
AGPtEK B05 MP3プレーヤー日本語取扱

説明書

一、◎AGPtEK B05 MP3 プレーヤーをお買い上げ頂き
まして、ありがとうございました。

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前
に必ず取扱説明書をよくお読みください。

◎お読みになったあとはいつでも見られる所に大
切に保管してください。

◎若し商品についてどの様な問題と意見があれ
ば、ご遠慮なく、linkingportjp@163.com と連絡してく
ださい。お客様のご意見を待ちして望んでいます。

二、ご不当な修理や改造による故障及び損傷場合、無
料修理、交換、返品させて頂きかねます。予めご了承
ください。

ご注意：初めは中国語なので、メイン界面に「Set/设
置」-「Language/语言」-「日本語」の手順で設定にし
てください。



各部名称

1. 電源ボタン
長押すより、本機器の電源をオン/オフにす
る。短く押すより、スクリーンのバックラ
イトをオン/オフにする。

2. リセットボタ
ン

本機器がフリーズする場合は、リセット穴
へ挿入しリセットできる。

3.
前のメニューに戻る/長押すより、メインメ
ニューに戻ります。

4. 上の選択肢/音量上げ

5.

メニュー界面で、押すと前の界面に戻りま
す。再生中に短く押すより、前の曲にしま
す。長押すより、早く戻りにします。

6. 再生/一時停止/OK にする

7.
短く押すとサブメニューに入ります。長く
押すとキーを掛ける/解除する。

8.

メニュー界面で、押すとの次の界面に入り
ます。再生中に短く押すより、次の曲にし
ます。長押すより、早く送りにします。

9. 下の選択肢/音量下げ



10.マイクロ SD
カード端子

マイクロ SD カードが 64GB にサポートする

11.イヤホン端子 イヤホンジャック
12.マイクロ USB

端子
パソコンと接続し、ファイル転送/充電する

メイン界面

メイン界面で / / / ボタンを操作するより、音楽、 FM ラ
ジオ、フォルダビュー、設定、録音、アラームモード、画像、
電子ブックと動画があります。

を押すより、各機能に入ります。
メイン界面で ボタンを押すより、再生中界面に戻ります。

音楽

1. 音楽界面ですべての曲、アーティスト、アルバム、ジャン
ル、プレイリスト、アルバムアートと再生リストを作ります
の選択肢があります。
2.再生中/一時停止中に、 ボタンを押すより、サブメニュー



に入ります。(シャッフル/リピート/ブックマーク/イコライ
ザー/プレイリストに追加/プレイリストから削除/リピート
設定/シフト配信/スリープタイマー/削除の選択肢が有りま
す。 を押すより、各設定に入ります。)
3. 本機器対応できる歌詞フォーマット:LRC。ファイル名前は
***(曲名)．LRC。音楽を再生するとき、自動的に歌詞が流れ
ます。
4.AB 区間リピート：
a. 再生中に、 ボタンを押すより、リピート設定→リピート
モード→AB モードにします。
b. A が打つ場合、 ボタンをちょっと押し、始まりにします。
それから、B が打つと、 ボタンをちょっと押し、終わりにし
ます。
c. では、ご設定するピースが聞かれます。五回再生する後、
自動に普通モードになります。または、 ボタンを押し、普通
モードにします。）

FM ラジオ

1. メインメニューで、 を押すと、FM ラジオ機能に入ります。
ボタンを押すと、前の界面に戻ります。(アンテナとして、

先ずイヤホンを挿入してください。)
2.FMラジオを聴く中に、 ボタンを押すより、プリセットに保
存、プリセットをクリア、自動チューニング、プリセット、
FMラジオ録音を開始、周波数範囲の選択肢があります。
3．手動チューニング： / を短く押しで、電波が 0.1 ずつ
の変更で捜索します。自動チューニング： / を長押しで自
動的に放送局が捜索します。プリセットに保存されます。 ボ
タンを押すより、プリセット放送局が一つずつ放送されます。



4. / を短く押すと音量上げ/下げます。

録音

を押すより、録音機能に入ります。
音声録音を開始、録音ライブラリ、録音フォーマットと録音
設置の選択肢が有ります。 ボタンを押すと、各設定に入りま
す。録音中に を押すと、録音を一時停止/続けます。録音中
に、 ボタン/ ボタンを押すと、録音ファイルを保存します。

電子ブック

対応できる電子ブックフォーマット:txt
電子ブックを読む中に、 ボタンを押すより、play setting、
削除電子ブック、ブックマーク選択、ブックマークを削除、
ブックマックを追加、ページ選択の選択肢があります。

ビデオ

ボタンを押すよりビデオ再生を開始/一時停止します。 /
ボタンを長押すと、ビデオを早く戻り/早く送りにします。/
ボタンを短く押すと、音量下げ/上げます。

ファイル転送

USB ケーブルをパソコンと接続し、ファイル転送/充電が可能
です。

設定

 Language/言語
 バックライトタイマー
 日時
 Save mode (省電モード):OFF/1min/2min 一旦設定する

後、設定時間により、本機器を操作しない(音楽再生しな
い/ボタン操作もしない)と、自動的に電源オフになります。

 スリープタイマー
 Ear health
 プレーヤー情報
 ディスク容量
 工場出荷時設定
 Exit Setting



プレイリストの使い方
プレイリストを編集することは煩わしいと思われています。
Media Go と呼ばれる無料のプログラムがある。それは AGPTek
MP3 プレーヤーにプレイリストを作るするために最も簡単な
プログラムです。Media Go でのプレイリストを作成し、曲名
を右クリックし、AGPTek MP3 プレーヤーの同期を行う。
リンク:
http://mediago.sony.com/chs/download

音楽やオーディオブックを名前でソートする方法

音楽から再生場合：再生順序はアルファベット（ASCII でソー
トされる。
プレイリストから再生場合：再生順序はプレイリスト中の順
序と同じです。
フォルダから再生場合：再生順序はコピーするときの順序と
同じです。MP3 プレーヤー中にファイルコピーする前に、01
から 10、次に 11 から 22 でのように再名前作ることがお勧め
です。
音楽の順序はアルファベット によってソートする。数字でソ
ートするために Renamer を使用してください。
ステップ 1： AdvancedRenamer をダウンロードして、リスト
に音楽を追加する。
ステップ 2： 音楽の名前の前に数字番号を追加するための新
しい方法を作成する。トラック 1、というように 01 から 10、
次に 11 から 22 で、画像が示すように。
ステップ 3：Windows の上部にあるボタンの開始バッチをクリ
ックします。新しい Windows で[開始]をクリックする。
ステップ 4：フォルダを入力して MP3 プレーヤーとプレスプレ
イキーに音楽を入れてください。

http://mediago.sony.com/chs/download


オーディオブックにブックマークを作る方法
再生中に ボタンを押すより、「ブックマーク」下の「ブック
マークを追加」を選択します。次回再生始め箇所でブックマ
ークを追加できます。各オーディオファイルは最大 10 個のブ
ックマークは追加できます。要らないブックマークも削除で
きます。あらためて利用します。「ブックマークに移動」中で
作ったブックマークが見つけられます。
リセット:
本機器はフリーズになる場合は、電源ボタンを 10 秒ぐらいで
押すと、本機器がリセットされます。

商品仕様
サイズ 90×38.4×9 mm
スクリーン 1.8 inch TFT スクリーン

オーディオフォーマッ
ト

MP3: bit rate 8Kbps-320Kbps
WMA: bit rate 5Kbps-384Kbps
FLAC：sampling rate 8KHz-48KHz
APE：sampling rate 8KHz-48KHz
WAV：sampling rate 8KHz-48KHz



バッテリー 内蔵充電式 420MA リチウム電池
歌詞フォーマット LRC
録音フォーマット WAV
画像フォーマット JPEG/BMP
電子ブック TXT

再生時間

約 40 時間。フォーマット:MP3、音量:
中等 bit rate:192 Kbps、イヤホン
再生、 スクリーンオフ場合。）
もっと高品質の音楽を再生する場
合、再生時間は短くになります。

メモリ容量
内蔵容量 8GB。マイクロ SD カードが
64GB にサポートできる。

故障かな?と思ったら
起動でき

ない
パワーがあるかどうかチェックする

音が鳴ら
ない

1. 音量 UP ボタン+を押して音量を上げる。
2. イヤフォンプラグをしっかり差し込む。
3. 音楽ファイル対応できるか確認してください。
4. パソコンでファイルが破損していないか確認
してください。

ファイル
を転送で
きない

1. SD カードを変換し試してください。
2.本体とパソコンはちゃんと接続しないか確認し
てください。
3. 内蔵メモリ容量がなくなります。
4、別の USB ケーブルを変換し試してください。

雑音

1. イヤフォンがきれいであるか否かを確認して
ください。汚い、ノイズの原因となる可能です。
2. 破損した音楽ファイルは、ノイズが発生するこ
とが可能です。


