
内容物

このパッケージには以下の付属品が入って

います。ご購入時に確認いただき、もしも

入っていないものがございましたら、ご購

入店にご連絡ください。

注 : lotoo の公式ウェブ

サイト(lotoo.jp)に電子

版ユーザマニュアルと簡

易セットアップ方法を掲

載しております。

プレーヤー本体

クイック・ガイド

スポーツ・アーム・ベルト

保証書

USB ケーブル



(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

ライン出力／ SPDIF 光出力

ヘッドフォン出力

バランス・ヘッドフォン出力（2.5mm TRRS ）

DAMP（ハイ／ロー）

ボリューム・アップ

ボリューム・ダウン

次曲／早送り

前曲／早戻し

ジョグダイアル

再生／ OK

ゲイン（ハイ／ロー）

液晶ディスプレイ

音楽／ファンクション（長押し）

戻る／設定（長押し）

ATE ／ PMEQ 音響効果（長押し）

電源／スクリーン・ロック

各ボタンの名称と機能
(01)
(02)
(03)

(04)
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(05)

(06)
(07)
(08)

(09)
(10)
(11)

ヒント：(13),(14),(15)ボタンは短押しで左側、長押しで右

側の機能になります



micro SD カードの挿入

1. micro SD カードを挿入する
（Figure1）

筐体に印刷されている向きでmicroSDカードを

挿入します。押し込んで「カチッ」という音が

聞こえたら指を離します。

2. micro SD カードを取り出す
（Figure2）

microSDカードを静かに押して「カチッ」という

音が聞こえたらゆっくりと指を離します。micro 

SDカードが3mmほど飛び出てくるので、そのまま

取り出してください。

Figure 1

Figure 2



補足：

1. micro SD カードを挿入すると、プレーヤーの電源
が自動的にオンになります。プレーヤー本体にメ
モリーは内蔵されていません。 

2. 理論的には、このプレーヤーは最大 2 TBまでの
micro SD カードをサポートしています。

3. このプレーヤーは FAT32/exFATフォーマットの
micro SD カードをサポートしています。新しい
micro SD カードを挿入する時は、先にフォーマット
してください。

4. micro SD カードを挿入したり抜いたりする時は、

丁寧に行ってください。乱暴に扱うとカードが破

損することがあります。

5. 移動用のアームベルトのブラケットに 4枚まで

micro SD カードを収納することができます。 

電源

1. 電源オン

プレーヤーの電源がオフの状態から電源をオ

ンにするには、「POWER」ボタンを長押しします。

電源がオンの時に画面表示をオン／オフにするには、

「POWER」ボタンを短押しします。画面表示がオフの

時には、「POWER」、「Volume ＋」、「Volume －」

ボタン以外は使うことができません。

補足：音楽を長時間再生する時には、画面表示をオ

フにすることでバッテリーの持ちを延ばすことがで

きます。



2. 電源オフ

1) 電源がオンでスクリーン表示もオンになっ

ている時に電源をオフにするには、「POWER」

ボタンを長押ししてください。

2) 電源がオンでスクリーン表示がオフにな

っている時に電源をオフにするには、まず

「POWER」ボタンを短押しして画面表示をオン

にし、その後に「POWER」ボタンを長押しして

ください。

3. 充電

このプレーヤーはUSBケーブルを電源アダプター

に接続すると自動的に充電します。プレーヤー

の電源がオフになっている時には、「POWER」ボ

タンを長押しして電源をオンにしてください。

充電中に再生する：USBケーブルが電源に接続されてい

れば、リチウム電池に充電しながら電力が供給されま

す。つまり、充電しながら音楽を再生することができ

ます。これによって充電の速度に影響が出ることもあ

りません。

注：USB電源アダプターはスマートフォン充電用のア

ダプターなど別売り製品をお使い下さい。



ファームウェアのアップ
デート

1. ファームウェアをアップデートする際は、

まずバッテリー残量が15％以上であることを確

認してください。15％未満の時は、先に充電を

してください。

2. Lotoo の公式ホームページ中のダウンロー

ドページにアクセスして、最新のファームウェ

アをダウンロードします。

「PAW5KMK2.COE」という名称のファイルを

コピーして、micro SDカードのルートにペース

トします。

3. 設定メニューに入って、「メニュー → シ

ステム設定 → システム · アップデート」と

クリックします。アップデートが完了するまで

待ちます。正しい手順でアップデートすると、

次のようにアップデートが進みます。

アップデートに

成功しました

チェック完了、アップデ

ートを開始します

アップデート中です

アップデート ファイルを
読み込み中



終了

4. アップデートが順調に完了すると、自動的に電

源がオフになりますので、再び電源をオンにしてく

ださい。最新のファームウェアのバージョンは「メ

ニュー → システム設定 →システム情報」で確認

できます。

スポーツ用アームベルト
の取り付け

1.下図のように、アームベルトのベルト（マ

ジックテープ）側を外側にして、左から挿入

して右に通します。

2. アームベルトを（右側から）引っぱって下

図のような状態にし、アームベルトの両端を

ベルトの端に
留め具の付いた側

ブラケット

ベルトを通すプラス
チックのループ側



少し斜めにしながら ブラケットのフックの

下に挿入します。

3. アームベルトの両端の溝をフックでパチン

と留めます。

注意 : アームベルトを使用しない時は、予期せぬ損

傷を防ぐため、PAW5000MKIIをベルトから取り外して

ください。

ブルートゥース

1.       を長押しして設定メニューに入り、

ジョグダイヤルをまわして「ブルートゥース設

定」を選び、「OK」を押します。

ベルトを通すプラス
チックのループ側

ブラケットの下に

96%SETUP

再生時の設定
システム設定
ブルートゥース設定
スポーツモード設定
Fnキーの割り当て

Figure 1



2.「ブルートゥース・スイッチ」を選んで「OK」

を押し、「ON」にセットします。

3.  を押して上位メニューに戻り、「ブ

ルートゥース一覧」に入ります。

4. ブルートゥース・ヘッドフォンまたはブル

ートゥース・スピーカーのスイッチを入れ、

ペアリング・モードにします。

PAW5000MKIIで、「新しいデバイスをスキャン」

を選びます。

5.ご使用のデバイス名が見つかったら、「OK」

を押してスキャニングを停止するか、または

96%SETUP

ブルートゥーススイッチ
ブルートゥース一覧

Figure 2

Figure 6

スキャン中...        20

取り消し

96%BLUETOOTH

新しいデバイスをスキャン

Figure 5

96%SETUP

ブルートゥーススイッチ
ブルートゥース一覧

Figure 4

96%SETUP

On
Off

Figure 3



数秒後にスキャニングが終了するのを待ちま

す。

6. デバイス名を選んで「OK」を押し、接続し

ます。

7.デバイスの右側に「接続」と表示されたら、

接続は完了です。

8. を 3 回押して再生画面に戻ります。

9. これでブルートゥースで音楽を再生できま

す。

Figure 7

スキャン中...        19

取り消し

H300

96%BLUETOOTH 2/2                 

新しいデバイスをスキャン
H300 ペアリング                  

Figure 8 Figure 9

Cancel

接続中..

96%BLUETOOTH 2/2                 

新しいデバイスをスキャン
H300 接続        

Figure 10



注意

1. 機器を安全にお取り扱いいただくために

• この機器を分解しないでください。故障の原因に

なる恐れがあります。

• この機器を悪天候下では使用しないでください。

事故の原因になる恐れがあります。

• この機器を埃や煙の多い場所で使用しないでくだ 

さい。故障の原因になる恐れがあります。

• この機器とその周辺機器に衝撃を与えないでくだ

さい。重大な故障の原因になる恐れがあります。

• この機器を化学溶剤や洗剤で清掃しないでくださ

い。故障の原因になる恐れがあります。

• この機器を強力な磁気を発生する物に近づけない

でください。重大な故障の原因になる恐れがありま

す。

• この機器の上に重い物を置かないでください。故

障の原因になる恐れがあります。

• この機器を極度に湿度の高い環境で使うのは避け

てください。故障する原因になる恐れがあります。 

2. 充電池を安全にお使いいただくために

• 充電池を火の中に入れたり、加熱したりしないで

ください。爆発する可能性があります。

• 充電池が高温になる現象が見られた場合には、

直ちに使用を中止し、サポートへご連絡ください。

事故の原因になる恐れがあります。 

輸入・発売元：有限会社トップウイング
製品についてのご質問・ご購入者様サポート：ENZO j-Fi LLC.
Lotoo コンタクトページ http://lotoo.jp/contact.html




