
2/16

3/16 4/16

4K
FULL HDメディアプレーヤー

お客様各位:
    この度は製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 
FULL HDメディアプレーヤーを使用する前に、「取扱説明書」をよ
くお読みください。不適切な使用によって生じたプレーヤーのハー
ドウェア、プログラム、ファイル及びシステムに対する損害につい
て、当社は責任を負いかねます。
この取扱説明書を参考として保管してください。
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1.インターフェイス
1.1前面パネル

IR TF

USB1 USB2

HDMI AV COAX IR DC5V

IRポートを使用する場合は、IRケーブル(別途購入)をお求めください。

1.2背面パネル

2.短時間での設置が可能

3.リモコン操作について

リモコンのボタン機能

Switch button power :スタンバイ/オン

TV learning button 学習方法 説明書を見る

HDMI ケーブル

    2.1:ホストHdmiポート+ Hdmiケーブル+テレビHdmiポート
このプレーヤーのHdmi出力ポートにHdmiケーブルの一端を接続し、
テレビのHdmi入力ポートにもう一端を接続します。.

2.2: ポート別ホスト＋AVケーブル＋ポート別TV

Mouse button マウスを調整するために、マウスボタ
ンをクリックし、単一のマウスボタン
の後、アイコンが15秒後に消えます
が、連続してマウスボタンをクリック
しないでください）

Home button ホームページに戻る
The arrow keys 選択範囲を上下左右に移動しま

す。USBメモリーをお持ちの場合は、
別のストレージデバイスを選択するこ
とができます。

The menu key 現在選択されている、または開かれているコ
ンテンツのサブ機能の要求を設定します。

Return key 前のステップに戻る、または操作を終
了します。

Numeric keys 数値入力操作 (名前の変更など)

Delete key  後退削除

Setup key システム設定
VOL-, VOL+ 音量　ダウン/アップ

4. 特徴
この機械は家のビデオ プレーバックおよび商業デモンストレーション
のために適しています、それは力時ビデオ、映像および背景音楽および

カタログ
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音楽ファイルをするために自動にループを支えます。
サポートするファイルは01,02,03,04,05...のような数字順に再生されま

す。
動画再生フォーマット：

FLV,MPEG,AVI,MKV,RM,3GP,MP4,WMV,RMVB,MOV,DAT,MPG,TS,M2

TS 

    音声再生形式：MP3、AAC、WMA、RM、APE 画像再生形式：JPG/

JPEG/BMP/GIF/PNG

エンコードや圧縮の制作ソフトの違いなどにより、上記形式のファイ
ルが全て対応していない場合があります。

4.1 Home: （デフォルトは内部ストレージです。複数のストレージデ
バイスを接続している場合、メインインターフェイスのリモコン上下
キーを押して、開くストレージデバイスを切り替えます)

 4.2File: ファイルアイコンを開くと、外付けUSBフラッシュドライブ、
モバイルハードディスク、TFカード上のビデオ、音楽、写真、ファイル
を表示し、直接開いて再生することができます。

ファイルオプションで、ファイルを選択し、リモコンのメニューボ
タンを押すと、コピー、削除、カット、リネーム、ソート、検索、
オートコピーなどのコマンドを実行することができます。

    4.3Video: ビデオアイコンを開くと、選択したストレージ内のビデ

オファイルを再生することができます。

ビデオ再生中にリモコンのメニューボタンを押すと、ビデオ画面の表
示、効果音、再生モード、字幕、音声トラックなどを設定することが
できます。(注：ビデオに字幕がない場合、字幕設定オプションは表示
されません)

    4.4 Pictures open pictures アイコンをクリックすると、選択したス
トレージ内の画像ファイルを再生します。

 写真再生中にリモコンのメニューボタンを押して、設定、写真ズー
ム、再生設定、 , BGM（写真再生中に音楽を再生する）

画像再生の中心は再生設定で、画像の切り替えモードや切り替え時間

などを設定することができます。写真は、次のような標準的なスケー

ルと解像度で作成することをお勧めします。1920*1080、3840*2160な

ど。本機は、小さなサイズの画像を自動的に全画面表示することには

対応していません。

    4.5 Music: open music icon をクリックすると、選択したスト
レージ内の音楽ファイルを再生することができます。



  音楽ファイル再生時にリモコンのメニューボタンを押すと、音楽再生
モードと背景画像を設定することができます。ヒント 音楽ファイル再
生時に、LRC形式の音楽字幕をサポートします。字幕が表示されない
場合は、字幕が音楽名と一致しているかどうかを確認してください。

    4.6Settings: 設定アイコンを開き、自動再生、サウンド、ディ
スプレイ、言語などを設定します。

(1)Playback settings: 内蔵メモリーや外部ストレージにある動画、写
真、音楽の自動再生に対応した機能です。動画＋写真＋音楽、連続再生
には対応していません（例：動画再生後に写真を自動再生、写真再生後
に音楽を自動再生、動画の自動再生に対応、写真＋BGMの自動再生、音
楽の自動再生に対応）。

(2)Volume setting: このオプションでは、システムベースボリューム
を0～100で調整できます。

音声出力機器: デフォルトの出力はHDMIオーディオで、AVロータス
の赤白出力オーディオ、またはSPDIFソース出力に接続することが可
能です。

(3) Display: ディスプレイオプションの解像度オプションは、現在のテ
レビでサポートされている最高解像度のみを表示します。テレビが
1080P の解像度まで対応している場合、プレーヤーの解像度オプショ
ンには 1920*1080P 60 と 1080P のオプションのみが表示されます。
テレビが 4K60HZ をサポートしている場合、プレーヤーは 3840*
2160P-30 までを表示します。ヒント 4K 効果を得るために、3 つの条
件を満たす必要があります。1. 4K TV; 2.4K HD Line; 3.プレーヤーは
4K をサポートします（サポート）。

    Zoom: この機能は、主にテレビディスプレイの画面サイズをフルスク
リーンで設定するために使用されます。テレビの画面サイズは規格が異
なるため、できるだけ良い表示効果を得るためには、手動で画面サイズ
を調整する必要があります。

(4)ストレージの空き容量と工場出荷時のリセット: You can view the

現在のプレーヤーの内部ストレージ容量と残りのストレージ容量を
表示することができます。工場出荷時の設定を復元すると、現在の
プレーヤー設定と内部ストレージ容量内のすべてのデータが消去さ
れます（ご注意ください）。
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7.7, 全画面表示ではありません。画像は、以下のような標準的なスケー
ルと解像度に従って作成されることをお勧めしま
す。1920*1080、3840*2160、など。小さなサイズの画像はフルスク
リーンで表示されない場合があります。

7.8. AV接続のテレビに接続した場合、表示されません。AVリンクのテ
レビだけが必要な場合は、必ず本機のオリジナルのAVケーブルを使用し
てください、プレーヤーにHDMI HDケーブルを接続しないでください。

7.9,  HDMI高画質表示AV赤白音が出ない: 純正のAVケーブルが使われて
いるか、プレーヤーのAVケーブルが受信できているか、赤白ハスがオー
ディオやアンプのR、L入力に接続されているかを確認します。

7.10. リモコン操作が反応しない：リモコンのいずれかのボタンを押す
と、右上のインジケーターが点滅します。点滅していない場合は、電池
が新しいかどうか、充電されているかどうかを確認し、リモコン電池を
再装着してください。インジケータランプが点滅している場合、プレー
ヤーのリモート受信エリアに障害物があるかどうか注意してください。

8.リモコン学習キー操作方法:

8.1. プレーヤーリモコンの学習エリアにある「POWERアイコン」ボタ
ンを約10秒間長押しすると、赤色の表示灯が長灯に変わり、学習状態に
なります。8.2. プレーヤーリモコンの学習する機能ボタンを押すと、赤
色表示灯が点滅し、学習受信状態になることを示す。

6. 付属品
ホスト、リモコン、電源、マニュアル（電子または紙）、AVケーブル。

7.困ったときは
7.1. パワーオンインジケーターが点灯しない: プレーヤーの電源の位置が
接続されているか、再接続が可能かどうかを検討する。もしそうでなけ
れば、電源と電源ボードを交換してください。 

7.2. 電源を入れても表示されない: プレーヤーの青いインジケータが常に
点灯している場合、接続された ビデオケーブルの両端が接続され、テレ
ビが信号ソースを現在接続されて いるモードに設定されているかどうか
を確認してください。

7.3, ブートが自動的に再生されない: ブート自動再生オプションが設定さ
れていないか、また、ファイルがルートディレクトリに存在するかどう
かを確認してください。外部ストレージを受信しているかどうか、ファ
イルがあるかどうか。ファイルがあるかどうか。

7.4.  ビデオ再生時に字幕を表示しない。字幕名がビデオ名と一致してい
るか確認する。リモコンのメニューボタンを押し、ビデオ再生時に字幕
を設定する。字幕オプションが表示されない場合、このビデオに利用可
能な外部字幕がないかどうか確認してください。

7.5, 同軸SPDIF出力ノイズ：同軸ラインを再接続するか、同軸ラインを
変更し、オーディオ設定が同軸モードで選択されているかどうかを確認
します。

7.6, 画像再生にBGMがない場合：ストレージデバイスに音楽ファイルが
保存されているかどうか、画像再生時にメニューボタンを押してBGMを
追加するかどうかを確認して下さい。

8.2. プレーヤーリモコンで学習する機能ボタンを押すと、赤色表示灯が
点滅し、学習受信状態であることを示す。

8.3. ハンドヘルドTVリモコンは、プレイヤーリモコンを目指して、距離
は約3～5mmであり、学習するためにテレビのリモコンのボタンを押し
てください。

8.4. 学習が成功した後、プレーヤーリモコンの赤いライトが急速に3回
点滅し、その後ライトを保持し、あなたは再び学習するために他の学習
キーを選択することができます。

8.5. 学習が失敗した場合、プレーヤーリモコンは赤色で5回点滅し、学
習状態に戻り、ステップ2～4を繰り返す。

8.6. 学習の完了後、プレーヤーリモコンの "POWER "ボタンを長押しす
るか、またはもはや15秒以内に動作しません自動的に学習モードを終了
します、赤い光はオフになっています。

その他のご質問は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

5. 使用上の注意
5.1. この機械の厳密な電圧および流れのために、それは厳しく非ローカ
ルの電源を使用するために禁止されます。この機械の電源の指定は
5V/1.5A であり、内部の陽性および否定的な棒 2.1*5.5*10 の DC のプ
ラグ。

5.2, 湿ったまたは高温の労働環境で禁止されているマシンの寿命を減ら
すでしょう。

5.3, 本機は高集積回路設計のため、専門家以外の方がご自身で修理する
ことは固く禁じられています。

5.4. リモコンの破損を防ぐため、長期間使用しないときは、電池を組み
立てないでください。5.5. 付属品は必ず本機専用のものをご使用くださ
い。

5.6, 高所設置の場合、高所落下防止のための修正にご注意ください。

 5.7, 4K ファイルを再生する場合は、HD ラインの 2.0 版を再生してく
ださい。5.8. 本機は風通しのよい乾燥した場所に置き、周囲に5cmの隙
間を設けて換気してください。
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