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モバイルプロジェクター（400-PRJ002）取扱説明書 

はじめに 

バッテリーの取り付け 

バッテリーケースカバーを取り外し、単三電池を 4本挿入します。より良い効率性のため、アルカリま

たは充電式電池のご利用をお勧めします。  

※ 電池は USB 接続時に充電されることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース側面を押さえ横にスライドさせてください。 

 

SD カード（別売）を挿入する 

1. バッテリーケースカバーを開くと、電源 DC 入力と同じ側面に SD カードスロットがあります。 

2. SD カードを挿入します。 

注記:  

(1) 写真またはビデオを再生するには、データを SD カードに保管しておく必要があります。  

(2) ご使用のパソコンから、USB ケーブルを使用して内蔵メモリにデータを転送し、保存することも可能

です。 

(3) SD カードを取り外すには、挿入された SD カードを押すと取り出す事ができます。 

 操作説明 

電源オン 

電源ボタンを 4秒間押し続けて、機器の電源をオンにします。 

電源ボタンはプロジェクターの左側にあります。 

ファイルの再生 

内蔵メモリあるいはＳＤカードから再生するソースを選択します。  

内蔵メモリを参照する場合、「internal memory」を「OK」を押してください。SD カードが正しく挿入さ

れている場合、SD カードも選択できるようになります。 

フォーカスの調整 

画像を鮮明にするためフォーカスホィールを回転させて調整します。 



ESC ボタン 

ESC ボタンを押すと、前のページに戻ったり、終了したりします。 

輝度ボタン 

輝度ボタンを押すと、通常の輝度と高い輝度(光の出力が約 20％増加します)が切り替わります。 

注記:  

輝度が高いほど電力を消費するため、電池の寿命に影響を与えます。  

 メインメニュー 

設定を使用してプロジェクターのさまざまな設定の変更や、ビデオ（動画）やフォト（写真）をスクリ

ーン上に映写することができます。 

注記: 

(1) ボタン説明: 

 (上/下)のボタンを使用すると、設定をスクロールすることができます。 

 (左/右)のボタンを使用すると、オプションをスクロールすることができます。 

ESC ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

(2) OK をおして設定を確定する必要はありません。選択したオプションはシステムが自動的に保存しま

す。 

 設定 

「フォト設定」「ビデオ設定」「システム設定」を選択できます。 

フォト設定（写真設定） 

フォト設定により、ユーザーはディスプレイモード、ディスプレイ比、スライドショー再生時間、およ

びスライドショー効果をセットアップすることができます。  

1. ディスプレイモード:スライドショー/ブラウズモード/サムネイル 

スライドショー…写真をスライドショーさせます。 

ブラウズモード…写真を静止させて表示できます。 

サムネイル…画像をまとめて表示できます。 

2. ディスプレイ比:あわせてクロップ/全画面/画面に合わせる 

3. スライドショー再生時間:5 秒 /15 秒/30 秒/60 秒/5 分/15 分  

写真が切り替わる時間を変更できます。 

4. スライドショー効果:  

写真が切り替わる際、「3D回転」などさまざまな効果を付けることができます。 

ビデオ設定 

ビデオ設定により、ビデオの再生中にディスプレイモードおよび再生モード機能をセットアップするこ

とができます。 

1.ディスプレイモード:元のサイズ/全画面 

2. 再生モード:一回/繰り返し/ランダム 

システム設定 

システム設定により、ユーザーはプロジェクターの OSD(オンスクリーンディスプレイ)の言語を設定でき

ます。また、デフォルト設定にリセットすることができます。 



ビデオ（ビデオ再生モード） 

1. メインメニューモードにて、(左/右)ボタンを押してビデオアイコンを選択、OK を押してビデオモ

ードを起動します。 

2. ビデオモードを選択し、(上/下)ボタンを押してビデオ一覧をスクロールし、再生したいビデオで

OK を押してビデオを再生します。  

3.  (左/右)ボタンを使用して次/前のビデオファイルページに移動します。 

4. ビデオ再生中のボタン説明は以下の通りです。 

 
音量アップ 

音量ダウン 

次へ 

次へ 

確認/OK 

前のページに戻る

上 
下 

左 

右 
確認 

ESC 
 

 

5. リモコン上の Video Hot Key（ビデオホットキー）の説明: 

 
音量の上/下 

ビデオ再生 

一時停止 

次のビデオファイル 

前のビデオファイル 

 

フォト（写真再生モード） 

メインメニューモードにて、(左/右)ボタンを押してフォトアイコンを選択、OKを押して写真モードを起

動します。  

注記: 

(1)写真再生モードフォト設定の機能に従います。 

(2)写真再生モードでのデフォルト設定はスライドショーです。 

 

1. スライドショーモード: 

スライドショーモードの最中に、OK を押してブラウズモードに切り替えることができます。 

注記: 

(1) スライドショーモードに再度戻りたい場合は、ESC を押してサムネイルモードに戻り、そして OK

を押してスライドショーを開始します。 

(2) サムネイルモードでは、 (上/下/左/右)ボタンを押して写真を選択し、OK を押してスライドショ

ーを開始することができます。 

(3) ESC を押すと、サムネイルモードに戻ることができます。 



 

2. ブラウズモード: 

初期設定でブラウズモードを選択するもしくは、スライドショーモードの最中に OK を押すことでブ

ラウズモードになります。 

 

ブラウズモード機能:  

ズームイン 

(1) ブラウズモードにて OK ボタンを押すと、125％から 250％までズームインすることができま

す。ESC を押すと、通常のサイズに戻ります。  

(2) ズームインモードにて、 (左/右)ボタンを押すと写真の位置が左右に移動します。ESC を押

すと、通常の位置に戻ります。 

(3) ズームインモードにて、 (上/下)ボタンを押すと写真の位置が上下に移動します。ESC を押

すと、通常の位置に戻ります。 

回転 

回転機能により、ユーザーはブラウズモード内で写真の角度を回転し調整することができます。  

(1) LEFT(左)ボタンを押すと、写真は左回りに 90° 回転します。  

(2) RIGHT(右)ボタンを押すと、写真は右回りに 90° 回転します。 

(3) UP(上)ボタンを押すと、前の写真が表示されます。 

(4) DOWN(下)ボタンを押すと、次の写真が表示されます。 

注記:  

スライドショーモードの最中には画像を回転することはできません。 

 

AV 入力接続 
他のデバイスに保存されているファイルの再生 

メディアプレーヤーをプロジェクターに接続する前に、メディアプレーヤー専用の TV 出力ケーブルと、 

プロジェクター用の AV ケーブルを準備する必要があります。 

 

白 

赤 

黄 

メディアプレーヤー

携帯電話

デジタルカメラ/
ビデオカメラ 

ビデオゲーム 

白

赤

黄

 

USB 接続 
内蔵メモリあるいは SD カードにアクセスする 

パソコンからのデータを、USBケーブルを使用して内蔵メモリあるいは SDカード(オプション)に転送します。 

   



 

 

 イヤホン/スピーカー接続 
ヘッドホンもしくスピーカーを接続する事ができます。 

 

 

リモートコントローラー 

 
エスケープ:前のページに戻る 

OK: Enter

上 

下 

左 

右 

ビデオホットキー: 

V+/ V‐ :音量の上/下 

ビデオ再生 

一時停止 

次のビデオファイル 

前のビデオファイル  

 

LED インジケーター 

LED 点灯色 説明 

緑 電源オンおよび通常の電池残量 

緑に点滅 安全に関する注意 

赤く点滅 電池残量が残り僅か 

注記:  

(1) 安全に関する注意は、機器の温度が 65°C を超えた場合に機器の過熱を避けるため保護するものです。

ユーザーは、通気口を防ぐことなく、適切に通気する環境で本機器をご使用ください。  

(2) 電池残量は、電池の種類によって異なります。 

 



付属品 

・ USB ケーブル 

・ AV ケーブル 

・ 三脚 

・ リモコン 

・ キャリングポーチ 

ユーザーガイド（本書） 
 



 

プロジェクターの仕様 

光学エンジン 3M Color Sequential engine (MM200) 

解像度 640 x 480 (VGA) 

アスペクト比 4:3 

照明用光源  RGB LED 

輝度(ANSI) 10 - 12 ANSI ルーメン  

シーケンシャル・コントラスト

比 
200:1 標準、最小 80:1 

フォーカス 手動 

音声 内蔵ステレオスピーカー0.5W 2 機 

対応形式: 

Photo(写真):JPEG/BMP (写真) 

Video(ビデオ):AVI/MOV/DivX/XviD/3GP/MP4* (ビデオ) 

AV IN(AV 入力):メディアプレーヤー専用の TV 出力ケーブル

と接続します。  

データ入力  
複合 AV、mini USB、SD カードスロット、 

内蔵 1GB メモリ 

OSD 言語  
英語/日本語/スペイン語/フランス語/ドイツ語/イタリア語

/繁体字中国語/簡体字中国語/ヘブライ語 

電源入力 単三電池 4本 

  

安全装置 
本機器は動作温度が 65°Cを超えると自動的にオフになりま

す。 

運用温度 5°C ~ 45°C 

保管温度  -35°C ~ 85°C 

安全装置 
本機器は動作温度が 65°Cを超えると自動的にオフになりま

す。 

寸法 115 x 60 x 26 mm 

重量 117g（電池を装着していない場合） 



安全に関する注意 

1. 危険電圧に関する危険性を防ぐために: 

a. この機器はいかなる形式でも改造しないでください。  

b. 湿っている環境で壁の電源コンセントを使用しないでください。 

c. 破損の見られる電源コンセントを使用しないでください。使用前に破損箇所を交換してください。 

2. 火災または爆発に関する危険性を防ぐために: 

a. プロジェクタまたは電池をいかなる液状物質にも浸さない、あるいは濡れることのないようにして

ください。  

b. バッテリーパックを解体または短絡しないでください。 

c. 直射日光、過度の熱、湿気あるいは腐食性のある環境に電池を置く、あるいは保管することはやめ

てください。 

3. 本機器を高温状態、または直射日光に当てないでください。機器が破損することがあります。 

4. 機器は丁寧に取り扱ってください。プロジェクター本体に強い圧力を加えないで下さい。 

5. 安全のために、嵐や雷の際には機器を使用しないでください。 

6. 機器は幼児の手の届かない場所に保管してください。 

7. 水がかからないように注意してください。ご使用の前には手を乾かしてください。 


