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この度は､本製品をお買い上げ頂き誠に
ありがとうございます｡

ご使用頂くの前にこの取扱説明書をよく
お読みになり正しくお使い下さい｡
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こ使用頂くの前に､この取扱説明書をよくお読みになり､正しくお使い下さい｡

お読みになった後は､お使いになる方がいつでも見られるところに保管して下さい｡
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こ使用頂くの前に､この取扱説明書をよくお読みになり､正しくお使い下さい｡
お読みになった後は､お使いになる方がいつでも見られるところに保管して下さい｡

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害
の程度を次のマークで区分し説明しています

■表示の説明

表 示 表 示 の 意 味

△警告 ′■取扱いを誤った場合､使用者が死亡または重傷 (★1)を負うことが想定されること〝を示しますo

△注意 ′̀取扱いを誤った場合､使用者が傷害 (+2)を負うことが想定されるか､または物的損

*1:重傷とは､失明やけが､やけど (高温 .低温)､感電､骨折､中毒などで､後退症が残るものおよび

治療に入院 ･長期の通院を要するものをさします｡

*2:傷害とは､治療に入院や長期の通院を要さないけが ･やけど･感電などをさしますo

*3:物的損害とは､家屋 ･家財および家畜 ･ペット等にかかわる拡大損害をさしますO

図 記 号 図 記 号 の 意 味

◎ ･◎〟は､禁止 (してはいけないこと)を示しますO具体的な禁止内容は､図記号の中や近くに絵や文章で示しますo●〟● 〟は､指示する行為の強制 (必ずすること)を示しますo具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しますo

△ I,△ ,J臥 注意を示しますO具体的な注意内容は､図記号の中や近くに絵や文章で示しますC

[垂 至垂 己 △ 警告

@確源プラグを抜く煙が出たリ､変なにおいがしたリするときは､すぐに電源をはずすことo(コンセントやシ

ガ-ソケット､モバイルバッテリー)そのまま使用すると､火災 .感電の原因となりますo
煙が出なくなるのを確認し､お買い上げの販売店にご連絡ください○

内部に水や異物が入ったら､すぐに電源をはずすことo(コンセントやシガーソケット､モバ
イルバッテリー)そのまま使用すると､火災 .感電の原因となりますo
煙が出なくなるのを確認し＼お買い上げの販売店に点検をご依頼ください○

落としたリ､キャビネットを破損したリしたときは､すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると､火災 .感電の原因となりますoお買い上げの販売店に点検をご依頼

くださいロ

電源コー ドが傷んだリ＼電源が発熱したリしたときは､すぐに電源を切リ､電源が冷えた
事を確認してはずすことO

そのまま使用すると､火災 .感電の原因となリます○電源コー ドが傷んだら､お買い上げ

-ト

l 設置されるとき 肖 △警告

㊨水めれ禁止 屋外や風呂､シャワ-室など＼水のかかる恐れのある場所には置かないこと

火災 .感電の原因となリますo

骨付属USB-A⊂電源は交流100V～240Vのコンセントに接続すること

上記以外を使用すると､火災 .感電の原因となリますo

申 ぐらつく台の上や傾いた所など､不安定な場所や振動のある場所に置かないこと

本機が落ちて､けがの原因となります○

led 上に物を置かないこと

金属類や､花ぴん .コップ.化粧品などの液体が入った場合､火災 .感電の原因となりますo

~t蒜 蒜 詣 ｢ △ 警告

⑳ 修理 .分解 .改造をしないこと火災 .感電の原因となリますo

分解禁止 点検 .調整 .修理はお買い上げの販売店にご依頼くださいo

◎ ディスクトレイなどから異物を入れないこと金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合､火災 .感電の原因となりますo

異物挿入禁止 特にお子様のいるご家庭ではご注意くださいC

早 雷が鳴リ出したら､本機に触れないこと
感電の原図となリますo

◎ 電源コードは

･傷つけたリ､延長するなど加工したリ､加熱したリしないこと

･引っ張ったリ､重いものを載せたリ､はさんだリしないこと

禁止 ･無理に曲げたリ､ねじったリ､束ねたりしないこと

空 聖 つ司 △ 警告

骨電源プラグの刃の取リ付け面にゴミやホコリが付着している場合は､電源プラグを抜きゴミやほこ

リをとること
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9 温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所 .締め切った自動車内 .ストーブのそばなどに置くと､火災 .惑電の

原因となることがあリますCまた破損､その他部品の劣化や破損の原因となることがあリます.

9 湿気 .油煙 .ほこリの多い場所に置かないこと

加湿器 .調理台のそばや､ほこリの多い場所などに置くと､火災 .感電の原因となること
がありますo

管 風通しの悪い場所に置かないこと

内部温度が上昇し､火災の原因となることがあリますo

･壁に押しつけないでくださいo

･押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください○
･テーブルクロス .カーテンなどを掛けたリしないでくださいo

･じゅうたんやふとんの上に置かないでください○

･あお向け.横倒し.逆さまにしないでください○

骨移動させる場合は､電源プラグ.外部との接続線を外すこと

電源プラグを抜かずに運ぶと､電源コードが傷つき火災 .感電の原因となることや､接続

巨便桓車竺｣ △ 注意

引望止 電源プラグを抜くときは､電源コードを引っ張って抜かないこと

電源コー ドを引っ張って抜くと､電源コー ドや電源プラグが傷つき､火災 .感電の原因と

なリますo必ず電源プラグを持って抜いてくださいo

◎めれ手禁止 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となリますo

竜馬源プラグを抜く 旅行などで長期間ご使用にならないときは､安全のため電源プラグをコンセントから抜くこと

万一故障したとき､火災の原因となることがあリますo

管 ディスクトレイに､手を入れないこと

指をはさみ､けがの原因となることがあリますo

特にお子様のいるご家庭ではご注意くださし､o

管 ひび割れ､変形､または接着剤などで補修したディスクは使用しないこと
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[垂 -毒 △注意

骨電源を入れる前には音量を最小にすること

電源を入れる前には､接続しているアンプなどの音量を最小にしておいてくださいo突然

大きな昔が出て聴覚障害などの原因となることがあリます○

◎ リモコンに使用している乾電池は

･指定以外の乾電池を使用しないこと

･極性 〔(+)と (-)〕を間違えて挿入しないこと

･充電.加熱.分解 .ショートしたリ､火の中に入れないこと

･乾電池に表示されている 【使用推奨期限】を過ぎたリ､使い切った乾電池をリモコンに入れたま
まにしたリしておかないこと

禁止 ･種類の違う乾電池､新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

これらを守らないと､液もれ .破裂などによリ､やけど .けがの原因となることがあリ

ますoもし､液が皮膚や衣類についたときは､すぐにきれいな水で洗い流してくださいo

液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い医師の治療を受けてくださいo器具に付着

した場合は､液に直接触れないで拭き取ってください○

◎ 本製品に使用しているリチウムポリマーバッテリーを

･水濡れ.水没させたリ､結露が起こる環境に置かないこと

･充電.加熱.分解 .ショートしたリ､火の中に入れないこと

･ぶつける.踏みつける.投げる等､乱暴に扱ったリしないこと

これらを守らないと､液もれ .破裂などによリ､やけど.けがの原因となることがあリ

ますoもし､液が皮膚や衣類についたときは､すぐにきれいな水で洗い流してくださいo

禁止 液が日に入ったときはすぐにきれいな水で洗い医師の治療を受けてくださいo器具に付着

した場合は､液に直接触れないで拭き取ってくださいo

本製品はリチウムポリマーバッテリーを内蔵していますo破棄する場合は破棄する場所の地方

卜嘩管 △注意

骨 リモコンを長期間使用しない時は電池を抜いて保管すること
リモコンに電池を入れたまま長時間使用しないと電池の液漏れが発生する場合があリますo

0 本体を長時間使用しない時は､充電にして保管すること

また､6カ月に一度程度､充電する事こと

本体のバッテリーを放電したまま保管すると､リチウムポリマー充電池が急速に劣化して

-4-
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■再生できるディスク
このプレーヤーでは､以下の仕様のディスクを使用できます｡

ディスク名称 記録内容 ディスクのサイズ

DVDビデオディスク 映像+音声 12cm

また､以下のディスクも再生することができます｡

･DVDビデオフォーマットの DVD-Rディスク

･cD-DVフォーマット (音楽用CD)のCDIR/CD-RWディスク

･MP3またはJPEG形式のファイルが記録されたCD-R/CD-RWディスク

※上記のディスクであっても､ディスクの相性､データの作り方等によって

再生できない場合があります｡

※DVD-R､RWディスクの場合はvRモー ドで録画を行い､最後にフアイナラ

イズ処理を行わないと再生できません｡詳しくはディスクに録画を行った

DVDレコーダーやpc等の取扱説明書をお読みください｡

※本製品はvRモー ドで記録されたディスクを再生することができます｡

■再生できないディスク
以下のディスクは､このプレーヤーでは再生できません｡

●DVD-R/RW､CD-R/RWに入っているpCアプリケーションソフト等

●パソコン専用のCD-RO…

●パソコン用OS(基本ソフト)でフォーマットされた MP3-CDディスク

●Blu-ray､HDDVD､DVDオーディオ､ DVD-RAM などのディスク

●AVCHD方式やAVCREC方式､HDRec方式で記録されたディスク

●CD-R､RW､DVD-R､RWでフアイナライズされていないディスク

-5-

■ディスクに関する用語について

一般に､DVDビデオディスクは､｢タイトル｣という大きい区切りと｢チャプター｣

という小さい区切りに分かれています｡音楽用⊂Dは､｢トラック｣で区切られています｡

･タイトル :DVDビデオディスクの内容を､いくつかの部分に大きく区切ったものです｡

･チャプター :タイトルの内容を､場面や曲ごとにさらに小さく区切ったものです｡
･トラック :音楽用CDの内容を曲ごとに区切ったものです｡

それぞれのタイトルやチャプター､トラックには順番に番号がふられています｡これら
の番号を ｢タイトル番号｣｢チャプター番号｣｢トラック番号｣といいます｡
ディスクによっては､各々の番号が記録されていないものもあります0

『ディスクの扱いかた

二 三 -<}

･ディスク面は触らない ･ディスク面に物を貼らない ･汚れがひどい場合は
水で濡らした柔らか
い布で優しく拭いく

･DVDディスク､〔Dディスク(以下ディスク)は､信号面に傷がついたり汚れたたもの､
変形したりひび割れたものは再生出来ません｡

･変形したディスクやひび割れたディスクを使用するとプレーヤーの故障の原因となり
ますので使用しないでください｡

･DVD-Rは強い光をあてると信号記録層が劣化して再生出来なくなる場合があります｡

･本製品は市販ディスクと地デジ録画用⊂PRM対応DVD-Rの再生に対応していますが
特殊な記録方式をしたディスクは再生出来ない場合があります｡

-6-
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本製品をご使用頂く前に以下の同梱品の有無をご確認下さい

●プレ-ヤー本体 (ご使用時は液晶部保護フイルムをはがして下さい)

●リモコン(単四形電池2本付き)

●USB-ACアダプター※1

●USB-DC(車載)アダプター (シガーソケット12V/24V車専用)※2

●3m電源用USBケーブル※3(※1､※2､外部USBバッテリーで使用するケーブル)

●車載ハック

●AV接続ケーブル

●ステレオイヤホン

●本書(取扱説明書兼保証書)

※1本製品付属 ｢USB-ACアダプター｣は家庭用コンセントに挿すUSB出力1ポートのUSB-ACアダプターです｡
プレーヤー本体を使用/充電する為には製品に付属します ｢3m電源用USBケーブル｣が必要です｡

IX2本製品付属 ｢USB-DC(車載)アタフター｣はお車のシガーソケットに挿すUSB出力1ポートのUSB-DCアダプ
ターです｡プレーヤー本体を使用/充電する為には製品に付属します ｢3m電源用USBケーブル｣が必要です｡

※3 ｢3m電源用USBケーブル｣はUSB-タイプAコネクターMic｢O-USBコネクタを搭載した3mのケーブルです｡
上記※1※2に使用します｡市販の同様ケーブルも使用出来ますが動作保証外となります｡

同梱物一覧をご確認頂きまして不足等がございました場合は､弊社フリーコールまで
ご連絡ください｡

製造時に十分に注意を払っておりますが､液晶パネルの画面の一部が点灯しなかったリ､

点灯したままの部分が生じることがあります｡また､見る角度により色ムラや明るさ等の

ばらつきが生じることがありますが製品の動作には影響ありませんのであらかじめご了承

下さい｡

リモコン付属の電池はテスト用です｡お早めに新品とお取替えください｡

-7-

■本体正面の名称

●開くボタン
CD/DVDを入れます

-■■▲

l Il⊂二二二】⊂=Il lIご:芸と≡±〕II I■■■':Atr∴C:

･中
HLlく

●スピーカー

ステレオ式
スピーカー

●回転シャフト
時計回りに180度､
反時計回りに90度
回転します

Il1一一

∵EB

●ディスクカバー
ディスクカバーを閉じる時はカバー左下を
押してください

-8-
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■本体正面右側スイッチ

① 再生/一時停止ボタン
DVDやCDの再生/一時停止を
します

① 停止ボタン
DVDやCDの停止､各メニュー

の戻り動作をします

③ 機能切換ボタン

DVD(CD)/AV の切換えを
します

④ 音声切換ボタン
DVDのマルチ音声を切換えします

⑤ DVD/USB/SD切換えボタン
DVD機能使用時にUSB入力や
SD入力に切換えします

⑥ ミュートボタン(消音)
音声を消音します

⑦ 音量マイナスボタン
音量を小さくします

⑧ 音量プラスボタン
音量を大きくします

⑨ セットアップボタン(設定)
各種設定をします

⑩ メニューボタン
DVDのメニューを表示します

-9-

⑪ 上ボタン
DVD時-前のチャプターにもどる

⑫ 下ボタン
DVD時-次のチャプターにもどる

⑬ 左ボタン
DVD時-戻し

⑭ 右ボタン
DVD時-先送り

⑯ OKボタン
設定や各種選択時の決定に使います

■本体前面右側ランプ

① ② ③

門-t.--

① 充電LEDランプ 充電中-･赤色点灯 充電完了-消灯

① リモコン受光部 リモコンとの通信をします

③ 電源LEDランプ 電源が入ると緑色に点灯します

■本体右側面

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Oi.VOn･AVl･:DFT:C,:ki-;Et5;
臣ヨ ｢竺 ◎〇〇･膠､･=ノ■:･乍

① USBスロット

② SDスロット

③ イセフォンジャック

① AV出力ジャック

⑤ AV入力ジャック

⑥ 電源スイッチ

⑦ 電源ポート
Micro-USBジャック
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■リモコン拡大図

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑲

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑩

⑳

⑪

㊥

㊥
㊥

㊥

㊥

㊥

㊥

㊥

㊥

■リモコンボタン名称
①電源ボタン
本体の電源をON/OFFLます※1

②入力切替ボタン
DVD/AV入力 ･出力を切替ます

③リピートボタン
ディスク再生中､チャプターや
タイトルことにリピートします

④A-Bリピートボタン
ディスク再生中に押した場面から
次に押した場面までリピートして

再生出来ます(解除はA-Bボタン)

⑤プログラムボタン
プログラム再生の時に使用します

⑤ランダムボタン
ランダム/シャッフル再生します

⑦クリアボタン
本製品は未使用

⑧L/Rボタン
本製品は未使用

⑨音声切替ボタン※2
ディスク再生中､菖声を切替ます

⑯アンクルボタン※2
ディスク再生中､マルチアングル
の場合､カメラ角度が変わります

⑪リスト表示ボタン
タイトルやチャプター時間を表示
します

⑭メニューボタン
DVDのメニューを表示します

⑬矢印ボタン
メニューの選択に使用します

⑭決定ボタン
選択した項目を実行します

⑭DVD/USB/CARDボタン
DVD/CARD/USBの再生を
切替ます

⑯再生/一時停止ボタン
DVDやCDの再生/一時停止に使用
します

⑰停止ボタン
DVDやCDの停止､各メニューの
戻り動作をします

⑱消毒ボタン
音声をミュー上します

⑩時間ボタン
チャプターを指定して再生します

⑳数字ボタン
数字を入力する時に使用します

⑪ズームボタン
ズームの倍率を変えます

⑭字幕ボタン
ディスク再生中字幕を切換えます

㊥スローボタン※3
スロー再生します

㊥コマ送りボタン※3
ディスク再生中､コマ送りします

㊥音量ボタン
音量を調整します

㊥戻りボタン
再生中に押すと早戻します

㊥早送りボタン
再生中に押すと早送りします

⑲前ボタン
前のチャプターに移動

㊥次ボタン
次のチャプターに移動

※1 ただし本体電源スイッチが
OFFでは使用出来ません

※2 再生ディスクに複数の音声や
アンクルが記録されていない
場合は機能しません

※3 復帰は再生ボタンを押します

-12-



■リモコンの準備

リモコンに下記の向きに単四形乾電池を入れてください｡
マンガン型 ･アルカリ型が使用出来ます｡

ふたを下に押し下げる

r L. ..:, .A. n; I: -.::! ･... i.. 3.:lHl, '1 +.LIJ

ふたを上に押し上げる

電池の誤った使い方は､
液漏れ
､
腐食
､
破裂が生じる可能性があります
｡
必ず次の項日に注意してください
｡
●電池を交換する際はプラスとマイナスの向きを正しく確認して図の様に取
付けてください
｡
正しく取り付けない場合リモコンが動作いたしません
｡
また液漏れ等の故障の原因となります
｡

●使用済みの電殖や有効期限の過ぎた電池を使用しないでください
｡
液漏れ

や腐食等の故障の原因となります
｡

●長時使用しない場合は電池を取り外して保管してください
｡
また
､
ボタン
電池は小さいお子様が誤って飲み込む恐れがあります.
幼児の手の届かな
いところに保管してください
｡
万が一飲み込んだ場合は直ちに医師の指示
を受けて下さい
｡

-13-

『リモコンの利用

3m～4m以内

〔 】l〕
.'+ :･'IOil

●リモコンは本体の受光部に向けて
操作してください｡

●リモコンの操作可能距離は約4mです
本体､リモコンともに左右上下30度
以内でこ利用いただけます｡

●本体の受光部は製品右側のLEDが
光っているところです｡

●本体の受光部が直射日光や強い光にさらされていると装置が誤動作する
場合があります｡

●一部のセキュリティー機器の動作で装置が誤動作する場合がありますO

●リモコンに水をこぼしたり､湿ったものをそばに置いたり､またヒーター
などの暖房機器の熱やエアコンなどの冷房機器の冷気が直接当たる場所に
置かないでください｡故障の原因となります｡

●リモコンは分解しないでください｡装置が誤動作する場合があります｡

●リモコンは投げたり踏みつけたり重い物を載せたりしないでください｡
誤動作や故障の原因となります｡

-14-
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は
じ
め
に ■USB-ACアダプターの接続

1.本体右側面の電源スイッチがOFFになっているか確認してください0

2.充電USBポートに製品付属USB-ACアダプターを接続してください｡

●本体右側面

rl･･.EJJr tLlr ･̀′/▲C,J
◎○ ○ ㊥

Micro-USB
コネクター

DVDプレーヤー本件のt帝ポート
の台形の向きと､充tケーブルのコ
ネクタの台形の向きをあわせて接続
してくTtさい｡

付属USBケーブル(3m)

家庭用

コンセント
ACIOOV

付属USB-AC
アダプター
(軌道ロットにより形状u変わるJJ合
があります)

USB-A
コネクター

●USB-ACアダプタ-(以下ACアダプター)は必ず本製品に付属のものをこ
使用ください｡

●ぬれた手でACアダプターを触らないでください｡感電の原因となります｡

●ACアダプターを使用中に本体や電池､ACアダプター本体が熱を持つこと
がありますがこれは通常の現象で問題なくこ使用頂けます｡ただし､手で
持てないくらいの熟や異臭やボディーの変形等が発生した場合は､直ちに
使用を中止し､ACアダプタ-をコンセントやプレ-ヤーから取り外して
サポートセンターへこ連絡ください｡

●ACアダプターに水をこぼしたり湿ったものをそばに置いたり､またヒー
ターなどの暖房機器の熱やエアコンなどの冷房機器の冷気が直接当たる場
所に置かないでください｡故障や感電や火災の原因となります｡

●分解しないでください｡故障や感電や火災の原因となります｡

●投げたり踏みつけたり重い物を載せたりしないでください｡
故障や感電､火災の原因となります｡

-15-

■USB-D⊂アダプターの接続

1.本体右側面の電源スイッチがOFFになっているか確認してください0

2.充電USBポートに製品付属DCアダプターを接続してください｡

本体右側面 ■冊;肘 l■欄

一/( ､

≡ -F i=:i-Isj菱 -=t=-I;--_---i_ 軍 賢 き

付属USB-DC(車載)アダプター(以後DCアダプター)こ使用上の注意

●DCアダプターをこ使用の際は安全に注意の上､こ利用くださいo

●シガーソケットの形状によっては､DCアダプターを取り付けられない事が

あります｡(外車など/ディーラーにこ相談ください)
●DCアダプターをこ使用になる時はエンジンをかけて使用してください｡

(エンジン停止中のお車で使用するとお車のノ(ッテリーを消費します)
●DCアダプターを接続する時は安全な場所に車を停めて差し込んでください｡

●DCアダプターをこ使用になる時はきちんと奥まで差込しこんでください｡

●DCアダプターはDC12V/24Vバッテリー車でマイナスアース車専用です｡

●濡れた手でDCアダプターに触らないでください｡

●DCアダプターを使用中に本体や電池､DCアダプター本体が熟を持つこと

があC)ますがこれは通常の現象で問題なくこ使用頂けます｡ただし､手で

持てないくらいの熱や異臭やボディーの変形等が発生した場合は､直ちに

使用を中止し､DCアダプターをシガーソケットから取り外して弊社サポー

トセンターへご連絡ください｡

●DCアダプターに水をこぼしたり湿ったものをそばに置かないでください｡

故障や感電や火災の原因となります｡

●分解しないでください｡故障や感電や火災の原因となります｡

●投げたり踏みつけたり重い物を載せたりしないでください｡

故障や感電､火災の原因となります｡
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∫外付けバッテリーの接続

1.本体右側面の電源スイッチがOFFになっているか確認してください0

2.充電USBポートに外付けバッテリーを接続してください｡

外付けUSBハッテリーこ使用上の注意

●外付けUSBノ(ッテリーをこ使用の際は安全に注意の上､こ利用ください.

●外付けUSBノ(ッテリーによっては､本製品が動作しない事があります｡

(外付けUSBバッテリーの劣化や低性能等にて)
●外付けUSBノ(ッテリーをこ使用になる時は落下等に注意してください｡

●外付けUSBノてッテリーを接続する時は安全な場所で差し込んでください｡

●外付けUSBノ(ッテリーをこ使用になる時はきちんと奥まで差込しこんで
ください｡

●本体に外付けUSBバッテリ-を繋ぐと外付けUSBノてッテリーから電力を

消費して行きます.使用時間はつけたノてッテリーにより変わります｡

5V2A以上のUSBバッテリーが使用可能です｡

●濡れた手で外付け]SBノttツテリーに触らないでください.

●外付けUSBバッテリーを使用中に本体や電池､外付けUSBノ(ッテリー本体

が熱を持つことがありますがこれは通常の現象で問題なくこ使用頂けます｡

ただし､手で持てないくらいの熟や異臭やボディーの変形等が発生した場合

は､直ちに使用を中止し､外付けUSBノtlッテリーを本体から取り外して､

外付けUSBノてッテリーをお求めのメーカーにこ連絡ください.

●列付けUSBノttッテリーを接続中に水をこぼしたり湿ったものをそばに置いた

り､またヒーターなどの暖房機器の熱やエアコンなどの冷房機器の冷気が直

接当たる場所に置かないでください｡故障や感電や火災の原因となります｡

●分解しないでください｡故障や感電や火災の原因となります｡

●投げたり踏みつけたり重い物を載せたりしないでください｡

故障や感電､火災の原因となります｡
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●AV接続ケーブルでテレビやAV機器と接続する

このプレーヤーで再生した映像や音声を外部機器に出力します(AV-OUT)

1.本体右側面のAV-OUTに付属のAV接続ケーブルを差込みます｡

2.AV接続ケーブルの映像と菖声のコネクタをTVのAV端子に差込みます｡

※AV接続ケーブルの音声のコネクタをAV機器差みしても使用できます｡

3.̂力切替をAVに切替ます｡

このプレーヤーに外部機器で出力した映像や音声を入力します(AV-lN)

AV接続ケーブル

霊DVDレコーダ-等のAV出力端子軸Ⅲl州刊 vLDEO針肘 l lしR



■準備と再生

1.ディスクカバーを開くボタンで開けて輸送保護用のカバーを取ります0

2.USB-ACアダプターやUSB-DCアダプター､または外付けUSBバッテ
リーを接続して電源スイッチをONにします｡
※充電済みの場合は内蔵バッテリーのみでも動作します｡

3.DVDまたはCDをラベル面を上にしてディスクカバー内の黒丸部分に
カチッと言うまで軽く押し込んでください｡

4.ディスとクカバーを閉めてください｡

5.画面のメニューから再生するコンテンツを選んで決定ボタンを押して
ください｡

『ディスクの操作 レーザー読み取り部の
輸送保護用カバー(紘)

1.電源スイッチのON/OFF
2.音量調整(小さく/大きく)

3.消音ボタン(ミュートON/OFF)
4.-時停止/停止/次へ/前への各ボタン実行

動作の順序 ⊂ tJ9:ここ.i:

5.早送り/巻き戻し

再生中､または一時停止中に､早送りボタンを押すと早送り再生が
始まり速度表示が出ます｡ボタンを押すたびに再生速度が下記順序
で切り替わります｡

画面の表示 〔画 2X 〔重要 4× 画 8X囲 16X 〔重要 32X

動作の順序 〔 二 二 .:.8:::.三二 二 二)

荘重

6.リピート再生(DVDの場合)

リピートボタンを押すたびに下記の様なリピートモードに変わります0

画面の表示 む チャプター む タイトル 亡⊃オール

/ナ チャプター ナ タイトル ナ オール ー＼
ー オ~ル ｢
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『ディスクの操作

7.リピート再生(CDの場合)

リピートボタンを押すたびに下記の様なリピートモードに変わります｡

画面の表示 亡ュ トラック 亡⊃ オール

トラック

示なし(遺鷺再生)
動作の順序

二 暇 ,ニ _〕

8.A-Bリピート再生

再生中にA-Bリピートボタンを押すと､任意の部分を指定して繰り返し
再生することができます｡

･手順
a.再生中にA-Bリピート開始地点(A)でA-Bリピートボタンを押す

(画面の表示 む A )
b.A-Bリピート終了地点(B)でA-Bリピートボタンを押す
C.A-B間を繰り返し再生開始

(画面の表示 亡JAB )

d.再度A-Bリピートボタンを押すとA-Bリピート解除

※A-Bリピート再生中は画面表示は消えません｡

9.音声切替

複数の音声を記録したDVDを再生時に､音声の選択ができます｡
再生中に音声切替ボタンを押します｡
ボタンを押すたびに音声番号､種類､音声言語が表示され､音声
を切り替えられます｡

※この選択機能は複数の音声データが入っているDVDビデオを
再生する場合のみ有効です｡

※ディスクによってはこの機能が使えないことがあります｡

※ディスクによってはディスクメニューで選択する場合もあります0
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■ディスクの操作

10.時間(ボタン)

再生中に時間ボタンを押してトラック時間､チャプター番号を数字キー
で入力すると指定した時間､チャプターに再生ジャンプします｡

11.字幕切替

複数の言語による字幕を記録したDVDを再生時に､字幕言語の選択が
できます｡

再生中に音声切替ボタンを押します｡
ボタンを押すたびに字幕番号､字幕言語が表示され､字幕を切り替える
ことができます｡

※この選択機能は複数の字幕データが入っているDVDビデオを
再生する場合のみ有効です｡

※字幕の種類および数はソフトにより異なります｡

※ディスクによってはこの機能が使えないことがあります｡

※ディスクによってはディスクメニューで選択する場合もあります0

12.ズーム

再生中にズームボタンを押すたびに画面の倍率が変わります｡
ズームオフ､2倍､3倍､4倍､1/2､1/3､1/4､ズームオフの
順となります

※ズーム中は画面表示は消えません｡

13.スロー

再生中にスローボタンを押すたびに再生速度の倍率が変わります｡
再生1/2､1/4､1/8､1/16､巻き戻し1/2､1/4､1/8､1/16､
通常再生､の順となります｡

※スロー再生中は画面表示は消えません｡また音声は出ません｡
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■ディスクの操作

14.アングル

複数のアングルを記録したDVDを再生時に､再生中のアングル以外で
見ることができます｡

再生中にアングルボタンを押します｡
ボタンを押すたびに異なるアングルに切り替えることができます｡

※この選択機能は複数のアングルデータが入っているDVDビデオ香
再生する場合のみ有効です｡

15.リスト表示

再生中に画面表示ボタンを押すたびに再生中のデータを表示します0



『ディスクの操作

17.プログラム再生

再生中にプログラムボタンを押すとプログラム設定画面が表示されます

DVDの場合

タイトル､チャプター番号を方向ボタンと数字ボタンで入力すると
画面下部に ｢スタート｣が表示されますので､カーソルをあわせて､
決定ボタンを押すとプログラム再生が開始されます｡
もう一度プログラムボタンを押すと､下部に ｢停止｣が表示されます
ので､ここで決定ボタンを押すとプログラム再生を終了します｡

CDの場合

トラック番号を方向ボタンと数字ボタンで入力してプログラムを
設定します｡

プログラム再生の開始と停止はDVDの場合と同様です｡
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■設定メニューの基本操作

設定を変更したい時

システム設定では､本製品の様々な設定をすることができます｡
一度設定した内容は､次に設定を変更するまで記憶されます｡
※各設定はディスク情報が優先されます｡

システム設定の基本的な使い方

1.DVDモードで停止状態の時､設定ボタンを押す
2.リモコンの矢印ボタン(左右)でメインメニューを選択
3.矢印ボタン(上下)でサブメニューにカーソルを移動し､選択後､
決定ボタンを押す

4.設定メニューが表示されたら矢印ボタン(上下)で選択し､矢印
ボタン(左)でサブメニューに戻る

5.システム設定を終了するときは､再度設定ボタンを押す､
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■一般設定 ■サウンド

画面のサイズを設定します｡

●4:3PS 本製品では未使用
●4:3LB 本製品では未使用
●16:9 横縦比率16:9画面

マルチアングル機能設定をします｡
●オン 機能有効
●オフ 機能無効

設定画面言語を設定します｡

●英語
●日本語

画面焼き付き防止機能
●オン 機能有効
●オフ 機能無効

DVDを続きから再生する機能
●オン 機能有効
●オフ 機能無効

音声多重の出力方式を設定します

●ステレオ :通常のステレオ

●モノラル左 :左音声を両方の
スピーカーで出力

●モノラル右 :右音声を両方の
スピーカーで出力

●ミックス :左右の音声を
合わせて出力

対応するディスクを再生する音量の
幅を設定します｡
大きな昔と小さな昔の幅(ダイナミ
ックレンジ)を少なくして小さい書
を聞き取りやすくします
FULL～OFFまで量を調整します｡
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■画質調整

画面の鮮明度を設定します｡

高

中

低

●

●

●

画面の明るさを調整します｡

●-16-+16

明るさを選択して矢印左右キーで
調整し決定ボタンで確定します｡

画面のコントラストを調整します｡

●-16-+16

明るさを選択して矢印左右キーで
調整し決定ボタンで確定します｡

画面の彩度を調整します｡

●-9-+9

明るさを選択して矢印左右キーで
調整し決定ボタンで確定します｡

画面の色調を調整します｡

●-9-+9

明るさを選択して矢印左右キーで
調整し決定ボタンで確定します｡
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日本国内で使用する場合はNTSC
を選択してください｡

●PAL ●オート ●NTSC

PBC対応ディスクを使用する場合は
オンを選択してください｡

●オン ●オフ

ディスクメニューより設定してくだ

さい｡(ディスクメニューが優先)

●フランス語 ●スペイン語●中国
語●日本語●韓園語●ポルトガル語
●ロシア語●タイ語●英語

ディスクメニューより設定してくだ

さい｡(ディスクメニューが優先)

●英語●フランス語 ●スペイン語●
中国語●日本語●韓国語●ポルトガ
ル語●ロシア語●タイ語●オフ

ディスクメニューより設定してくだ
さい｡(ディスクメニューが優先)

●英語●フランス語 ●スペイン語
●中回語●日本語●韓回語●ポル
トガル語●ロシア語●タイ語

視聴制限のレベルを設定します｡

1.KIDSAFE/2.G/3.PG-G
4.PG-13/5.PG-R/6.R
7.NC-17/8.無制限

選択して決定ボタンを押すとパス
ワード画面になります｡

パスワードを入力して ｢OK｣に
カーソルを合せて､決定ボタンを
押すと新しい設定になります｡

初期設定パスワードは ｢8888｣
です｡

パスワードの変更を行います｡

選択して決定ボタンを押すとパス
ワード画面になります｡

パスワードを入力して ｢OK｣に
カーソルを合せ､決定ボタンを
押すと新しい設定になります｡

初期設定パスワードは ｢8888｣
です｡

工場出荷時の設定に戻します｡

●実行

-27-

■SD/USB(MP3/WM〟JPEG)の再生
本製品ではSD/USBメモリーに記録されたMP3/WMA/｣PEGデータ
を再生することができます｡

●本製品ではSD/USBメモリーを使う時は､以下の注意事項を必ずお守り
ください｡誤った使い方でのSD/USBメモリーの破損等は保証致しかね
ます｡また､デ-夕の消失に関しては一切の保証はありません｡本製品
でこ使用前に必ずデータのバックアップをしてください｡

●SD/USBメモリーの読み出し中やデータの再生中に､SD/USBメモリー
を取り出したり､本体電源を切らないでくださいOデータ破損の原因とな
ります｡

●SD/USBメモリーは精密機械です｡本製品に差し込んだままでの移動等
はおやめください｡

●本製品で再生可能なファイル形式はMP3/WMA/JPEG形式です｡また､
MP3/VVMA/JPEG形式でもすべてのデータの再生を保証するものではあ
りません｡記録状態によっては再生できない場合があります｡
※動画は形式によっては再生可能ですが動作保証外となります｡

●SD/USBメモリーは信頼のおける優良メーカー製品をお使いください｡
製品によっては使用できない場合があります｡

■SD/USB(Mpヨ/WM〟｣PEG)の接続の仕方

～.-盛1号
■.4--･..
ナ●･ghHAl･tJ～
ト･

r 与÷÷て ::J登玉

SDカー ドの表面を上に

してSDカードスロット

に差込んでください｡

●夕帽βメモリーメディアの
再生手順

1.再生したいSD/USBメモ
リーを一つをスロットに
正しく接続する｡ ※1

2.DVDモードで､リモコン
の ｢DVD/SD/USB
ボタン｣を押して接続し
たメモリー選び再生する

※1.同時に接続できるのは
1つのみです｡

※本製品のSD/USBメモリーの最大認識容量は32GBです｡
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●SD/USBのMP3/WMAファイル再生の基本動作A

本製品ではSD/USBメモリーに記録されたMP3/WMAデータの
フォルダー再生に対応しています｡

SD/USBメモリーをセットして

｢DVD/USB/SDボタン｣を
押す｡

フォルダーおよびファイル番号

総フォルダーおよびファイル数

oooo oooo 厘〕
0001'03:～

[コ＼

E コ N州 2009

Ej ;HO:..:oH:"sG

⊂ ] THE70'S

[a HEARIAN

表示される文字は半角英数字23文字まで

フォルダーを選択した後で

矢印ボタン(右)または決定を
押すとフォルダー内を見ること
ができまます｡

oooo 00 Oo (亘〕
OCl/016

＼THEらOIs＼

EコL.IH二frJltJIEFJ止JIWtJ:Ffl
[正 lolSOMETTll

[王ら 02Cosmic

[豆〕03TH【END

[正 】04SONGSF

[正 】oT,HEARI

上位フォルダーに移動する時は

矢印ボタン左かEコ 押して決定

リモコンの矢印ボタン(上下)で
カーソンを合わせて選択します｡

選択したカーソル

00二00 00.00000iO:日 【亘】

Eコ＼ 】

｢ぎー HEARIAM '

Ld sPNGSFOR

UsB lUsB l

フォルダーを選択したときは､

フォルダー内のファイルを選択します｡

リモコンの決定ボタン､または

再生/一時再生ボタンを押すと
再生を開始します｡

7 7イル (曲)番号/聡ファイル杜

樺戸- / 訴 戸 榊 ピッJLレート再亨中
蕊 .6/ 03.'49 ー28L ps 由』--

lEコ ＼TH∈80.S＼ I
Eコ
[亘】OlSOMETHl

∫ __二･二i二組 L乱れさやI'mY_n

l UsB l

再生中のファイル(カーソル)

※フォルダー内の再生が終わると停止します｡
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■SD/USBのMP3/WMAファイル再生の基本動作B
本製品ではSD/USBメモリーに記録されたMP3/WMAデータの
さまざまな再生に対応しています｡

SD/USBメモリー内のMP3/
WMAデータをDVDの様に
再生出来ます

●一時停止

●停止

●早送り
●巻き戻し

●次へ
●前へ
操作方法はDVDと同じです

本製品でのSD/USBメモリー内の
データ再生は下記がサポート対象
となります｡

デジタル音声--･MP3/WMA
デジタル静止画-｣PG

動画再生については本製品では下記
形式の動画の再生が可能な回路を搭
載していますが､動画はさまざまな
仕様がある為､弊社でのサポートの
対象外となります｡ご了承ください｡

デジタル動画
MPEGl,MPEG2,MPEG4,DIVX,

SD/MMC/MS/∪SBメモリー

内のMP3データをDVDの様に
リピート再生出来ます

リモコンのリピートボタンを

押すたびにリピートモードが
切り替わります｡

●リピートOFF再生
選択した曲が再生され､

フォルダーの最後まで再生
されます｡

(ワンウェイ)

●シングルリピート

選択した曲をリピート

再生します｡

(1曲を繰り返し再生します)

●フォルターリピート

フォルダー内の曲をリピート

再生します｡

(同順エンドレス再生)

リピートOFF再生

† フォルタ~再生
シングルリピート

十
フォルダーリピ ー ト
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■SD/USBの｣PEGファイル再生の基本動作A
本製品ではSD/USBメモリーに記録されたJP〔Gデータの
フォルダー再生に対応しています｡

-31-

フォルダー内の再生が終わると停止します｡

スライド再生中にプログラムボタンを押すと
画面の切り替わり方が変わります｡

スライド再生中に矢印ボタンを押すと
画面の上下や回転などの表示が変わります｡

リモコンの矢印ボタン(上下)で
カーソンを合わせて選択します

フォルダーを選択したときは､
フォルダー内のファイルを選択します｡

oo:oD OO=00 〔亘)
MH/OlJ

E]＼ NnHrcl ＼ 1

Eコ[塾 Naturc101

【空 lNatUrC102

[匿lN.ltUrC103
[堅 lNalurc104

【盈 蝋 三 二 i : コ

l UsB l

選択したファイル (カーソル)

リモコンの決定ボタン､または
再生/一時再生ボタンを押すと
スライド再生を開始します

スライドショーの動作から手動で次の
写真や前の写真にもどしたりの操作を
したい場合は､ ｢次｣｢前｣のボタン
で操作が出来ます｡

■SD/〕SBの｣PEGファイル再生の基本動作B

本製品ではSD/USBメモリーに記録された｣PEGデータの
さまざまな再生に対応しています｡

(※JPEGデータの読み込みと再生にはデータの大きさやメモリの速度によって
展開に時間がかかる場合があります｡)

SD/USBメモリー内の｣PEGデー
タをDVDの様に再生出来ます

●一時停止 ●次へ●前へ

操作方法はDVDと同じです｡

②｣pEG画像を回転して再生します

●矢印(上) 上下反転

●矢印(下) 左右反転

●矢印(右左) 回転

SD/USBメモリー内の｣PEGデー
タをDVDの様に
リピート再生出来ます

リモコンのリピートボタンを
押すたびにリピートモードが
切り替わります｡

●フォルダー再生
選択したJPEGが再生されます

(ワンウェイ)

●シングルリピート
選択したJP[Gをリピート
再生します

(1曲を繰り返し再生します)

●フォルダーリピート
フォルダー内のJPEGを
リピート再生します

(同順エンドレス再生)

フォルダー再生

†
シングルリピート

十
フォルダーリピー ト
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音声の切り替え ･再生しているディスクに複数の音声が記録されていない

ができない -複数の音声が記録されたディスクをご利用ください

字幕の切リ替え ･再生しているディスクに複数の字幕が記録されていない

ができない .消せない →複数の字幕が記録されたディスクをご利用ください

AVに ･機能切替ボタンを押していない

切り替わらない →機能切替ボタンを押してください

またAVの切り替えには数秒かかります

電源が入らない 電源/画面

画面が映らない ･本体左側奥の電源スイッチは奥側にスライ ドしていますか

音声が出ない →スイッチが手前だとOFF､奥側だとONとなります

･USB-ACアダプターを正しく本機に接続していますか

→バッテリーが充電されていない場合は

USB-A⊂アダプターを正しく接続してご利用ください

･本体 ｢画面 ON/OFF｣ボタンを押していませんか

→本体 ｢画面 ON/OFF｣ボタンを押してください

･リモコンの ｢電源 ON/OFFボタン｣を押していませんか

→リモコンの ｢電源 ON/OFFボタン｣を押してください

音 声

･リモコンの ｢消音ボタン｣､または本体の ｢消音ボタン｣

を押していませんか

→リモコンの ｢消音ボタン｣､または本体の ｢消音ボタ

ン｣を押してください

･イヤホンを挿していませんか

→イヤホンを挿すと本体のスピーカーはOFFになリます

地デジをコピー ･⊂PRM対応ディスク(録画用 )を使っていない→⊂PRM対応ディスク(録画用 )を使用してください

したDVD-R ･フアイナライズ処理をしていない

ディスクが →フアイナライズ処理をしてください

映らない ･VRモー ドでコピーしていない

→VRモー ドでコピーしてください

･Bluイayディスクをいれている

-DVD-Rディスクを使用してください

型 番 PPDU-10BK

商 名 外部USB電源対応10インチポータブルDVDプレーヤー

源 1001240VDC5V2A(付属USBIACアダプター)

ズイサ価本 260×192×64.5mm(突起部含まず)

重 量 約970g

画 面 10.1インチTFTLED液晶 16:9解像度 (1024×600PIX)

消 費 電 力 12W

推 奨 動 作 温 度 0-40℃ (ただし結露しない事)

動画:DVD,CD,EVD,VCD,CD-RW,DVD-R/CPRM※

対応フォーマット 音声/静止画:MP3,WMA,JPG,JPEG
※SD/USBメモリーにてMPEG1.MPEG2.MPEG4.DIVXの動画再生も可能ですがサJli一卜対象外となります

出 力 端 子 3.5mmステレオミニジャック､AV-OUT(3.5mm4極ジャック)

入 力 端 子 電源ジャック(Micro-USB)､AVJN(3.5mm4極ジャック)

インターフ=-ス SD/USB

SD力-ドスロット MAX32GB

スピーカー出力 2W+2W(ステレオ)

充電バ ッテリー 3000mAh3.7V(lithium-polymer)

充 電 再 生 時 間 空:_:≡警 雪空蟹(,JTE'JDI二台等堅 甲tg=より変わります)
充電:約5-8時間(付属USB-ACアダプターにて)

USB-ACアダプター(DC5V2A)､USB-DC(車載)アダプター､
付 属 品 充電用USBケーブル(3m)､AVケーブル(2m)､マニュアル､

リモコン､車載Jでック､ステレオイヤホン(lm)

※仕様は製品の改醤/品田向上のため予告柵く変更する場合がございます｡

『本製品は4電源駆動方式の高精細10インチポータブルDVDプレーヤーです｡
･USB-AC(標準添付)
･USB-DC(標準添付)
･内蔵バッテリー(本体内蔵)
･ポータブルバッテリー(別売)
にて動作致します｡

■本製品の電源ポートはMicro-USBジャックとなります｡
充電には本則品付属のUSB-ACアダプタ-を使用してください｡
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■保証規定

お客様の正常なご使用状態のもとで万が一故障した場合はお買い上げの販売店
または弊社にお問合せください｡保証期間内の場合は無償にて交換､または修
理対応を致します｡ただし､保証期間内におきましても次の場合は有償修理と
なりますのでご了承ください｡

･保証書の提示が無い場合

･保証期限が過ぎた場合

･保証書に販売店の捺印や購入日の記載が無い場合

(メーカー直販店でご購入の際は不要です)

･保証書の所定事項の末記入､または販売店の了承無く訂正された場合

･分解や改造､故意の破壊､落下や水没等による故障の場合

･天災､火災による故障や損傷の場合

･ご自身での責任に帰すと弊社が認めた故障､または損傷

･一般家庭用以外(業務用途､異常な連続使用)での故障､または損傷

･通常使用時に起きる傷や汚れや色槌せなどの損傷

･本製品に接続した機器のソフトウェア､ハードウェアの損傷

■保証書

品名 外部USB電源対応10インチポータブルDVDプレート 型番PPDU.10BK

お買い上げ目 年 月 日 保証期間 1年

販売店 108K170500864※販売店の捺印等が無い場合､購入日を確定できる書類がある場合は保証対象となリますo

■サポート問い合わせ

〒116-0013東京都荒川区西日暮里5-14-3
プロテックサポートセンター

サポートフリーコール 0120-458-700
受付時間9:00-12:00/13:00-17:00(土日祝を除く)

av-support@protek.CoJP
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使 用 日寺 の ご 注 意

時計回りに180度

ヽ反時計回りに90度

本製品の横方向の可動範囲は画面を
開いた状態にて

■時計回り (右回り)に 180度
(車載時ケースに入れる際は
180度回転させます)

『反時計回り (左回り)に90度

までとなっています｡

回し過ぎると
破損します

(保証対象外となります)

MicroIUS8コ ネクタ
_i.. ..-rLL･ V.

711-,Alp.I

DVDプレーヤー本体の電源ポー ト
の台形の向きと､充電ケーブルのコ
ネクタの台形の向きをあわせて接続
してくたさい｡

充電 USBケーブルには上下の向きが
あります｡

逆差しすると
破損します

(保証対象外となります)

USB方式のポータブル
バッテリー タ帽BUSBバッテリーは大容量の物を

つかってください｡

2A以下の
バッテリーでは
充電出来ません


