
メディアプレーヤー
取扱説明書

400-MEDI020シリーズ
●本体
●ACアダプタ
●リモコン
●AVケーブル（400-MEDI020Aのみ）
●HDMIケーブル（400-MEDI020Hのみ）
●取扱説明書（本書）

1台
1個
1個
1本
1本
1部

……………………………………………
…………………………………

………………………………………
……
…

……………………………

セ
ッ
ト
内
容

最初に
ご確認

  ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

1.はじめに

5.各部の名称と働き

4.仕様

6.テレビ・ディスプレイとの接続 7.使用方法

この度はメディアプレイヤー(400-MEDI020シリーズ)をお買い上げいた
だき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧く
ださい。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

●付属のACアダプタで家庭用コンセント（AC100V）に接続します。
●テレビ・ディスプレイに接続してください。
※デジタルサイネージなどの特殊なディスプレイには対応していま
せん。

2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

3.取扱い上のご注意

●メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべてバッ
クアップしてください。

※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、
　弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※ファイルによっては上記拡張子でも表示・再生できない場合があります。
※全ての再生を保証するものではありません。

■警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
　※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲
み込んだりする危険性があります)

■注意
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
●取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因
となります)

●次のようなところで使用しないでください。
　①直接日光の当たる場所　②湿気や水分のある場所
　③傾斜のある不安定な場所　④静電気の発生するところ
　⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火
傷の恐れがあります)

■お手入れについて
①清掃する時は電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

サ イ ズ ・ 重 量

映 像 出 力

音 声 出 力
イ ン タ ー フ ェ ー ス
対 応 メ モ リ ー カ ード
対 応 フ ォ ー マ ッ ト

対 応ビデオコーデック

対応ビデオフォーマット

対応オーディオフォーマット

対 応 画 像フォー マット
対 応 字 幕フォー マット

W79.4×D58×H15.5・約70g 
HDMI（720p・1080i・1080p）、
AVコンポジット（PAL・NTSC）
HDMI、AVコンポジット
USB2.0×1
SDカード（2GBまで）、SDHCカード（32GBまで）
FAT16、FAT32、NTFS
MPEG1、MPEG2、MPEG4、SP、ASP、
AVC(H.264)、XviD、DivX、WMV9(VC-1)、 
Real Video 8・9・10(最大720P) 
AVI、MKV、TS、TP、M2TS、MPG、MP4、
MOV、VOB、DAT、WMV、RM、RMVB、
FLV 
MP3、WMA、WAV、OGG、AAC、APE、
FLAC、RA、AC3、DTS 
JPG、BMP、PNG、GIF
SRT、SMI、ASS、SSA、idx+sub、PGS 

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

USBポート

DCジャックAV出力 HDMI出力

SDカードスロット

【背面】

【上面】
【背面】

【背面】

●接続後、本製品とテレビ・ディスプレイの電源を入れてください。
●テレビ・ディスプレイ側で本製品からの入力を選択してください。
●本製品のリモコンで出力設定を選択してください。（「AV」ボタン
または「HDMI」ボタン）
●下図のようなメインメニューが表示されます。

※表示されない場合は、テレビ・ディスプレイと接続したまま、本製品の
ACアダプタをコンセントから一旦抜いて、再度差し直してください。
※USBメモリ、SDカードを差したまま起動すると、正常に認識しな
い場合があります。
※本製品の出力設定（「AV」ボタンまたは「HDMI」ボタン）、テレ
ビ・ディスプレイ側の入力設定が間違っていると表示されません。

●USBメモリまたはSDカードを本製品に差してください。
※消費電流が高いメディアは使用できない場合があります。
●メインメニューの「ファイル（全てのデータ再生）」「音楽（音楽フ
ァイル再生）」または「映像（動画再生）」「写真（画像再生）」から表
示したい項目を選択してください。
※リモコンの「◀▶▲▼」ボタンで選択、「OK」ボタンで決定します。
●下図のような画面が表示されます。

●メインメニューから「設定」を選択すると、各種設定を行うことが
できます。（リモコンの「SETUP」ボタンでも表示可能です）

「言語」：表示言語の選択
「スクリーンセーバー」：スクリーンセーバー表示するまでの時間設定
「ビデオ出力モード」：映像の出力設定
※AV接続の場合、NTSCを選択してください。
※テレビ・ディスプレイの表示可能範囲を超えないようにしてください。
「オーディオ出力モード」：音声の出力設定
※通常はノーマルに設定してください。
（SPDIF LPCM…音声データをサンプリングしてS/PDIF出力）
（SPDIF RAWDATA…音声データをそのままS/PDIF出力）
「オートプレイ」：電源を入れると自動的に再生が始まります。
「HDMI自動検出」：HDMI接続の自動検出
※自動検出を有効にするには「開く」を選択してください。
「初期設定に戻す」：工場出荷時の設定に戻す
「システム情報」：システム情報表示
※設定後はリモコンの「RETURN」ボタンで戻ることができます。

●USBデバイス（USBメモリ）またはフラッシュカード（SDカード）
を選択します。
●ファイル・フォルダのリストが表示されますので、再生したいデー
タを選択してください。
※リスト表示中にリモコンの「OSD」ボタンを押すとデータのコピ
ー・削除を行うことができます。（FAT32フォーマットのみ）

●再生中にリモコンの「OSD」ボタンを押すと、それぞれのメニュー
を表示します。
＜動画（ムービー）＞
「字幕オン/オフ」、「字幕」（字幕切替え）、「カラー」（字幕の色設
定）、「リムカラー」（字幕の枠の色設定）、「サイズ」（字幕サイズ設
定）、「エンコード」（文字エンコード切替え）、「同期」（字幕と映像の
ズレを調整）、「オフセット」（字幕の位置調整）
＜音楽（ミュージック）＞
「EQモード」（音質調整）、「歌詞カラー1・2」（歌詞の色設定：曲に合
わせて歌詞がカラー2からカラー1へ変化）、「表示モード」（歌詞の
表示方法選択）
＜画像（写真）＞
「スライド効果」（画像切替え時の効果設定）、「再生間隔」（画像切替
えの時間設定）、「BGM」（画像再生時に音楽を流す設定）

■設定

■オプション機能

【前面】

【リモコン】
POWER
SETUP
OSD
MUTE
TV-MODE
MOVIE
MUSIC
PHOTO
FILE
AV
HDMI
EQ
SUB COLOR
VOL+/VOL-
◀▶▲▼
OK
HOME
RETURN
STOP
PLAY/PAUSE
4:3/16:9
FRWD
FFWD
PREV
NEXT
REPEAT
ZOOM
ROTATE
SLIDESHOW
SUBTITLE
AUDIO
INFO
GOTO

電源ON・OFF
設定メニュー表示
OSDメニュー表示
消音
出力切替え（※1）
動画ファイル表示（※4）
音楽ファイル表示（※4）
画像ファイル表示（※4）
全てのファイル表示（※4）
AV出力に設定
HDMI出力に設定
音質調整
サブタイトル文字色変更
音量調節
上下左右キー
決定
メインメニュー表示
前画面に戻る
再生の停止
再生・一時停止
アスペクト比切替え（※2）
巻戻し
早送り
前のファイルへ移動
次のファイルへ移動
リピート再生
画像拡大（※3）
画像回転（※3）
画像スライドショー（※3）
サブタイトル表示
動画の音楽選択
ファイル情報
再生時間設定（※2）

※1：メインメニュー画面時
※2：動画再生時のみ
※3：写真再生時のみ
※4：ファイル表示時のみ

ACアダプタ

※400-MEDI020AにはHDMIケーブル
　は付属しておりません。

※400-MEDI020HにはAVケーブルは
　付属しておりません。

HDMI
ケーブル
（映像+音声）

テレビ・ディスプレイ

ACアダプタ

＜AVケーブルで接続＞

＜HDMIケーブルで接続＞

AVケーブル
（黄：映像、赤・白：音声）

テレビ・ディスプレイ

※リモコン背面に電池ケ
ースがあります。使用
前に絶縁フィルムを取
外してください。
※CR2025ボタン電池
を使用します。

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10 -1サンワダイレクト
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

BF/BC/RKDaC

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。


