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メディアプレーヤー取扱説明書

このたびは、メディアプレーヤーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、お読みになった後はいつでもご覧いただけますよう、大切に保管してください。
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この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への

危害や損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■電源ケーブルを束ねて使用しない
火災、感電の原因になります。
■分解・改造・修理はしない
火災、感電の原因になります。
■異常な状態で使用しない
（発熱、発火、発煙、異臭、異音がする）火災、感電の原因になります。すぐに電源プラグや AC アダプタを
抜いて、販売店に修理をご依頼ください。
■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、AC100V 以下での使用はしない
たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。
■雷が鳴ったら本体や AC アダプタに触れない
感電の原因になります。
■AC アダプタ、コードなどを破損しない
（傷つける、加工する、無理やり曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を乗せる、加熱するなど）傷んだまま使
用すると火災、感電、けがの原因になります。電源プラグや AC アダプタ、コードなどの修理は販売店にご依
頼ください。
■水をかけたり、ぬらしたりしない
火災、感電、けがの原因になります。
■AC アダプタ、コードに水をかけたりしない
感電の原因になります。ぬれた場合は、すぐに電源プラグや AC アダプタを抜いて販売店にご相談ください。
■医療機器の近くで使用しない
医療機器に電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
■低温・高温・高湿度の場所に設置しない
40℃以上の高温または高湿度、０℃以下の低温の場所に設置しないでください。動作不安定や故障の原因と
なります。

この警告事項に反した取扱いをすると、
人が死亡または重症を負う可能性がある
ことを示します。

警告

注意
ここの注意事項に反した取扱いをすると、
人が傷害または物的損害を負う可能性が
あることを示します。

禁止

実行

してはいけない内容です

実行しなければならない内容です

警告

禁止

絵表示について

◇機器の重量などを満たす強度で設置する・・・・・落下などにより破損やけがの原因となります。

◇取り付けや配線を行う場合は必ず電源を切る・・・感電の原因となります。

注意

実行

必ずお読みください　  安全上のご注意 (1)
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※本書の画像やイラストは全てイメージです。
※仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

必ずお読みください　  安全上のご注意 (2)

警告

◇異物が入ったときは使用を中止する
火災、感電の原因になります。すぐに電源プラグや AC アダプタを抜いて販売店にご相談ください。

◇落としたり、破損したときは使用を中止する
そのまま使用すると火災、感電の原因になります。すぐに電源プラグや AC アダプタを抜いて、販売店に修理

をご依頼ください。

◇電源プラグや AC アダプタは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

◇電源プラグや AC アダプタのほこりは定期的にとる
プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災、感電の原因になります。電源プラグや AC アダ

プタを抜いて、乾いた布でふいてください。

実行

■不安定な場所や振動の多い場所には設置しない
（ぐらつき、傾きのある場所）落下などにより破損やけがの原因になります。

■湿気の多い場所、結露が発生しやすい場所に設置しない
（風呂場、台所や水まわり）結露しますと電子部品の誤作動、故障、劣化などの原因になります。温度差によ

り結露（水滴）が発生しやすくなります。

■高温になる場所に設置しない
（直射日光の当たる場所、車のトランク、ダッシュボードなど）機器の変形、電子部品の誤作動、故障、劣化

などの原因になります。

■ヒーターなどの熱器具の近くに設置しない
コードが溶けて火災、感電の原因になります。

■埃・油の多い場所に設置しない
火災、感電の原因になります。

■機器に重いものを置いたり引っ掛けたりしない
落下物などにより破損やけがの原因となります。

■コードを引っ張らない
電源プラグや AC アダプタを抜くときはコードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原

因となります。

■付属のコード以外の電源コードを使用したり、余った電源コードで延長しない
映像が映らなくなったり、火災・感電の原因となります。

注意

禁止
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AVHDMI

USB LED IR SD/MMC

MINI
HD MEDIA BOX

1080P

SD カード
(別売 )

名称
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SD カード挿入口電源ランプ (オン時点灯します )

USB ポート
(使用しません )

電源ジャック
(付属の AC アダプタを接続します。)

HDMI 出力
(市販の HDMI ケーブルを接続します。)

SD カード (別売 )は、奥まで入れてください。

AV 出力
(付属の AV ケーブルを接続します。)

リモコン受光部



リモコンについて

5

電源オン /オフ

戻る

左へ

入る
確定
OK

上へ

ホーム画面を表示

下へ

前に戻る

巻戻し

※説明のないボタンは使用しません。

右へ

設定画面を表示

停止

再生 /一時停止

次のファイルへ

早送り

EnterEnter



リモコンの電池の交換方法
※付属のボタン電池は動作確認用です。お早めに新品の電池と交換ください。

6

「A」の部分を矢印の方向に押した
まま「B」を手前に引きます。

CR2025 のボタン電池を、「＋」が
上にくるように置きます。

カチッと音がするまで、しっかり
閉じてください。

AA

AA BB

BB

＋



AVHDMI

MINI
HD MEDIA BOX

1080P

SD カード
(別売 )

①AV コードの黄色のピンコードを、TV 側の入力端
子 (映像入力・ビデオ入力・外部入力等 )に接続し
ます。
※白色と赤色は、接続不要です。

②付属品 AV コード (1 本側 )を、本機の「AV」へ接
続します。

※ご注意※

TV 側の入力端子に、黄色の端子が無い場合等は、HDMI ケーブル (市販 )

をご使用ください。

ご使用する場合は、本機の「HDMI」と TV 側の HDMI 入力端子に接続します。

⑤ソーラーバッテリーカメラの映像が録画されてい
る SD カードを奥までしっかり挿入します。

⑥しばらくすると、TV にホーム画面が表示されます。
※表示されない場合は、④の電源の抜き差しを行っ
てください。

③AC アダプターを 100V のコンセントにさします。
④電源プラグを本機に接続します。

※本書の画像やイラストは全てイメージです。

ご家庭にある TV 等

②

①

③

④

⑥

⑤

黄白赤

100V
コンセント

配線します

TV側の入力端子

赤　白　黄

Movie
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❶

❸ ❹

❺

❷
英語を日本語に変更します

始めに　　　　　　ボタンを押します。
Setup

❻ 　　　　　　ボタンを押します。
Home

8

[Language] に赤色の帯がある、下記の

画面で　　　　　を押します。

右側の列にも赤色の帯が表示されたこの画面

で　　　　　　を 3回押します。

EnterEnter

EnterEnter
▼

[JAPANESE] に赤色の帯がきたら　　　　　　

を押します。

[日本 ]に変更されたことをご確認ください。

※途中で分からなくなった場合は、❻ホームボタンを押して、❶からやり直してください。
　英語・日本語以外の言語になり分からなくなった場合は、ご購入店にご相談ください。

❷~❺で使用するボタンです。



㋐

㋑

㋒

再生します (1)

ホームボタン　　　　を押すと、下図の

「ホーム画面」が表示されます。

[SD カード ]を選択します。

[(F：)] を選択します。

※一つ前に戻る時は、　　　　　ボタンを押してください。

映像

ホームボタン

(拡大図）

(拡大図）

(拡大図）
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映像

Home

[ 映像 ]にカーソルがあるので、　　　

　　を押してください。

※カーソルが違う場所にある場合は、左

右移動のボタン　　　　　　　　で、

[映像 ]まで移動してください。

[SD カード ]にカーソルがあるので、

　　　　を押してください。

※カーソルが違う場所にある場合は、

上下移動のボタン　　　　　　　で、

[SD カード ]まで移動してください。

EnterEnter

EnterEnter

[(F：)] にカーソルがあるので、　　

　　　　を押してください。

※カーソルが違う場所にある場合は、

上下移動のボタン　　　　　　　　

で、[(F：)] まで移動してください。

EnterEnter

▼

▼

▼▼

▼▼

➡

➡

➡



再生します (2)

ご覧になりたい日付のフォルダ「20180226」
( 例：2018 年 2 月 26 日 ) を選択ます。

カメラの映像が、再生され
ます。

※再生を終了する場合は、停止してから「ホームボタン」を押してください。

ご覧になりたい時間とカメラ番号のファイル
「　　173236_1.AVI」
(例：17時32分36秒_カメラ1)を選択します。

[DCIM] を選択します。

※一つ前に戻る時は、　　　　　ボタンを押して

ください。

㋓

㋔

㋕

㋖

( 拡大図）

(拡大図）

(拡大図）

(例 )( 例 )

( 例 )( 例 )

2018/02/26 17:32:36
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[DCIM] にカーソルがあるので、　　　

　を押してください。

※カーソルが違う場所にある場合は、

上下移動のボタン　　　　　　　で、

[DCIM] まで移動してください。

EnterEnter

上下移動ボタン　　　　　　　で、

ご覧になりたい「年月日」まで移動

し、　　　　を押してください。EnterEnter

EnterEnter

▼▼

▼▼

上下移動ボタン　　　　　　　で、

ご覧になりたい「時間」まで移動し、

　　　　を押してください。

▼▼

➡

➡

➡

再生/一時停止停止

巻戻し前へ戻る 早送り 次へ



終了します
[Power] を押して、本体の電源を切ります。

電源プラグを本体から抜きます。

AC アダプターをコンセントから抜きます。

AV コードなどを本体・TV( モニター )から抜きます。

SD カードを本体から抜きます。

本体、AC アダプタ、AV ケーブル等を一緒にして、大切に保管してください。

AVHDMI

(3) (2) (4)

(5)

100V
コンセント MINI

HD MEDIA BOX

1080P

SD カード
(別売 )
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(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)




