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電源
消音

ランダム
情報表示
字幕
アングル
リピート
PBC
メニュー
タイトル
A-B
プログラム

設定
スロー

早戻し
早送り
次へ
前へ
機能切換

DVD
OK（決定）
方向キー
本体設定
戻る
投影画像反転切換
再生／一時停止
音量（＋／－）
停止
音声設定
数字キー
Go to time
表示サイズ／ズーム切換

電源を入れる⇔消す
音を消す⇔音を出す

プログラムをランダムに再生
タイトル・チャプター・時間を表示
字幕の切換え
映像アングルの切換え（対応ディスクのみ）
リピート機能を設定
プレイバックコントロール専用メニュー表示
ディスクのメニューへ移動
ディスクのタイトルへ移動
A⇔Bリピート設定
再生したいプログラムを設定
（チャプター⇒タイトル⇒トラック）
DVDモード時の本体設定メニュー表示
スロー再生速度の切換え
（1/2⇒1/4⇒1/8⇒1/16）

再生データを早戻し
再生データを早送り
再生データを次のチャプターやデータに移動
再生データを前のチャプターやデータに移動
入力ソースの切換え

DVDモードに一発切換え
選択項目や操作の決定／実行
設定項目や操作タグなどの移動（上下左右）
本体設定メニューを表示
一つ前の操作に戻る

投影画像を反転表示
DVDやデータの再生／一時停止
音量を調整（大⇔小）
データの再生を停止
音声モードを切換え
設定や検索時の数字入力（※1を入力したいときは「01」）
再生データの再生スタート地点（時間）を指定

㉘

投影表示サイズやズームの切換え

（AV⇒HDMI1⇒HDMI2⇒VGA⇒DVD⇒メディアプレーヤー）

（リモコン）



本体正面

本体左側面

下図を参照に正しく接続してください。
・ACアダプター（付属品）と本体電源入力端子部を接続
・ACアダプター（付属品）とコンセント部を接続

本製品に同梱されているAVケーブルや市販されているHDMI ケーブルなどを使用して、
外部機器と本機を接続することで、再生データを投影／視聴することができます。

本体背面 本体左側面

【VGA】入力端子

【イヤホン】入力端子

【AV】入力端子

【microSD】挿入口

【HDMI1】【HDMI2】
入力端子

【USB入力ポート】

【電源入力端子】

VGA出力対応機器（パソコンなど）とVGAケーブルで接続

イヤホンやスピーカーなどと接続して音声を出力
（本体側端子︓Φ3.5mm／ステレオピンジャック）

付属のAVケーブルを使用して外部機器とRCA接続

microSDカードに保存されたデータの再生／視聴

HDMI 出力対応機器（TVチューナーやMHL対応スマホなど）
と市販のHDMI ケーブルを使用して接続

USBフラッシュメモリーや外付けUSBディスクなどに
保存されたデータの再生／視聴

付属のACアダプターと接続（上記「電源の接続」参照）



フォーカス調整リング

台形補正ツマミ

参照）アスペクト比設定16:9 での投影距離／投影画像サイズのおおよその数値

※上記数値はおおよその数値に付き、使用環境等により異なる場合があります。

●フォーカス（焦点）と投影画像の調整
＊投影された画像を確認しながらフォーカス（焦点）を調整します。
　正面レンズ部のフォーカス調整リングを回転させて投影されている
　画像の文字などがぼやけないように調整してください。
＊画像が台形（　　）に投影されている場合、本体背面部の台形補正
　ツマミを左右に回転して調整してください。

【電源を入れる】
①本書 P9（電源の接続）を参照に正しく本機とACアダプターとコンセントを接続する。
②本体の「表示ランプ」で本機に通電されていることを確認の上、本体またはリモコンの
　「電源」ボタンを押す。
③内蔵の冷却ファンが回転しはじめ、本体が起動します。

電源ボタン

表示ランプ※表示ランプの状態 ...
　「電源オフ状態︓左側赤ランプ点灯」
　「電源オン状態︓右側緑ランプ点灯」

※電源を入れた後は絶対にレンズをのぞきこまないでください。
※濡れた手でACアダプターを触らないでください。故障や感電などの原因になる場合があります。
※付属のACアダプターを使用してください。付属品以外のものを使用すると故障などの原因になる
　場合があります。

【電源を切る】
＊電源オンの状態で本体またはリモコンの「電源」ボタンを押すと電源が切れます。
　（表示ランプ右側「緑ランプ」消灯→左側「赤ランプ」点灯　※通電状態）
※自動電源オフ機能付︓
　DVDやメディアプレーヤーが停止状態で本体やリモコンの操作をせずしばらくすると
　自動で電源が切れ、通電状態となります。



【読み込み可能なディスク】
・DVD・DVD-R/RW（VRモード／ CPRM記録ディスク含む）・CD・CD-R/RW
※上記ディスクであっても記録状態や記録条件によっては再生されない場合があります。
※MP3などのデータは再生できない場合があります。
※録画機器などで録画したディスクはファイナライズ処理されていない場合再生できません。
※ディスクによっては「読み込まない」「読み込みに時間がかかる」などの場合があります。
※本機で読込み可能なDVDディスクリージョンコードは「2」番です。
※ディスクの取扱いと用語につきましては本書 P5～をご参照ください。

【読み込み可能な外部メモリー】
・microSDスロット︓microSDカード（SDXC／容量～ 128GBまで動作確認済み）
　　　　　　　　　※推奨︓16GB／クラス 10／ UHSスピード 1
・USBポート︓USB2.0（メモリー容量︓～ 1TBまで動作確認済み）

※本機で読込み可能なファイルシステム形式は「FAT32」形式および「NTFS」形式です。
　他の形式でフォーマットされたメモリーは本機では正しく認識されません。
　特に大容量のmicroSDカード（SDXC・容量 32GB以上）やUSBメモリーをご使用される場合、
　市販の状態ではフォーマットが合っていない為、認識されない場合があります。
　この場合、メディアをパソコンなどで「FAT32」形式にフォーマットしてからデータを保存して
　本機と接続してください。
※外部メモリーの機種、メーカー、年式によっては正しく認識されない場合があります。
※外部メモリーデータは本機と接続する前に必ず他のディスク等にバックアップしてください。
　本機使用によるデータの破損や消失に関して弊社では一切その責を負いませんのでご了承ください。
※外部メモリーデータの再生・動作保証・サポートは行っておりません。予めご了承ください。



1）電源を入れる
本体に正しく通電されている状態で、本体またはリモコンの「電源」ボタンを押します。

3）ディスクを入れる
本体の「ディスクカバーOPEN」ボタンを押してディスクカバーを開きます。
ディスクのラベル面を上にしてディスクを正しくセットしてからカバーを閉じます。

※カバーの開閉やディスクのセットは丁寧にお取り扱いください。
※カバーを閉じるとディスクが回転しはじめ自動で再生が始まります。

2）DVDモードに切り換える
本体またはリモコンの「機能切換」ボタンを押して入力信号選択画面を表示します。
「方向キー」で【DVD】の項目にカーソルを合わせ、「OK」ボタンを押すとDVDモード
に切り換ります。

※リモコンの「DVD」ボタンを押して、すぐにDVDモードに切り換えることも可能です。

5）音量の調節
本体またはリモコンの「音量(+)(-)」ボタンで音量を調節します。

※リモコンの「消音」ボタンで消音⇔消音解除の操作も可能です。

4）ソフトの操作（再生/一時停止/停止など）
ソフトの再生が始まり、タイトル画面などが表示されたら本体またはリモコンの
「OK」「方向キー(▲▼◀▶)」「再生/一時停止(▶ll)」「停止(■)」「早送り(▶▶)」
「早戻し(◀◀)」「次へ(▶▶l)」「前へ(l◀◀)」などのボタンで各操作を行います。

※ソフトの記録状態などに可能な操作が異なります。
（例）
　...チャプター編集されていないソフトは「次へ」「前へ」などの操作はできない
　　マルチアングルを収録していないソフトは「アングル」切換操作はできない　...など
※DVDおよびCDのソフト再生時の主なリモコン操作についてはP13～をご参照ください



（主なリモコン操作／機能）

ボタン名称
（リモコン）

ランダム

情報表示

アングル

字幕

リピート

PBC

タイトル

メニュー

A-B

プログラム

スロー

◀◀

▶▶

l◀◀

▶▶l

▶ll

■

設定

機能／操作内容

プログラムをランダムに再生

ソフトの情報を表示
※「タイトル経過時間」⇒「タイトル残り時間」⇒「チャプター経過時間」⇒「表示オフ」⏎

ディスクに収録されている映像アングルの切換え
※マルチアングルの収録ディスクのみ操作可能

ディスクに収録されている字幕の切換え

リピート機能を設定（「チャプター」⇒「タイトル」⇒「オール」⏎）

プレイバックコントロール専用メニューを表示

ディスクのタイトル画面へ移動

ディスクのメニュー画面へ移動

A-B リピートの設定
※「①︓A地点設定」⇒「②︓B地点設定」⇒「③︓Aから B間のリピートを設定」

お好みのチャプター・タイトル・トラックを設定して順番に再生
※数字キーを使用／＜1＞と入力する場合は「0」「1」と押す

スロー再生の速度を切換え　※「1/2」⇒「1/4」⇒「1/8」⇒「1/16」⏎

早戻し再生の速度を切換え　※「×2」⇒「×4」⇒「×8」⇒「×16」⇒「×32」⏎

早送り再生の速度を切換え　※「×2」⇒「×4」⇒「×8」⇒「×16」⇒「×32」⏎

前のチャプターへ移動　※チャプター編集されているディスクのみ操作可能

次のチャプターへ移動　※チャプター編集されているディスクのみ操作可能

ソフトの再生／一時停止

再生中のソフトの「仮停止」⇒「完全停止」

DVDモード時の設定メニューを表示
※DVDモード設定メニューの詳細は P15（機能設定）をご参照ください

※ディスクにより対応していない場合があります。





（DVDモード時の機能設定）

リモコンの「設定　　  」ボタンを押すとディスクデータ出力時の設定（機能設定）
画面が表示されます。ディスク再生時の詳細項目の設定／変更が可能です。

（※注）

（※注） 本体およびリモコンの「本体設定」ボタンではありません。
また本体には該当するボタンはありません。ディスクデータの出力設定はリモコンでのみ
操作が可能です。

（※注） 本体およびリモコンの「本体設定」ボタンではありません。
また本体には該当するボタンはありません。ディスクデータの出力設定はリモコンでのみ
操作が可能です。



（DVDモード時の機能設定）

■TV 画面（出力時の表示サイズ設定）
　　① 4:3P/S（パンスキャン）　　② 4:3L/B（レターボックス）
　　③ 16:9 ※
■アングルマーク
　　① オン ※
　　② オフ
■画面案内言語（設定画面の表示言語の設定）
　　① 英語　② 日本語 ※　③ 中国語　④ フランス語
　　⑤ ドイツ語　⑥ イタリア語　⑦ スペイン語　⑧ ポルトガル語
■スクリーンセーバー
　　① オン ※　　② オフ
■ラストメモリー（レジューム機能設定）
　　① オン ※　　② オフ

TV 画面
アングルマーク
画面案内言語
スクリーンセーバー
ラストメモリー

ダウンミックス
デュアルモノ
ダイナミック

シャープネス
明るさ
コントラスト
色相
彩度

テレビタイプ
音声
字幕設定
ディスクメニュー
ペアリンタル
パスワード変更
デフォルト



（DVDモード時の機能設定）

■ダウンミックス（スピーカー設定）
　　① LT/RT　　② ステレオ ※
■デュアルモノラル（ステレオ／モノラル切換設定）
　　① ステレオ ※　　② 左モノラル
　　③ 右モノラル　　 ④ ミックスモノラル
■ダイナミックレンジ
　　FULL ～ OFF までの 9 段階設定 ※初期値は FULL

■シャープネス（鮮明度）
　　① 高　　② 中　　③低 ※
■明るさ
■コントラスト
■色調
■彩度

■テレビタイプ
　　① NTSC　　② 自動 ※　　③PAL
■音声
　　① 英語　② 日本語 ※　③ 中国語　④ フランス語　⑤ ドイツ語
　　⑥ イタリア語　⑦ スペイン語　⑧ ポルトガル語　⑨その他
■字幕設定
　　① 英語　② 日本語 ※　③ 中国語　④ フランス語　⑤ ドイツ語
　　⑥ イタリア語　⑦ スペイン語　⑧ ポルトガル語　⑨ オフ
　　⑩その他
■ディスクメニュー
　　① 英語　② 日本語 ※　③ 中国語　④ フランス語　⑤ ドイツ語
　　⑥ イタリア語　⑦ スペイン語　⑧ ポルトガル語　⑨ その他
■ペアレンタル（視聴制限設定）
　　① レベル 1　② G　③ PG　④ PG13　⑤ PGR　⑥ R　⑦ NC17
　　⑧ レベル 8（アダルト）
■パスワード変更
　　パスワード変更時に使用します（初期パスワードは 0000）
■デフォルト
　　「OK」を 2 回押すと工場出荷初期時の設定にリセットされます

-16 ～ +16 までの 33 段階設定 ※初期値は -03
-16 ～ +16 までの 33 段階設定 ※初期値は -09
-9 ～ +9 までの 17 段階設定 ※初期値は 00
-9 ～ +9 までの 17 段階設定 ※初期値は -09

※＜初期設定＞項目内の各設定を変更する場合、下記状態でのみ操作が可能です。
　＊ディスクトレーカバーを開いた状態
　＊完全にディスクが停止した状態（再生状態から停止ボタンを2回押した状態）



本体背面 本体左側面

1）外部機器と本機を接続する
本体の側面および背面にある各入力端子に外部機器を正しく接続します。

2）各モードに切り換える
リモコンまたは本体の「機能切換」ボタンを押してモードの選択
画面を表示します。「方向キー」で視聴したい項目にカーソルを
合わせ「OK」を押すと、本機と接続した各入力モードに切り換わ
ります。

※接続する機器に応じて別途市販の接続ケーブルなどが必要になる場合があります。

本体左側面

microSD
カード

USB
メモリーなど

本機と接続可能な外部メモリー
＊microSD
＊USB2.0 で接続可能な外付けメモリー

※挿入方向にご注意︕
※メモリーのファイルシステム形式にご注意︕

＊外部メモリーと接続する際は下記ご注意ください

※各メモリー挿入時はメモリーの挿入方向にご注意ください（特にmicroSD挿入時）
※本機で認識可能なファイルシステム形式は「FAT32」形式または「NTFS」形式です。
　他のファイルシステム形式でフォーマットされたメモリーは認識されませんのでご注意
　ください。 （外部メモリーのフォーマット方法はメモリーの販売元や製造メーカーにご確認ください）

注）「DVD」「メディアプレーヤー」以外のモードは外部機器から
　　入力された信号のモニターとしてのみ作動します。
　　外部機器の操作を本機付属のリモコンで行うことはできません。

【VGA】入力端子
【イヤホン】入力端子

【AV】入力端子
【microSD】挿入口
【HDMI1】【HDMI2】
入力端子
【USB入力ポート】

VGA出力対応機器（パソコンなど）とVGAケーブルで接続
イヤホンやスピーカーなどと接続して音声を出力
（本体側端子︓Φ3.5mm／ステレオピンジャック）
付属のAVケーブルを使用して外部機器とRCA接続
microSDカードに保存されたデータの再生／視聴
HDMI 出力対応機器（TVチューナーやMHL対応スマホなど）
と市販のHDMI ケーブルを使用して接続
USBフラッシュメモリーや外付けUSBディスクなどに
保存されたデータの再生／視聴



【メディアプレーヤー】ソフトを使う
本機には静止画や動画を再生するソフトを搭載しています。USB2.0メモリーやmicroSD
カードに保存されたデータの再生・視聴が行えます。

（外部メモリー再生）

接続状態
アイコン
接続状態
アイコン

＊本機搭載のメディアプレーヤーソフトには
　　　＜外部メモリー内のデータを削除する＞＜外部メモリーにデータを保存する＞
　　　　　　　　　　　　　　　　などの機能はありません。データの再生専用ソフトです。



（外部メモリー再生）

データ再生中に「OK」（またはリモコン「情報表示」）を押すと、画面に＜操作バー＞が
表示されます。＜操作バー＞からの操作一覧は以下の通りです。

※操作バーを画面から消す場合は「戻る」ボタンを押します。



リモコンまたは本体の「本体設定」ボタンを押すと本体設定メニューが表示されます。
映像や音声などの各種詳細項目の設定／変更が可能です。

＊「機能切換」を押して
　左記メニューを表示します。

※音質のみを変更したい場合、
　「音声切換」ボタンでも変更
　できます。

※「コントラスト」「明るさ」「色彩」「シャープネス」「色調」は映像モード選択を
　「ユーザー」に設定した時に調整が可能です。
※画面表示サイズ（ズーム）設定︓
　■AV モード時（自動／ 4:3 ／ 16:9 ／ズーム 1 ／ズーム 2 ／パノラマ）
　■HDMI モード時（自動／ 4:3 ／ 16:9 ／ズーム 1 ／ズーム 2 ／ Just Scan ／パノラマ／ Point to point）
　■VGA モード時（Just Scan ／ Point to point ／ 4:3 ／ 16:9）
　■メディアプレーヤーモード時（自動／ 4:3 ／ 16:9）
＜ズーム＞ボタン操作機能　※リモコン操作のみ可
　＊＊DVD モード時「ズーム」ボタン切換（2× ／ 3× ／ 4× ／ 1/2 ／ 1/3 ／ 1/4）
　＊＊メディアプレーヤーモード静止画（1× ／ 2× ／ 4× ／ 8× ／ 1/4 ／ 1/2）

※「高音」「低音」は音声モード選択を「ユーザー」に設定した時に調整が可能です
＜音声切換＞ボタン操作機能　※リモコン操作のみ可
　＊＊標準 ⇨ 音楽 ⇨ 映画 ⇨ スポーツ ⇨ ユーザー ⏎





・外部機器からの映像
  が乱れる／映らない

●ブルーレイプレーヤーなど電源が必要な外部機器の場合、電源が
　正しく接続されているか、また通電しているかをご確認ください。
●外部機器と本機に正しく接続 / 挿入されているかご確認ください。
　（本機入力端子や外部機器の出力端子など）










