
MP021-F10  (HA0053B)

日本語取扱説明書

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。このプレーヤーを使
用する前に、「使用説明書」をよく読んでください。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、システムに対する損害に
ついて、当社は責任を負いません。本書は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。12時間以内に返信致します。

2.<MUTE>:音のon/off 
3.<Movie>,<Music>,<Photo>,<Setup>:映画(動画),音
楽, 画像(写真),設定オプションのショートカット            
4.<GO-TO>:ローカルビデオを再生する際の再生時
間を設定
5.<Repeat>:再生モードの選択
6.<Ratio>:画面比率の選択
7.<Zoom>:写真や動画を拡大表示
8.<SUB-T>:マルチ字幕の映画で、正しい字幕を選
択する  マルチサブタイトル
9.<Audio>:サウンドトラックを選択する( マルチト
ラックムービーファイルの場合 )
10.<OK>:再生キーまたは確定キー
11.<OSD>:スクリーン意志 映画、音楽または映像
をするとき表示制御メニュー
12.<Return>:前のメニューに戻る
13.<REV> <FWD>:後方or前方
14.<PREV><NEXT>:前or次
15.<AV>:AV出力の選択
16.<HDMI>:ハイビジョン出力の選択
17.<VGA>:こちらの商品では使えません
18.<ROTATE>:画像(写真)を回転
19.<VOL-> <VOL+>:音量を調整
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1.<POWER>:on/off key. 電源が切れると、システムはスタンバイ・モデ
ルになります。電源を切るにはプラグを抜かなければなりません。
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注意事項
ご使用の際には、以下の注意事項をご確認ください。
1 火災や感電の事故を防ぐために、本機を雨や湿気の多い場所に置か
ないでください。このプレーヤーを雨や湿気の多い環境で使用しない
でください。
2 火災、感電または損傷を減らすために、マシンが湿気やスプラッ
シュの水滴の影響を受けないようにします。
3 安全ガイド:

● . 他のアダプタと共用できない場合があります。
● . アダプタのケーブルやプラグを熱源機器に近付けないでください。
● . アダプタの上に重いものを載せないでください。
● . アダプタや電源コードのオーバーホールをしないでください。
● . 安全のため、機械を開けないでください。修理の際は専門スタッフ
にご相談ください。

４ メンテナンスのポイント

● . 専門家以外の方は、複合機を破損する恐れがあるため、開けない
でください。

● . 保証期間内であっても、本体を開けたり、部品を取り出したりし
ないでください。

● . メンテナンスが必要な場合は、最寄りの担当部署に連絡して修理
の手配をお願いします。

● . コンポーネントやアクセサリーを交換する必要がある場合、それ
はメーカーによるオリジナル部品と交換する必要があります。

前面と背面パネル

1. USB :外付けHDDまたはUSBの差込口
2. SD :SDカード（microSDの場合は変換アダプタ（別売り）が必要）

の差込口
3. IR :リモコンを感知する箇所
4. HDMI: ケーブルの差込口（このインターフェイスは高精度720Pか

1080P ビデオ出力を得ることができます。）
5. AV: AVケーブルの差込口および、音声出力の差込口（別売）
6. YUV: YUV 信号の出力(こちらの商品では使えません)
7. DC５V：電源コンセントの差込口

リモコン操作

OK

AV HDMI YUV

YUV

VGA

VGA
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● リモコン電池の取り付け

リモコンの背面に電池スロットがあり、単4形1.5V電池2本を内蔵する
電池の向きに、セルのドアを開き、それをカバーします。

●リモコン電池の交換
*電池の寿命は、通常、品質や使用頻度、環境などに左右されます。
*リモコンが動作しなかった場合、プレーヤーの近くでも電池を交換
してください。

●リモコン操作可能範囲

*リモコンの操作範囲は、フロントパネルからプレーヤーまで7m以
内、角度は60度以内です。
*リモコン操作の距離は、周囲の明るさや障害物によって影響されま
す。

接続方法について
● （TV）AVケーブルでの接続方法:

AVケーブルでテレビとプレーヤーを接続することで、コンポジットビ
デオとオーディオ信号を出力することができます。
 出力コンポジットビデオとオーディオ信号。テレビのAV入力に、
赤、黄、白の3つのプラグを差し込みます。
 ポートに差し込みます。反対側は機器のAV出力ポートに接続しま
す。テレビをAVモードにし、リモコンの＜CVBS＞ボタンを押してく
ださい。

● （TV）HDMIケーブルでの接続方法:

HDMIケーブルでテレビとプレーヤーを接続することで、ハイビジョ
ン映像や音声を高精細な画像と音声を出力することができます。テ
レビをHDMIモードに変更し、リモコンの<HDMI>ボタンを押してく
ださい。
       電源とテレビを接続すると、以下のような映像が表示されます。

主な機能は、ファイル、音楽、映画、写真、設定です。<OK>キーで任意
のアイコンを選択します。(実際には日本語表記となっています。)

再生操作について
1 映画（動画）
ムービーアイコンをクリックし、<Ok>を押して入力するか、リモコ
ンのムービーボタンを押します。動画はUSBまたはSDカードから選
択することができます。

USBデバイスには、外付けHDD、Uディスク、カードリーダーなどがありま
す。USBデバイスまたはスマートカードに入力すると、すべてのファイル
やビデオを見ることができます。
見ることができます。ビデオを選び、<OK>を押すと再生されます。

デバイスが選出されたビデオのフォーマットをサポートしていない場合。
サポートされているフォーマットのビデオが選択されるまで、システムは
次のファイルにジャンプします。
再生中、リモコンの<OSD>ボタンを押すと、以下のようなコントロール
バーが表示されます。:

字幕のON/OFF、色、サイズ、テキストエンコードなどが選択できます。 

2. 写真
写真アイコンをクリックし、<Ok>を押して入力するか、リモコンの写真ボ
タンを押します。写真は、USBまたはSDカードから選択することができま
す。USBデバイスまたはスマートカードに入力し、すべてのファイルや写
真を見ることができます。
見ることができます。1つの写真を選択し、<OK>を押して視聴します。再

生するとき、リモートの<OSD>ボタンを押すと、コントロールバーが以下
のように表示されます。

スイッチモード、再生間隔、BGMを選択することができます。

3. 音楽
音楽アイコンをクリックし、<OK>を押して入力するか、リモコンの
音楽ボタンを押します。音楽は、USBまたはSDカードから選択するこ
とができます。
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USBデバイスまたはスマートカードに入力し、すべてのファイルと音楽
を見ることができます。音楽を1つ選び、<OK>を押すと再生されます。
再生中にリモコンの<OSD>ボタンを押すと、以下のようなコントロー
ルバーが表示されます。

EQモード、歌詞のフォーカスカラー、歌詞のアンフォーカスカラー、歌
詞のプレイモードを選択できます。

注意事項
1. 他の操作をせずに< OSD>ボタンを押した後、<Return>ボタンが押され
ただけで、コントロールバーが消えます。
連続再生には影響ありません。

2. このデバイスは歌詞をサポートしています。それは歌と同じように歌
詞の名前を変更する必要があります。
例えば　　曲名：Hero.mp3
  　  歌詞の名前：Hero.lyc
または、歌詞が表示されず、ウェーブストライプのみが表示されます。

3. <Background Music> BGMをオンにするには、2つの方法がありま
す。

先頭に"！"が付いているファイルは、プレーヤーがこのフォーマットに対
応していないことを意味します。　

5. 設定
設定アイコンをクリックして<OK>を押して入るか、リモコンの<Setup>

ボタンを押します。次の図のようになります。
ご注意：実際の画面は日本語表記となっています。しかし（の）という文
字は、ON（オン）をさします。分かりにくい日本語表記となっておりま
す。ご了承ください。　　　　　　10/14

1.ビデオ出力モード　Video output mode
プレーヤーはPAL、NTSC、YPBPR-720P、YPBPR-1080P、HDMI

720P（50HZ）、HDMI 720P（60HZ）、HDMI 1080P（50HZ）、HDMI

1080P（60HZ）、VGA1024X768、VGA1920に対応します。X1080など
< OK>を押して確認します。 

2.言語について　Language

このプレーヤーは簡体字中国語、繁体字中国語、英語, ロシア語, ポル
トガル語, スペイン語, 韓国語, 日本語などをサポートします。
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3.スクリーンセーバー　Screen saver

スクリーンセーバーの時間を設定し、シャットダウンすることができま
す。
4.音声出力モード　Audio output mode

Normal、SPDIF LPCM、SPDIF RAWDATAが選択可能です。
5.自動再生機能　Auto play

1 音楽と写真を同じディレクトリに置き、<OSD>を押して写真をブラ
ウズし、BGMをオンにし、OKを押してBGMの再生を開始します。
2 楽再生モードで<Return>ボタンを押し、ピクチャーモードに移行
し、画像を開くことができます。BGMを止めるには<Stop>ボタンを押
します。

4. ファイル
ファイルアイコンをクリックして<Ok>を押して入力するか、リモコン
のファイルボタンを押します。
ファイルは、USBまたはSDカードから選択することができます。
USBデバイスまたはスマートカードに入力し、すべてのファイルが表
示されます。任意のファイルを選択し、<OK>を押して再生します。
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ディスクに保存されているビデオ、音楽、写真を自動再生することがで
きます。
6. DVDの自動再生 　Auto play DVD
オートプレイDVDを開く、または閉じる
7. 初期設定に戻す　Restore Default Setting
すべてのパラメータを工場出荷時の状態に戻す
付属品

1リモコン
AV ケーブル 1

メディアプレーヤー  1

5.2V/1.5A adapter   1 

ユーザーマニュアル  1

Q: テレビ画面に信号が映らない。
A: AVケーブルまたはHDMIケーブルが正しく接続されているか、リモ
コンのCVBSキーまたはHDMIキーを押して確認してください。

FAQ

Q: 本体が何も反応しないことがある。
A: プレーヤーの電源を切り、再起動してください。
Q: 映像が乱れる。
A: AVケーブルまたはHDMIケーブルが正しく接続されていることを確
認してください。付属のケーブルを使用することを強くお勧めします。

仕様について
1.Supports plug-in large capacity SATA or IDE hard disk or U

disk, plug and play.

2.Supports SD card.

3. Supports NTSC/PAL composite video, VGA 720P, HDMI

720P, 1080P high definition video output.

4. Supports RMVB/RM（RV8/9）、h.263、h.264（MOV/MP4/

M4V）、MPEG-1/2(VOB)、MPEG-4(XVID/DIVX)、WMV7/VC-1、 

MKV、AVI、TS/TP、VOB、PMP、FLV 1920*1080P video format. 

5. Supports  MP3、WMA、AFE、FLAC、OGG、APE、AAC、AC3

 and DTS  music formats.

6.JPEG、GIF、BMP、PNGの写真フォーマットに対応。回転、ズー
ム、スライドショーに対応。
7. 中国語（簡体字・繁体字）、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン
語、英語などに対応。

8. マルチトラック、マルチサブタイトルのビデオファイルに対応。音

声トラックと字幕を自在に切り替え。
9. 外部5.2V/1.5A DC電源。



■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

FULL HDメディアプレーヤー        
Ａｃｔｉｏｎ Ｆｉｒｓｔ 1年保証書

mailto:magokoro666@gmail.com



