
400-MEDI028

本体を充電する

日時を設定する

セット内容

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。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
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。

取扱い上のご注意

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)

最初にご確認ください。

録画・録音機能付きメディアプレーヤー
取扱説明書

●本体
●USB ACアダプタ
●3.5mm4極-RCAコンポジットケーブル
●取扱説明書・保証書（本書）

1台
1個
1本
1部

…………………………
………

…

●リモコン
●充電用ミニUSBケーブル
●RCAコンポジット中継アダプタ

1台
1本
1個

……………………
…
…

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。

この度はメディアプレイヤー(400-MEDI028)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。

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。

※著作権保護されたコンテンツは再生できません。
※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより正しく再生でき
ない場合があります。

※WMV7、WMV8には対応していません。

●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)

●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静電気の発生する場所
　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)

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
ディスプレイサイズ

コ ネ ク タ

ス ロ ッ ト
内 蔵 メ モ リ 容 量
記 録 方 式

記 録 時 間 ・ 容 量

対応再生フォーマット

対 応 再 生 解 像 度
内 蔵 バ ッ テ リ ー
連 続 使 用 時 間
電 源

W125×D62×H20(mm)・約110g 
３インチ
＜映像出力用＞HDMIタイプAメス、3.5mm4極ジャック
＜映像入力用＞3.5mm4極ジャック
＜音声出力用＞3.5mmステレオミニジャック
＜充電用＞ミニUSBコネクタメス
microSDカード専用スロット
8GB
映像：avi(30fps)、音声：MP3
映像：約8.5MB/分、約0.5GB/時
音声：約1.4MB/分
映像：AVI、ASF、WMV、MP4、MPG、MPEG、MOV、
　　 MKV、FLV、VOB、3GP、DAT、RM、RMVB
音声：MP3、AAC、WMA、WAV、DRM、OGG、
　　 APE、FLAC
最大1280×720(720p)
リチウムイオン電池・950mAh
満充電で約2時間
DC5V/1A

対 応 出 力 機 器

対 応 入 力 機 器

対 応 メ デ ィ ア
対応メディアフォーマット

映像：HDMI出力、RCAコンポジット出力できるテレビなど
音声：3.5mm音声出力できる、イヤホン、スピーカー
RCAコンポジット入力できるビデオデッキなどのAV機器・
ゲーム機、3.5mm音声入力できるカセットデッキなどの
オーディオ機器、スマートフォン、MP3プレーヤーなど
32GBまでのmicroSDHCカード・microSDカード
FAT32・FAT

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。
■ 警告

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。
■ 注意

■ お手入れについて

仕様

充電・設定方法

各部の名称とはたらき

各部の名称とはたらき（続き） 充電・設定方法（続き）

micro SD mini USB

HDMI OUTAV OUT AV IN

＜本体＞

・背面

・上面

・正面

・背面

・右側面

音楽再生時：プレイモード選択
動画再生時：長押しでファイル削除選択

リモコン受光部

キャプチャボタン

操作時：カーソル操作
再生時：音量調節

操作時：カーソル操作
再生時：音量調節

ミュートボタン

操作時：決定
再生時：再生/一時停止

操作時：カーソル操作
再生時：曲送り/戻し

操作時：カーソル操作
再生時：曲送り/戻し

操作時：左カーソルキー
再生時：曲戻し

操作時：右カーソルキー
再生時：曲送り

音楽再生時：
プレイモード選択
動画再生時：
長押しでファイル削除選択

充電用ミニUSB
コネクタメス

充電用ミニUSBコネクタメスへ

充電用ミニUSB
ケーブル

本体

USB AC
アダプタ

microSDカード
専用スロット

＜リモコン＞

MEDIA PLAYER

戻る 電源

リピート/削除
録画

OK

＜本体＞
・底面

MEDIA PLAYER

戻る

電源

リピ
ート
/削除

録画

OK

キャプチャボタン

音量を上げる

電池ケース

・電池挿入方向

音量を下げる

巻き戻し
早送り

ホームボタン
操作時：決定
再生時：再生/一時停止

約3秒間長押しでON/OFFできます。一つ前の画面に戻ります。
電源ボタン電源ボタン戻るボタン戻るボタン

一つ前の画面に
戻ります。

戻るボタン戻るボタン

●電池の挿入方向には十分ご注意
ください。

＋ －

－ ＋

①本体に充電用ミニUSBケーブル、USB ACアダプタを接続します。

①［設定］を選択し、［OK］を押します。

②接続し、電源を入れると、下図のようなポップアップが出ます。
　［充電&再生］を選択すると充電しながら使用できます。

②［日付＆時間］を選択し、［OK］を押します。

③［日付設定］を選択し、［OK］を押します。

④［◀］［▶］で日付を設定し、［OK］を押します。

⑤［時刻設定］を選択し、［OK］を押します。

⑥［◀］［▶］で時刻を設定し、［OK］を押します。

MEDIA PLAYER

戻る 電源

リピート/削除
録画

OK

HDMIポート

スピーカー

リセット
ボタン

再生時に付属の3.5mm4極-RCA
コンポジットケーブルを接続します。

記録時に付属の3.5mm4極-RCA
コンポジットケーブルを接続します。

3.5mm4極ジャック（AV IN）3.5mm4極ジャック（AV IN）3.5mm4極ジャック（AV OUT）3.5mm4極ジャック（AV OUT）

イヤホンやスピーカーを接続します。
3.5mmステレオミニジャック3.5mmステレオミニジャック

＜動作環境＞



00:01:01 / 50:41:29

保存、再生するメモリを選択

音楽を録音する　※カセットデッキの場合

再生する

テレビに接続する

パソコンに接続する

故障かなと思ったら

設定について

3.5mmステレオミニ
ケーブル（別売り）

本体

カセットデッキ

MEDIA PLAYER

戻る 電源

リピート/削除
録画

OK

microSDカード
専用スロット

①［設定］を選択し、［OK］を押します。

②［システム設定］を選択し、［OK］を押します。

③［優先使用メモリ］を選択し、［OK］を押します。

④［優先使用メモリ］を選択し、［OK］を押します。

③microSDカードをスロットに挿入します。
　※カチッと音がするまで押込んでください。
　　取出す場合は、再度押込むと出てきます。

④［内蔵メモリー］を選択し、［OK］を押します。

■内蔵メモリーに保存、または内蔵メモリー内のデータを再生する場合

■microSDに保存、またはmicroSD内のデータを再生する場合

①本体とカセットデッキを
　接続します。

■3.5mm4極-RCAコンポジットケーブルの場合

②［録音］を選択し、［OK］を押します。

②［録画］を選択し、［OK］を押します。

⑤［カードメモリー］を選択し、［OK］を押します。

充電・設定方法（続き） 充電・設定方法（続き） 使用方法（続き） 使用方法（続き）

保証規定・保証書

映像を録画する　※ビデオデッキの場合

3.5mm4極-RCA
コンポジットケーブル3.5mm4極ジャック

（AV IN）へ

本体

ビデオデッキ

MEDIA PLAYER

戻る 電源

リピート/削除
録画

OK

①本体とビデオデッキを接続します。

使用方法
③カセットデッキの再生ボタンを押し、音楽が再生されたのを確認したら、
録音したいタイミングでキャプチャボタンを押します。

　※タイムバーに録音時間がカウントされます。

③ビデオデッキの再生ボタンを押し、映像が本体のディスプレイに表示され
たのを確認し、録画したいタイミングでキャプチャボタンを押します。
　※画面左下に録画時間とメモリの録画可能時間が表示されます。
　　認識の関係上、数値が安定するまで約1分程度かかる場合があります。
　また、カウントがぶれる場合がありますが、録画には影響ありません。

①［動画］、［音楽］、［画像］の中から再生したいファイルの種類を選択し、
［OK］を押します。

②動画は［TVINフォルダ］、音楽は［RECフォルダ］、画像は［PICフォルダ］の中
のデータの再生ができます。表示されたフォルダを選択して［OK］を押し、
再生したいファイルを選択し、再度［OK］を押すとファイルが再生されます。

付属の3.5mm4極-RCAコンポジットケーブル、またはHDMIケーブル（別売り）
で接続すると、本製品のディスプレイからテレビに映像出力が切り替わり、
テレビで画面を確認することができます。

接続すると、下図のようなポップアップが出ます。
「充電＆データ転送」を選択すると、内蔵メモリ、microSD内のデータの読み込
み、内蔵メモリ、microSD内へのデータの書き込みができます。

※データの書き込みは行えますが、本体側で再生できるのは、［TVINフォルダ］
内の動画、［RECフォルダ］内の音楽、［PICフォルダ］内の画像のみです。

※720pを超える動画や、1280pixelを超える画像は読み込みができない場合があります。

［設定］を選択すると下記の設定が可能です。
■表示設定
・バックライトタイム：操作終了から画面消灯までの時間を設定できます。
 off（消灯なし）・5秒・10秒・20秒・30秒・1分・5分から 
 選択できます。
■省エネモード
・無操作時自動電源オフ設定：off・10秒・30秒・1分・３分・5分・10分から選択
 できます。
・再生時自動電源オフ設定：off・10分・30分・1時間・2時間・3時間・4時間・5時間 
 から選択できます。
■言語：English・日本語・簡体中文・繁體中文・FranCais・Deutsch・
　Espanolから表示言語の選択できます。
■システム設定
・詳細情報：ファームウェアバージョン、各メモリの容量を表示します。
・優先使用メモリ：保存・再生するメモリを選択できます。「充電・設定方法」参照
・内蔵メモリをフォーマット：内蔵メモリを初期状態にします。
・カードをフォーマット：microSDを初期状態にします。
・初期設定に戻す：全ての設定を出荷時の状態に戻します。
■TV：録画、テレビ出力時の出力形式をPALまたはNTSCから設定できます。
※デフォルトはNTSCに設定されています。

Q.画面がフリーズして操作ができない
A.裏面のリセットボタンをクリップなどで押すことをお試しください。

④録画を停止したいタイミングで、再度キャプチャボタンを押すと、録画を停
止し、指定したメモリー内の［TVINフォルダ］に保存します。

※初回、またはTVINフォルダがメモリ内にない場合には、保存時にTVINフォ
ルダが自動作成されます。

④録音を停止したいタイミングで、再度キャプチャボタンを押すと、録音を停
止し、指定したメモリー内の［RECフォルダ］に保存します。
※初回、または［RECフォルダ］がメモリ内にない場合は、保存時に［RECフォ
ルダ］が自動作成されます。

3.5mm4極-RCA
コンポジットケーブル

3.5mm4極ジャック
（AV OUT）へ

本体 テレビ

MEDIA PLAYER

戻る 電源

リピート/削除
録画

OK

3.5mm4極ジャック
（AV IN）へ

動画 音楽 画像

■HDMIケーブルの場合

HDMIケーブル
（別売り）

HDMIポートへ

充電用ミニUSB
コネクタメスへ

本体 テレビ
MEDIA PLAYER

戻る 電源

リピート/削除
録画

OK

充電用ミニUSB
ケーブル

本体 パソコン

MEDIA PLAYER

戻る 電源

リピート/削除
録画

OK

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
BH/BA/KIDaSz

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。

サンワダイレクト

※端子面を上にして
　挿入します。

電
源

除
録
画

O
K

保証書

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日　　年　  月　  日

型 番: 400-MEDI028 シリアルナンバー:
お客様 ・ お名前 ・ ご住所 ・ TEL

販売店名 ・ 住所 ・ TEL

１.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました
　場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　（１）保証書をご提示いただけない場合。 
　（２）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 
　（３）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 
　（４）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。  
　（５）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
　（6）譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。 
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。 
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な
信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。

　これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。


