を一定時間後に
OFFにします。

●DIMMER設定

●COLOR(フォルダ画面文字色)設定

●BRIGHTNESS(明るさ)設定

を押してメニュー画面を表示します。
もう一度押すと通常画面に戻ります。

を押してメニュー項目を
移動します。

を押して項目を選択します。

選択した設定画面に移動します。

MENU
  DIMMER
 ＞BRIGHTNESS
  COLOR
  DISPLAY
  POSITION
  RESET

●MENU画面

DIMMER
BRIGHTNESS
COLOR
DISPLAY
POSITION

OFF
0
ON
ON
D

調整後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

調整後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

調整の範囲は
－010～－001、 0、＋001～＋010です。

フォルダ移動と曲の選択

リピート、ランダム再生

※各表示は2秒後に消えます。

通常画面 曲名と時間表示 曲名表示

フォルダ名表示表示なし

Video入力画面のON/OFF

を押してフォルダ画面を表示します。

　　　を押す度にVideo入力画面が
表示→非表示→表示と切り換わります。

通常画面より         を押す度に以下のように再生表示が切り換わります。

no repeat repeat file repeat folder

random in folderrandom all

リピート、ランダムなし file（1曲）リピート再生 フォルダ内リピート再生

フォルダ内ランダム再生全曲ランダム再生

を押す度に以下のように切り換わります。

表示切換

        F031
        F032
　01 Vocal-1
　02 Vocal-2
＞03 JAZZ-1
　04 JAZZ-2
　05 交響曲
　06 協奏曲

＞1-01 BEWITH
　1-02 Confidence
　1-03 Accurate
　1-04 Reference

現在再生中の曲が色付きまたは
点滅で表示されます。

     フォルダ011/F021/F031 
1-01 BEWITH               01：15

通常表示内容

フォルダ名

曲名
時間

画面表示の説明

　“ / ”は階層を表します

選択後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

●RESET すべてのメニュー設定を初期状態にします。

選択後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

●POSITION設定

リスニングポジションの設定や
デジタルシステムの切換に使用します。

L
N
R

D

左シートポジション
ノーマルポジション
右シートポジション

デジタルポジション(BEWITHSTATEや、
スマートインターフェースのデジタル
出力を使用する場合などに選択して
ください。)

デジタル出力

アナログ出力

DIMMER
  ON[ 5 ]
 ＞OFF

BRIGHTNESS
      -001

COLOR
  ON
 ＞OFF

POSITION
  L
 ＞N
  R
  D

DISPLAY
    5sec

RESET
  YES
 ＞NO

を押してON、OFFを
選択します。

調整の範囲は
 1（ 暗い）～9 ( 明るい ) です。

ONを選択するとフォルダ画面表示時に、
選択中および再生中の項目がカラーで表示
されます。
OFFを選択すると選択中の項目は「＞」で、
再生中の項目は点滅して表示されます。

を押してON、OFFを
選択します。

選択の範囲は
　1sec ～10sec、ON ( 常に表示 ) です。

を押してPOSITIONを
選択します。

を押してYES、NOを
選択します。

※　　　　 で常にOFFにすることもできます。 

1-01 BEWITH               01：15  1-01 BEWITH 

     フォルダ011/F021/F031      フォルダ011/F021/F031 
1-01 BEWITH               01：15

     FOLDER001/F002/F003 
1-01 BEWITH               01：15

　　　　　　を押してフォルダまたは

曲を選択します。

　　　　を押すと選択したフォルダ

内容が表示、または曲の再生が始ま

ります。

　　　 を押すと一階層上のフォルダ

に移動します。
フォルダと曲が混在する場合は、
フォルダが先に表示されます。

     フォルダ011/F021/F031     フォルダ011/F021      フォルダ011/F021      フォルダ011

＞     F031
        F032
　01 Vocal-1
　02 Vocal-2
　03 JAZZ-1
　04 JAZZ-2
　05 交響曲
　06 協奏曲

＞     F021
        お気に入り
        クラシック
　     ポピュラー

 ※バックカメラはどちらの場合でも
　表示可能です。

を押すとフォルダ画面が表示されます。

フォルダ名・曲名

現在のフォルダ名
選択中の曲

        F031
        F032
　01 Vocal-1
　02 Vocal-2
＞03 JAZZ-1
　04 JAZZ-2
　05 交響曲
　06 協奏曲

     フォルダ011/F021

     フォルダ011/F021/F031 
1-01 BEWITH 　　　　　　              01：15

選択中：“＞”、黄文字
再生中：緑文字 ( COLOR OFF時は点滅 ）
選択中かつ再生中：“＞”、青文字
　　　

　“ / ”は階層を表します

フォルダが先に表示されます
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●DISPLAY(曲名表示時間）設定
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MENU
  DIMMER
 ＞BRIGHTNESS
  COLOR
  DISPLAY
  POSITION
  RESET

●MENU画面

DIMMER
BRIGHTNESS
COLOR
DISPLAY
POSITION

OFF
0
ON
ON
D

調整後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

調整後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

調整の範囲は
－010～－001、 0、＋001～＋010です。

フォルダ移動と曲の選択
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通常画面 曲名と時間表示 曲名表示
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Video入力画面のON/OFF

を押してフォルダ画面を表示します。

　　　を押す度にVideo入力画面が
表示→非表示→表示と切り換わります。

通常画面より         を押す度に以下のように再生表示が切り換わります。

no repeat repeat file repeat folder

random in folderrandom all

リピート、ランダムなし file（1曲）リピート再生 フォルダ内リピート再生

フォルダ内ランダム再生全曲ランダム再生

を押す度に以下のように切り換わります。

表示切換

        F031
        F032
　01 Vocal-1
　02 Vocal-2
＞03 JAZZ-1
　04 JAZZ-2
　05 交響曲
　06 協奏曲

＞1-01 BEWITH
　1-02 Confidence
　1-03 Accurate
　1-04 Reference

現在再生中の曲が色付きまたは
点滅で表示されます。

     フォルダ011/F021/F031 
1-01 BEWITH               01：15

通常表示内容

フォルダ名

曲名
時間

画面表示の説明

　“ / ”は階層を表します

選択後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

●RESET すべてのメニュー設定を初期状態にします。

選択後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

●POSITION設定

リスニングポジションの設定や
デジタルシステムの切換に使用します。

L
N
R

D

左シートポジション
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右シートポジション

デジタルポジション(BEWITHSTATEや、
スマートインターフェースのデジタル
出力を使用する場合などに選択して
ください。)

デジタル出力

アナログ出力

DIMMER
  ON[ 5 ]
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BRIGHTNESS
      -001

COLOR
  ON
 ＞OFF

POSITION
  L
 ＞N
  R
  D

DISPLAY
    5sec

RESET
  YES
 ＞NO
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を押してPOSITIONを
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を押してYES、NOを
選択します。

※　　　　 で常にOFFにすることもできます。 

1-01 BEWITH               01：15  1-01 BEWITH 
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 ※バックカメラはどちらの場合でも
　表示可能です。

を押すとフォルダ画面が表示されます。
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●MENU画面

DIMMER
BRIGHTNESS
COLOR
DISPLAY
POSITION

OFF
0
ON
ON
D

調整後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。
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DISPLAY
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RESET
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を押してON、OFFを
選択します。

調整の範囲は
 1（ 暗い）～9 ( 明るい ) です。

ONを選択するとフォルダ画面表示時に、
選択中および再生中の項目がカラーで表示
されます。
OFFを選択すると選択中の項目は「＞」で、
再生中の項目は点滅して表示されます。

を押してON、OFFを
選択します。

選択の範囲は
　1sec ～10sec、ON ( 常に表示 ) です。

を押してPOSITIONを
選択します。

を押してYES、NOを
選択します。

※　　　　 で常にOFFにすることもできます。 

1-01 BEWITH               01：15  1-01 BEWITH 
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内容が表示、または曲の再生が始ま

ります。

　　　 を押すと一階層上のフォルダ

に移動します。
フォルダと曲が混在する場合は、
フォルダが先に表示されます。

     フォルダ011/F021/F031     フォルダ011/F021      フォルダ011/F021      フォルダ011

＞     F031
        F032
　01 Vocal-1
　02 Vocal-2
　03 JAZZ-1
　04 JAZZ-2
　05 交響曲
　06 協奏曲

＞     F021
        お気に入り
        クラシック
　     ポピュラー

 ※バックカメラはどちらの場合でも
　表示可能です。

を押すとフォルダ画面が表示されます。

曲名/フォルダ名

現在のフォルダ名
選択中の曲

        F031
        F032
　01 Vocal-1
　02 Vocal-2
＞03 JAZZ-1
　04 JAZZ-2
　05 交響曲
　06 協奏曲

     フォルダ011/F021

     フォルダ011/F021/F031 
1-01 BEWITH 　　　　　　              01：15



リモコンの取り扱い上のご注意

●リモコンは直射日光の当たるところには置かないでください。長時間放置すると変形や変色したり、故障の原因になります。
●リモコン信号送信部をミラーのリモコン信号受信部に向けて操作してください。
●リモコン信号受信部に直射日光が当たっていると、操作できない場合があります。
●電池は充電しないでください。液漏れの原因になります。
●電池の液漏れが起こったときは、付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と
入れかえてください。
●リモコン操作の感度が下がってきたときは、 新しい電池と交換してください。

リモコン信号受信部

POWER ON／OFF

曲の再生／一時停止

曲の頭出し／早戻し／上の階層へ移動（フォルダ表示）

DISPLAY 表示切り換え

REPEAT／RANDOM

PICTURE ON／OFF

曲の停止

曲の頭出し／早送り

項目の移動（MENU）／曲・フォルダの選択（フォルダ表示）

FOLDER 表示

MENU 表示

VOLUME 調整

※電池はボタン電池（CR2025）をご使用ください。

各項目の決定／フォルダを開く

リモコン各部の名称

リモコンの電池交換

1.下記の穴にボールペンなど先の
とがったものを差し込み、矢印の
方向へ押し出します。

2.電池の＋側を上にして置きます。

3.カチッと音がするまで押し込みます。

 設定メニュー

で暗さの程度を調整します。

を押して時間を選択します。

ONを選択すると常に画面が暗くなります。
OFFを選択すると車輌のイルミネーションを
点灯した時のみ画面が暗くなります。

選択後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

選択後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

を押して明るさを調整します。

●DISPLAY(曲名表示時間）設定

〈初期状態〉

フォルダ/曲名表示を一定時間後に
OFFにします。

●DIMMER設定

●COLOR(フォルダ画面文字色)設定

●BRIGHTNESS(明るさ)設定

を押してメニュー画面を表示します。
もう一度押すと通常画面に戻ります。

を押してメニュー項目を
移動します。

を押して項目を選択します。

選択した設定画面に移動します。

MENU
  DIMMER
 ＞BRIGHTNESS
  COLOR
  DISPLAY
  POSITION
  RESET

●MENU画面

DIMMER
BRIGHTNESS
COLOR
DISPLAY
POSITION

OFF
0
ON
ON
D

調整後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

調整後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

調整の範囲は
－010～－001、 0、＋001～＋010です。

フォルダ移動と曲の選択

リピート、ランダム再生

※各表示は2秒後に消えます。

通常画面 曲名と時間表示 曲名表示

フォルダ名表示表示なし

Video入力画面のON/OFF

を押してフォルダ画面を表示します。

　　　を押す度にVideo入力画面が
表示→非表示→表示と切り換わります。

通常画面より         を押す度に以下のように再生表示が切り換わります。

no repeat repeat file repeat folder

random in folderrandom all

リピート、ランダムなし file（1曲）リピート再生 フォルダ内リピート再生

フォルダ内ランダム再生全曲ランダム再生

を押す度に以下のように切り換わります。

表示切換

        F031
        F032
　01 Vocal-1
　02 Vocal-2
＞03 JAZZ-1
　04 JAZZ-2
　05 交響曲
　06 協奏曲

＞1-01 BEWITH
　1-02 Confidence
　1-03 Accurate
　1-04 Reference

現在再生中の曲が色付きまたは
点滅で表示されます。

     フォルダ011/F021/F031 
1-01 BEWITH               01：15

通常表示内容

フォルダ名

曲名
時間

画面表示の説明

　“ / ”は階層を表します

選択後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

●RESET すべてのメニュー設定を初期状態にします。

選択後  　　　 ボタンで決定して

MENU画面に戻ります。

●POSITION設定

リスニングポジションの設定や
デジタルシステムの切換に使用します。

L
N
R

D

左シートポジション
ノーマルポジション
右シートポジション

デジタルポジション(BEWITHSTATEや、
スマートインターフェースのデジタル
出力を使用する場合などに選択して
ください。)

デジタル出力

アナログ出力

DIMMER
  ON[ 5 ]
 ＞OFF

BRIGHTNESS
      -001

COLOR
  ON
 ＞OFF

POSITION
  L
 ＞N
  R
  D

DISPLAY
    5sec

RESET
  YES
 ＞NO

を押してON、OFFを
選択します。

調整の範囲は
 1（ 暗い）～9 ( 明るい ) です。

ONを選択するとフォルダ画面表示時に、
選択中および再生中の項目がカラーで表示
されます。
OFFを選択すると選択中の項目は「＞」で、
再生中の項目は点滅して表示されます。

を押してON、OFFを
選択します。

選択の範囲は
　1sec ～10sec、ON ( 常に表示 ) です。

を押してPOSITIONを
選択します。

を押してYES、NOを
選択します。

※　　　　 で常にOFFにすることもできます。 

1-01 BEWITH               01：15  1-01 BEWITH 

     フォルダ011/F021/F031      フォルダ011/F021/F031 
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     FOLDER001/F002/F003 
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　　　　　　を押してフォルダまたは

曲を選択します。

　　　　を押すと選択したフォルダ

内容が表示、または曲の再生が始ま

ります。

　　　 を押すと一階層上のフォルダ

に移動します。
フォルダと曲が混在する場合は、
フォルダが先に表示されます。

     フォルダ011/F021/F031     フォルダ011/F021      フォルダ011/F021      フォルダ011

＞     F031
        F032
　01 Vocal-1
　02 Vocal-2
　03 JAZZ-1
　04 JAZZ-2
　05 交響曲
　06 協奏曲

＞     F021
        お気に入り
        クラシック
　     ポピュラー

 ※バックカメラはどちらの場合でも
　表示可能です。

を押すとフォルダ画面が表示されます。

フォルダ名・曲名

現在のフォルダ名
選択中の曲

        F031
        F032
　01 Vocal-1
　02 Vocal-2
＞03 JAZZ-1
　04 JAZZ-2
　05 交響曲
　06 協奏曲

     フォルダ011/F021

     フォルダ011/F021/F031 
1-01 BEWITH 　　　　　　              01：15

選択中：“＞”、黄文字
再生中：緑文字 ( COLOR OFF時は点滅 ）
選択中かつ再生中：“＞”、青文字
　　　

　“ / ”は階層を表します

フォルダが先に表示されます


