
省エネ省エネ省エネ省エネ省エネ・・・・・モードのモードのモードのモードのモードのOn/OffOn/OffOn/OffOn/OffOn/Off 機能を搭載機能を搭載機能を搭載機能を搭載機能を搭載

MENUモードにあるSetupメニューに“Power SavingPower SavingPower SavingPower SavingPower Saving”を新たに追加し、省エネ・モードのOn/Offができるよう
拡張しました。この機能を“OnOnOnOnOn”に設定しておくと、記録（REC STANDBYも含む）／再生時以外には自動的に省
エネ・モードへ入り、無駄な電力消費を抑えることができます。特に、バッテリーで本機を駆動している場合には、
バッテリー寿命を長くすることが可能です。
“Power SavingPower SavingPower SavingPower SavingPower Saving”の設定方法は、以下の手順で行ってください。下記操作は、FR-2の電源がオンになっていて、任
意のオーディオ・ファイルが立ち上がっていることを前提にしています。

OffOffOffOffOff

記録（REC STANDBY含む）／再生時以外
に、省エネ・モードが機能します（右記、
＜注意＞を参照してください）。

OnOnOnOnOn

省エネ・モードは機能しません（初期設定）。
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本機ソフトウェアがV1.04にバージョンアップされ、下記機能が新たに追加されました。この追補版は、本機ソフト
ウェアのバージョンアップにより、新たに追加された機能について記載していますので、お買い求めいただいたFR-
2をご使用になるには、取扱説明書・本文、および他の追補版と併せてお読みください。

11111））））） 停止状態で停止状態で停止状態で停止状態で停止状態で [ENTER]  [ENTER]  [ENTER]  [ENTER]  [ENTER] キーを押して、キーを押して、キーを押して、キーを押して、キーを押して、MENUMENUMENUMENUMENUモーモーモーモーモー
ドへ入ります。ドへ入ります。ドへ入ります。ドへ入ります。ドへ入ります。

22222））））） [MENU] [MENU] [MENU] [MENU] [MENU] ダイヤルでダイヤルでダイヤルでダイヤルでダイヤルで     “““““SetupSetupSetupSetupSetup”””””メニューを選択しメニューを選択しメニューを選択しメニューを選択しメニューを選択し
ててててて [ENTER]  [ENTER]  [ENTER]  [ENTER]  [ENTER] キーを押します。キーを押します。キーを押します。キーを押します。キーを押します。
Setupメニューの第1階層画面に変ります。

33333））））） [MENU] [MENU] [MENU] [MENU] [MENU] ダイヤルで新たに追加されたダイヤルで新たに追加されたダイヤルで新たに追加されたダイヤルで新たに追加されたダイヤルで新たに追加された“““““PowerPowerPowerPowerPower
SavingSavingSavingSavingSaving”””””を選択して、を選択して、を選択して、を選択して、を選択して、 [ENTER]  [ENTER]  [ENTER]  [ENTER]  [ENTER] キーを押します。キーを押します。キーを押します。キーを押します。キーを押します。
“Power SavingPower SavingPower SavingPower SavingPower Saving”は、Setupメニュー3ページ目の一
番最後に追加されています。
[ENTER] キーを押すことで、現在設定されている項目
（OnまたはOff）が点滅し、設定の変更が可能になりま
す（初期設定の状態では“OffOffOffOffOff”が点滅します）。

44444））））） [MENU] [MENU] [MENU] [MENU] [MENU] ダイヤルで設定項目を選択して、ダイヤルで設定項目を選択して、ダイヤルで設定項目を選択して、ダイヤルで設定項目を選択して、ダイヤルで設定項目を選択して、
[ENTER] [ENTER] [ENTER] [ENTER] [ENTER] キーを押します。キーを押します。キーを押します。キーを押します。キーを押します。
選択した項目に設定されます。

55555））））） [HOME/HOLD RESET] [HOME/HOLD RESET] [HOME/HOLD RESET] [HOME/HOLD RESET] [HOME/HOLD RESET] キーを押して、キーを押して、キーを押して、キーを押して、キーを押して、MENUMENUMENUMENUMENUモモモモモ
ードから抜け出します。ードから抜け出します。ードから抜け出します。ードから抜け出します。ードから抜け出します。
省エネ・モードをOnOnOnOnOnに設定したときの、停止状態に
おけるノーマル・ディスプレイには、下の図のように
“PSPSPSPSPS”（Power Savingの略）アイコンが点滅します。
アイコンの点滅は、本機が省エネ状態に入っているこ
とを示しています。

しかし、記録（REC STANDBYも含む）または再生時
では、このアイコンが点灯に変ります。これは、省エ
ネ・モードがOnになっていても、実際には省エネ状態
に入っていないことを示しています。
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＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞
● 省エネ・モードがOnになっていても、PRE RECモー
ドをONにすると、省エネ・モードは無効となります。

● 省エネ・モードがOnになっているときは、REC、REC
STANDBYまたはPLAY動作に入るまで、数秒の遅れ
が生じます。

● 省エネ・モードをOnにして記録を開始する場合、
[REC STBY] キーを押してインプット音を確認後、
[REC] キーを押してください。ダイレクトに [REC]
キーを押すと、ノイズが発生することがあります。



Power saving On/Off function

You can select on or off of the battery saving mode via the "Power Saving" menu item of the
Setup menu in the MENU mode.
By making this item set to "On", the FR-2 automatically enters the power saving mode
when it is not in the record (including record-standby) or playback mode. This mode
allows you to save energy and, therefore, is useful when operating the FR-2 on batteries.
Follow the procedure below for accessing and setting the "Power Saving" item. The follow-
ing description is assumed that the FR-2 is turned on and an audio file is loaded.

Off

The power saving mode activates when the unit is
not in the record (including record-standby) or play-
back mode. (See <Notes> on the right for details.)

On

The power saving mode does not activate (default).

Model FR-2 Owner’s Manual <V1.04 Supplement>
This supplement describes the new functionality of the FR-2 version 1.04 software.
Before using the FR-2 version 1.04, please read this supplement along with the original owner's manual
and other supplement.

1) While the unit is stopped, press the [ENTER]
key to enter the MENU mode.

2) Use the [MENU] dial to select "Setup" and press
the [ENTER] key.
The display now shows the Setup menu screen.

3) Use the [MENU] dial to select (newly added)
"Power Saving" and press the [ENTER] key.
You can find the "Power Saving" item at the
end on page 3 in the Setup menu.
Each press of the [ENTER] key alternates
flashing "On" and "Off" (by default, "Off" is
flashing).

4) Use the [MENU] dial to select the desired
option and press the [ENTER] key.
The selection is confirmed.

5) Press the [HOME/HOLD RESET] key to exit the
MENU mode.
When the power saving mode is set to "On",
"PS" (which stands for "Power Saving") flashes
on the Normal display while the unit is stopped,
as shown in the screen example below.
Flashing "PS" indicates that the power saving
function is now activated.

Note that, during recording (including record
standby) or playback, "PS" lights steadily, show-
ing that the power saving function is not acti-
vated though the power saving mode is set to
"On".
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<Notes>
• Even if the power saving mode is set to "On",

activating the PRE REC mode disables the power
saving mode.

• While the power saving mode is set to "On", it takes
a few seconds until the unit enters record-standby
mode, starts recording, or starts playback after you
carry out the appropriate operation.

• To start recording while the power saving mode is
set to "On", press the [REC STBY] key first, and after
confirming you can hear the input signal, press the
[REC] key. If you directly press the [REC] key, a noise
may be generated.


