
RuizuX52説明書

售后邮箱：ruizuservice@hotmail.com
当店でのアフターケアご希望の場合：ruizuservice@hotmail.com



外見とボタン

TF卡：microSD カード

上一曲，快退，返回：前曲.早戻り.BACK ボタン



下一曲快进：次曲.早進み

返回，下：下，BACKボタン

播放，暂停：再生モード.一時停止

开机键： オン/オフキー

耳机孔：イヤホンジャック

菜单键，：ホームメニュー

音量: VOL+/-スイッチ

夹子：はさむ用

1．電源オン/オフ

オン：電源ボタン右にしましたらオンに表示されます。

オフ：電源ボタン左にしましたらオフし表示されます

2.ホームメニュー：ホームメニューで / 短く押すと音楽、ビデオ、

Bluetooth、FMラジオ、歩数計、録音、電子ブック、写真、ツール、設定、

ファイルプレビューを選んでできます、▶押しすると選んでできます。

3.VOL+/-スイッチ

音量を調節します。

4.早送り早戻し

音楽、ビデオ再生中で と 押したまますると再生中の曲や動画の早送り

早戻しをします。



5.前の曲/次の曲：

音楽やビデオ、ファイルプレビューなど状態で と 短く押すと前の曲/

次の曲を選択できます。

6.画面をロック/ロック解除

本機が動作しているときは、 を押長く押して画面の電源を切り、もう一度

を押して画面の電源を入れます。

7. BACK

音楽再生中/ビデオ放送中/FMラジオ再生中/電子ブックを見るとき/画像再生

などに を押して前のメニューに戻れます。そして を押してホームメニ

ューに戻れます。ほかの画面で直接 を使って前のメニューに戻ります。

8.充電ステップとファイルを転送する

1）コンピューターとUSB ケーブルを使用して充電する

2）USB ケーブルはデータ転送用で、充電器と連続して充電するの

も適用です。

＊特にご注意：使用される充電器の仕様は以下の標準を満たすべきです。そ

うでなければ意外や保証が生じる場合は当社が人為の破壊とみなします

注意：

入力: AC110-240V 50/60Hz Max:100mA

出力: DC5.0-5.5V 500mA-800mA

PCファイルを転送する：USB データケーブルをコンピューター PC と連続

し、コンピュータのハードディスクに転送する音楽などの関連ファイルをコ

ピーし、プレーヤー容量ディスクに変えて、ペーストしてデータが転送でき



ますも適用です。

音楽

ホームメニューで“ / ”をクリックして、音楽のメニューを選びます。

“▶”をクリックして、すべての曲、Resume、アーティスト、アルバム、ジ

ャンル、プライリスト、再生リストを作りますなどの機能を付けます。“

/ ”を放送曲を選びます。それから“▶”をクリックして、その曲に入ります、

放送が始まります。

1）VOL+/-スイッチに音量を調節します。

2）音楽再生中で と 長く押すと早送り/巻き戻しを操作できます。

3）音楽再生中で と 短く押すと前の曲/次の曲を選択できます。

4）音楽再生中で， をクリックして、設置デーブル（放送モデル、音設

置、プレイリスト追加、プレイリスト削減、不要項目削除 ）が出てきます。

再生モード：このオプションを選び、再生ボタンを押して入ると、次から音

楽を再生／リピート/シャッフル/リピート設定が表示されます。

サウンド設定：“イコライザー”，“シフト配信”，“音量限制”。

プレイリストに追加：再生中の音楽をこの再生リストに加えます（三つのプ

レイリストの一）。

プレイリストから削除：このリストに加えている音楽を削除します。

削除： mp3プレーヤーから曲を削除します。

ブックマーク：再生ボタンを押して、この機能に入ると、ブックマーク追

加、ブックマークへの移動、ブックマーク削除が表示されます。



動画

ホームメニューで“ / ”をクリックして、動画のメニューを選びます。▶

を押してすべての動画を見えます。 好きな動画は / を移動して選んで

出来ます、▶をクリックして放送始めます。

放送中でVOL+/-スイッチに音量を調節します。 をクリックして前のメニ

ューに戻ります。 をクリックしてホームメニューに表示されます。

フォルダビューで▶をクリックしてそして / を押して放送欲しいファ

イルを選んで▶を押して放送始めます。

放送中、 と ”をクリックして、放送対象を選びます。“ ”を長く押し

て、早進みができ、“ ”を長く押して、早戻りができます。“▶”をクリック

して、一時止まります。“ ”をクリックして、前のメニューに戻ります。

をクリックしてホームメニューに戻ります。

放送中、“ ”をクリックして、動画設置出来ます、明るさ/重複放送/動画を

削除/プレイリスト更新の機能が出てきます。 / で必要な機能を選択し

て、“▶”をクリックして入ります。“ ”をクリックして、放送画面に戻りま

す。 をクリックしてホームメニューに戻ります。

Bluetooth 機能

ホームメニューでBluetooth を選んで、“▶”をクリックして、入ります。入

る前に先にBluetooth のイヤホンあるいはスピーカーをオンにします。入っ

たら、“Bluetooth のオンオフ制御”、“検索デバイス” 、“デバイスのリスト”

が見えます。“ / ”は選択キーで、“▶”は確認キーです。入ったら

Bluetooth は自動的に検索します。



Bluetooth のオンオフ： / でオン/オフを選択して、“▶”で確認しま

す。

デバイス検索：“▶”をクリックして、自動的にBluetooth のイヤホンあるい

はスピーカーの検索に入ります。

デバイスのリスト：検索されたデバイスはすべてリストに表示されます。対

象デバイスを選んで、“▶”を使って、確認します。

Bluetooth デバイスとの接続方法：

1. Bluetooth のイヤホンあるいはスピーカーをオンにします

2.Bluetoothの画面に入って、Bluetoothをオンにします。“▶”を移動して、

デバイス検索をクリックします。それから“▶”を確認して、合うデバイスが

自動的にリストされます。

3.Bluetooth がつながったら、ホームメニューで音楽の画面に戻ります。

Bluetooth のイヤホンあるいはスピーカーが一回つながり、今度使用時、

Bluetooth のスイッチを入れるだけで、自動的にデバイスを認識します、音

楽再生を始めます。

FM ラジオ

ホームインターフェイスの状態で、 / をクリックして、FM ラジオを選

択し、▶（再生ボタン）を押して入ります。FM ラジオ機能メニューはプリ

セット/ユーザラジオ/手動チューニング/自動チューニング/FM 録音など選

びます。 / をクリックして選んで出来ます。▶を押して機能使えます。

プリセット：プリセットラジオを選んで、“▶”をクリックして、すぐすでに



受け取ったラジオ放送局が見えます。

自動チューニング：自動チューニングを選んで、“▶”をクリックして、自動

的にラジオ放送局を検索します。

手動チューニング：手動チューニングを選んで、“▶”をクリックして、手動

検索に入ります。“ / ”を使って、ラジオ放送局を検索します。

FM 録音：FM 録音で▶をクリックして、全ての録音ファイル見つけます。

ラジオチャンネルを再生して、 ボタン短押しすると、以下のオプションが

表示されます： FMラジオ録音を開始/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/周波数範囲/ FM 録音/バックグラウンドオペレーショ

ン

歩数計

ホームメニューで / をクリックして歩数計を選びまして、“▶”を押して

使い始めいます。

歩数計メニューで“▶”をクリックしてここでは歩数計算開始、歩数計を使う

間に を押して「ステップを保存するか」の質問があります、削除や保存操

作出来ます。

個人情報：ユーザー情報をクリックして を押して歩数の長さを設置出来

ます。

歴史記録：歴史記録あります。

記録削除：記録削除出来ます。

录音

在主菜单中短按 / 键选择“录音”功能，并短按“▶”键进入“录音”菜单中



有：开始语音录音、录音库、录音格式、录音设置。短按 / 键选择，再

短按“▶”键进入。

ホームメニューで / をクリックして録音を選べます。▶を押したらメ

ニューに入ります、録音メニューで以下のオプションが表示されます： 音声

録音を開始、録音ライブラリ、録音フォーマット、録音設置。 / をクリ

ックして選べます、▶をクリックして入ります

音声録音を開始：このオプションを選択してから、 ▶を短押しすると、録音

する画面に入ります。録音中で ▶をクリックして、一時停止できます、もう

一度 ▶をクリックして、続けます。 をクリックして画面で保存と削除操

作出来ます。

録音ライブラリ：録音メニューで / をクリックして録音ライブラリを

押して，“▶”を押して入ります。すべての録音ファイルはここで見つけます、

必要なファイルをクリックして“▶”を押したら放送出来ます，VOL+/-スイッ

チに音量を調節します。

録音は WAV / MP3の形式にて保存できます， / クリックすると選べ

ます，“▶”をクリックして保存出来ます。

録音設置：録音ビットレート設置です。MP3書式：32kbps，64kbps，

128kbps，192kbps。WAV書式：512kbps，768kbps，1024kbps，

1536kbps。“ / ”で対象ビットレートを選んで、“▶”をクリックして、

保存できます。

電子ブック

ホームメニューで電子ブック機能を選び、“▶”をクリックして、電子ブック



のファイルの画面に入ります。それから“▶”をクリックして、読み始まりま

す。ページアップ/ダウン：“ / ”を短く押すとページアップ/ダウンを

切り替えます。電子ブックメニューで▶をクリックして自動再生できます。

電子ブックを読んでいる時、 “ ”を押して、自動放送時間設置/削除電子ブ

ック/ブックマーク選択/ブックマーク削除/ブックマーク追加/ページ選択の

機能が出てきます。“ / ”で必要な機能を選んで、“▶”をクリックして、

保存出来ます。

在图片播放界面中，短按“ ”键进入图片播放设置界面，有亮度/背光计时器/

幻灯片放映设置/删除图片/更新播放列表，短按 / 键选择，再短按“▶”键

进入。

画像

ホームメニューで“ / ”を使って、“画像メニューを選びます。それから

“▶”をクリックして、写真のフォルダに入ります。“▶”をクリックして、対

象写真を選びます。また“ / ”を使って、写真を上り下りします。

写真鑑賞している時、 を押して明るさ/バックライトタイマー/バックライ

トタイマー/画像を削除/再生リストを作りますの機能が出てきます。“

/ ”で必要な機能を選んで、“▶”をクリックして、入ります。

アラームモード

ホームメニューで“ / ”を使って、アラームモードメニューを選びます。そ

れから“▶”をクリックして、アラームモードに入ります。それでストップ・

ウォッチ、カレンダー、アラームを表示されます。“ / ”を使って、

▶を押して選んで出来ます。



設定

ホームメニューで設定を選びまして、“▶”をクリックして設置画面に入りま

した、 / をクリックして必要な設定出来ます。

電源オフ設定：定時にオフと省電オフを含めて

定時にオフ：デバイスが運行中、設定された時間に自動的に電源を消すこと

を設けます。設定範囲は 1～99分です。

省電力オフ：アイドル状態｛放送なし/操作なし）で、デバイスが自動的に電

源を消す時間を設けます。オフ（オン）3/5/10/20 分の選択があります。

“ / ”を使って、対象時間を選びます。それから“▶”をクリックして、保

存します。

表示設定：ブライトネスとバックライトタイマーの設置をします。 /

を押して明るさを簡単に調整出来ます、バックライトタイマー：10秒、20

秒、30秒、常にオン、多種のオプションがあります。“ / ”を使って、

時間を選らびます。それから、“▶”をクリックして、保存します。

スクリーンセーバー：デジタル時計なし

Language/言語：28 言語を選べます。

日付と時間: 時間形試の設定出来ます（１２時間、２４時間）“ ”ボタン

を押すと時間設置“ / ”ボタンを押すと具体的な時間設置設定した後，

時間設置は+/-ボタンを使って設置できます“▶”を押すと保存します。

情報：プレーヤー情報及びディスク容量をご覧になれます。

デバイスをフォーマット：フォーマットされた後、プレーヤーのすべて



のデータを消去します。（謹んでご操作ください）

工場出荷時の設定：“▶”をクリックして、「はい」と「いいえ」の選択画面

が出てきます。「はい」をクリックして、工場出荷時の状態に戻ります。

「いいえ」をクリックして、設定から退出します。

型番とスペック：

スクリーン 1.5’’ TFT screen
重量 25 g
サイズ 60mm×40mm×11mm
容量 8GB
microSD カード 支持扩展内存最大 128GB

オーディオフォー

マット

MP3/WAV/APE/WMA/FLAC
etc.

USB 接口 Micro USB 2.0 (Support

USB 3.0)

プレーヤーフォー

マット

128*128 AMV (视频转换器

转换 )



✿【超軽量&多场景】 重さ 25g だけです。これは持ったり、ポケットに入れたりしても

何もないように、パソコンを使わずに教室や会議で重要な情報や、オーディオ音源・テレ

ビ・ラジオ・ YOUTUBE の音声を録音また運動や旅行や語学など向けに作られています。友

達への贈り物も最高。

✿【Bluetooth4.0 対応】Bluetooth4.0 以下(Ver4.0 に対応)の機器と接続できます(ヘッドホン、

イヤホンとスピーカーなど音声出力機器と接続できる。) 通学、通勤、休憩、スポーツ

様々な用途に役に立つ携帯式音楽プレーヤー。そして手に入れるとすぐに機能を確認頂け

るようメーカーによりミュージックプレーヤーにテスト曲と動画を用意している。

✿【多機能】音楽の再生のみならず、このミュージックプレーヤーも FM ラジオ、録

音、動画、電子ブック、目覚まし時計、タイマー、カレンダーなどの機能を揃えています。

ロック、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、電子音楽などの多くの音楽スタイルも対応

できます。MP3/WAV/WMA/APE/FLAC など音楽フォーマットにサポートしている。これか

らは流れてるロスレスオーディオフォーマットを自由にインジョイできます。

✿【大容量&ハイレゾ】8GB のメモリー容量は 2000 曲の歌を気軽に保存し、128GB 拡張

可能容量、より多くの音楽とファイルも保存できます。高品質チップは歪みなくの音質を

保証し、音楽のそのままの優れた音色及びリアルなリズム感を再現できます。

✿【品質保証】 MP3 プレーヤーは 30 日以内であれば理由に関わらず、全額返金と返品

ができます。また、一年品質保証付けます、品質上の問題が発生した場合は、保証をご請

求ください。アフターケア：ruizuservice@hotmail.com

画像フォーマット JPEG BMP GIF

録音フォーマット MP3/WAV

録音距離 5~8 米

電池 内置锂离子电池

充電時間 2 ~3 小时


