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4K
FULL HDメディアプレーヤー
型番：HA0284

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。
※こちらの説明書は、日本代理店であるAction Firstが同封されている

英語説明書を日本語へ翻訳し補足をつけて作成しております。
なおご不明な点は、Amazon履歴より質問して頂くかmagokoro666@gmail.com 
までメールして下さい。24時間以内に返信致します。

 1. インターフェイス
1.1前面パネル
1.2背面パネル

1.インターフェイス
1.1前面パネル

Micro SD カード設置場所↓   ↓USB設置場所2ヶ所有↓

IR

TF
USB1 USB2

HDMI AV COAX IR DC5V

IRポートを使用するには、IRケーブル(同梱)を利用下さい。

1.2背面パネル　　　アナログAVケーブル
HDMIケーブル設置場所↓　設置場所↓　　　　 　   ↓ACアダプター設置場所　

2.短時間での取り付け方法

これだけです。あとは、Micro SD カードやUSBドライブ（別売）にビ
デオを読み込んで、新しいメディアプレーヤーを楽しむだけです。

３.リモコン操作について
リモコンのボタン機能（別途単4電池2本必要）

スイッチボタン power :スタンバイ/オン
TV CONTEOL 16ページ参照

HDMI ケーブル
（別途購入）

•本機とTVをHDMIケーブル（同梱）またはアナログAVケーブル（同梱）
で接続します。推奨はHDMIケーブル接続です。テレビの電源を入れ、メ
ディアプレーヤーが接続されている適切な入力ソースに設定します。

•メディアプレーヤーのACアダプターを接続すると、自動的に電源が入り
ます。

•リモコンに単4乾電池2本（別売）をセットします。

マウスボタン 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。

ホームボタン 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
できる。

メニューボタン 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。

リターンボタン 前のステップに戻る、または操作を
終了

数字ボタン 数値入力操作 (名前の変更など)

デリートボタン  後退削除

Setupボタン 設定へ進む
VOL-, VOL+ 音量のダウン/アップボタン

もくじ
.........................................................................

...............................................................................................

............................................................................

.....................................................................................

............................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

..........................................................................................

2.短時間での設置が可能
3.リモコン操作について
4.特徴
4.1ホーム
4.2ファイル
4.3ビデオ
4.4写真
4.5ミュージック
4.6設定

5.使用上の注意
6. 付属品
7.困ったときは 

8 リモコン学習キー操作方法

.................................................................................

..........................................................

...............................................................................

........................................................................................

.....................................................................

....................................................................

..................................................................................

...................................................................

3

3

3

3

4

4

5

5

6

7

8

9

13

14

14

15



5/16 6/16

7/16 8/16

4. 特徴
本機は家庭用ビデオ再生や商業用デモンストレーションに適していま

す。それは電源投入時に動画、写真、BGM、音楽ファイルを再生する自
動ループ機能を搭載で01,02,03,04,05...のような数字順、アルファベット
順に再生されます。

動画再生形式：
ELV,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 ホーム:デフォルトは内部記憶装置画面です。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ボタ
ンを押して切り替えて下さい。※内部記憶装置は、USBやMicroSDカード
からコピー＆ペーストすればコピペでき、移動する＆ペーストすれば移動
します。例：USBであれば、USBデバイス1-1かUSBデバイス2-1を表示さ
せ、microSDカードであれば、SDの画面を表示させます。

4.2ファイル: 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、microSDカードなどのビデオ、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。

※画像はSDカードの場合。

ケ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、削除する、移動する、リネーム、ソート、調べる、自動
フピーのコマンドを実行することができます。※あくまでファイルから
入らないとメニューボタンを押しても表示されません。

    4.3ビデオ: 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。※画像はUSBデバイス2-1の場合。

ビデオ再生中にリモコンのメニューボタンを押すと、画面表示、サウン
ドチャンネル(効果音)、プレイモード、字幕、オーディオトラック、３
Dモード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 写真: 写真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。※画像はSDカードの場合。

 写真再生中にリモコンのメニューボタンを押して、ズームイン/アウ
ト、設定、４K表示、音楽（写真再生中に音楽を再生する）を選択す
ることが出来ます。※数秒で表示されなくなります。

さらに左から2番目の設定ボタンを押すと、画像のスイッチモードや切

り替え時間、プレイモード、ディスプレイモード、写真の詳細を設定

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。なお

本機は、小さなサイズの画像を全画面表示することには対応していま

せん。

    4.5 ミュージック: ミュージックのアイコンをクリックすると、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。
※画像はUSBデバイス1-1の場合。



  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。

    4.6設定: 設定アイコンを開き、再生時の設定、サウンド、ディス
プレイ、言語、ストレージとリセット、端末情報を設定できます。

(1)再生時の設定: 内蔵メモリーや外部ストレージにある動画、
写真、ミュージックの自動再生に対応した機能です。動画＋写
真＋ミュージック、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、写真再生後にミュージックを自動再
生、動画の自動再生に対応、写真＋BGMの自動再生、ミュー
ジックの自動再生に対応）。

(2)ボリューム設定: 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。
※設定→サウンド→ボリューム設定

(3)音声出力装置: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。
※設定→サウンド→オーディオデバイス

(4) ディスプレイ: 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 効果を得るためには以下の3条件を満たす必要があります。
1. 4K TV、2.4K HD Line、3.HDMI2.0ケーブル

(5)ズーム:この機能は、主にTV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。

最適な表示効果を得るために手動で画面サイズを調整する必要がありま
す。

(6)Apps
再生できない動画に遭遇した場合は、VLCやKodiというソフトウェアで
ファイルを開いてみてください。
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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。

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
の電源を使用することを禁止します。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, 湿った場所または高温の環境で使用しますとマシンの寿命を減らすこ
とになるのでご注意ください。

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。
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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、単４電池2本とも
取り外しておいてください。

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、HDMI2.0ケーブル版を使用してくださ
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。

6. 付属品
本体、リモコン、ACアダプター、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してください。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を確認してくだ
さい。

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
確認してください。リモコンのメニューボタンを押し、ビデオ再生時に字幕
を設定します。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)ストレージとリセット: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。
データの初期化を実行すると、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のでご注意ください。



■保証内容

●保証期間
ご購入いただいた製品の保証期間は、お買上日より1年間となります。

●保証範囲
保証期間中に故障が生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理を消耗
部品、寿命部品の交換はこの保証の対象とはなりません。

下記の場合は保証の対象外となります。
・不適切な条件、環境、取り扱い並びご使用による場合
・改造またはご自身による修理の場合
・製品本来の使い方以外の使用による場合
・水没、破損による場合

保 証 書

品名

注文番号

お客様

お名前

住所

電話番号

お買い上げ年月日日 年 月 日 保証期間 1年

販売店

Action First 

東京都足立区梅田１－５－１
 magokoro666@gmail.com

メーカー1年保証について
４K FULL HDメディアプレーヤー
Ａｃｔｉｏｎ Ｆｉｒｓｔ 1年保証書

mailto:magokoro666@gmail.com

	页 1
	页 2
	页 3
	页 4



