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安全にお使いいただくために
ご使用の前にこの「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。
製品を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

危険

人が死亡または重傷を負う恐れが大きい内容を示しています。

警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

注意

人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

記号は、禁止される行為を表しています。
記号は、行わなければならないことを表しています。

危険
内蔵バッテリーは火中投入、加熱、
高温下で放置、充電、使用しない

高温になる場所に置かない

窓を閉め切った車の中、ダッシュボード
の上や直射日光が当たる場所、暖房器具
や熱器具のそばなど、高温になる場所に
置かないでください。
火災や破損、感電の原因となります。

液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となり
ます。

内蔵バッテリーは指定の方法で充電
する

間違った方法で充電すると、火災や破損、
液漏れ、故障の原因となります。

警告

プラグ
を抜く

煙が出たり、変なにおいや音がしたり
するなどの異常が見つかったら、す
ぐに電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因
となります。弊社サポートセンターに修
理をご依頼ください。お客様による修理
は危険ですのでおやめください。内部に
は高電圧部分があるため、感電の原因と
なります。
お客様による修理は絶対にしないでくだ
さい。内部の点検、調整、修理は、弊社
サポートセンターにご相談ください。

電源プラグはきちんと差し込む

差し込みが不完全ですと、火災・感電の原
因となります。

電源プラグの付着物は取り除く

ほこりなどがたまると火災の原因となりま
す。プラグを抜いて乾いた布でふき取っ て

ください。

はじめに
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安全にお使いいただくために
風呂場などで使用しない

AC アダプターは必ず仕様の範囲内で
使用する

火災や感電、故障の原因となることがあ
ります。
弊社以外の AC アダプターが原因で故障
した場合は保証対象外となります。

火災・感電・故障の原因となります。
水場禁止

雷が鳴りだしたら AC アダプターや
ケーブルに触れない
接触禁止

傷んだケーブルを使用しない、破損
させない

• ケーブルを傷つけたり、破損させたり、
加工しないでください。
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っぱっ
たり、加熱したりしないでください。
• 重いものをのせないでください。
• 熱器具に近づけないでください。
• ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ
ぱらずに必ずプラグ部分を持って抜いて
ください。

濡れた手で AC アダプターやケーブ
ルを抜き差ししない

感電の原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。
キャビネットを開けないでください。
内部には高電圧部分があるため、感電の
原因となります。

レーザー光は絶対にのぞき込まない

ディスクの読み取りにはレーザー光を利
用しています。本体ケースを開けたり、
本機の記載によらない操作を行って、レー
ザー光を直接のぞかないでください。視
力障害の原因になる場合があります。

感電の原因になることがあります。

運転中は絶対に使用しない

車やオートバイ、自転車などを運転しな
がら、または歩行しながらの操作・視聴は、
絶対におやめください。
また運転中、運転手以外の方が視聴する
場合は、運転の妨げとならないよう、音
量などに注意してください。
重大な事故の原因となります。

内部に水分や異物を入れない
金属類や燃えやすいもの、水分などが内部
に入ると、感電や火災の原因となります。
• 金属類や燃えやすいものを内部に差し込ん
だり、落とし込んだりしないでください。
• 本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さ
な金属類を置かないでください。

• 水がかかるような場所では使用しないで
ください。

注意
布や布団で覆わない

本体や AC アダプターなどを布や布団、
毛布で覆ったり、包んだりしないでくだ
さい。内部に熱がこもり発火やけが、感
電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところ、油煙や
湯気が当たるところに置かない
火災や感電の原因となることがあります。
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液晶パネルを強く押したり、強い衝
撃を与えたりしない
液晶パネルが割れてけがの原因となるこ
とがあります。
液晶パネルが割れた場合、パネル内部の
液体には絶対に触れないでください。
万一目や口に入ったり、皮膚に付着した
場合は、すぐに洗い流して医師にご相談
ください。

安全にお使いいただくために
電源ケーブルは正しく抜き挿しする

斜めから挿すなど無理な力がかかる挿入
をしないでください。
端子が破損し、保証対象外となります。

電源ケーブルを挿し込んだ状態で端
子に圧力をかけない

挿し込んだ状態で根元に圧力をかけると
端子が破損し、保証対象外となります。

安全のため AC アダプターの電源プ
ラグを抜く
次の場合は電源プラグをコンセントから
抜いてください。
• 旅行などでしばらく使わない場合。
• お手入れをする場合。
• 本機を移動させる場合。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台や傾いた台などに置くと、
落下によるけがや物損事故の原因となる
ことがあります。

本機の上に重いものを置いたり、乗っ
たり、強い衝撃を与えたりしない

破損やけがの原因となることがあります。

ディスクは回転が止まってから取り
出す

けがの原因となります。またディスクが
傷つく恐れがあります。

破損または変形したディスクは使用
しない

本体を傷つけたり、本体内部に破片が飛
び散ったりする恐れがあります。ディス
クをさらに傷つける恐れがあります。

長時間使用しないときは電源プラグ
を抜く

長時間しないときは安全のために AC ア
ダプターをコンセントから抜いてくださ
い。

お手入れのときは電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れす
ると感電や破損の原因となることがあり
ます。

移動するときはすべての接続を外す

AC アダプターやオーディオ・ビデオコー
ドなどを外してから移動してください。
コードが破損すると、火災や感電の原因
となります。

乳幼児の手の届かない場所に置く

液晶画面やディスクトレイの開閉で手を
はさまれ、けがの原因になる場合があり
ます。

お子様に長時間使用させない

目が発達段階にあるお子様の場合、長時
間使用すると視力の発達を妨げたり、目
に悪影響を及ぼす危険性がございますの
で、使用を短時間に制限してください。

大音量で長時間続けて聞かない

耳を刺激するような大音量で長時間続け
て音を聞くと、聴力障害の原因になった
り、周囲の迷惑になったりします。ヘッ
ドホンを使用するときは特に注意してく
ださい。

はじめに
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使用上の注意
注意
ディスクは正しく取り扱う

• ディスクを汚さないように、再生面に
は触れないでください。

• ディスクに紙やテープを貼らないでく
ださい。

• ディスクに直射日光や熱源を当てない
でください。
• 再生後はディスクケースに保管してく
ださい。
• ディスクを清掃する際は、柔らかくて
清潔な布でディスクの中心から放射状
に拭いてください。

お手入れに化学薬品を使わない

お手入れにはベンジンなどの化学薬品を
使わないでください。表面が変質する原
因となります。汚れが付いた場合は柔ら
かい布で拭いてください。油汚れの場合
は、薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸
して固く絞り、軽く拭いてください。

結露した状態で電源を入れない

寒い場所から温かい場所へ急に移動した
り、本機を湿気の多い場所に置いたりす
ると、湿気が本体の表面や内部に結露す
ることがあります。このまま電源を入れ
ると故障の原因となりますので、本機の
電源を入れずに放置し、結露を蒸発させ
てからご使用ください。
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仕様上の注意事項

• 液晶パネルに画素欠けや常時点灯する
画素が生じる場合があります。必ずし
も不良ではありませんので、あらかじ
めご了承ください。
• バックライトには寿命があります。異
常が認められた場合は修理をご依頼く
ださい。バックライトは消耗品のため、
修理は保証対象外となります。
• 本機をテレビやラジオなどの電気機器
に隣接して設置した場合、映像や音声
に雑音が入るなど影響を及ぼす可能性
があります。両者を遠ざけるなどの対
策を講じてください。

付属品の確認
本製品にはポータブル DVD プレーヤー本体のほか、以下のものが同梱され
ています。
・AC アダプター：1 個

・オーディオ・ビデオケーブル：1 本

・リモコン：1 個

・取扱説明書 ( 本書 )：1 冊
・保証書：1 枚

ご使用の前に
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各部の名称
【プレーヤー本体】

①. 液晶表示部
②. 再生/一時停止、停止ボタン
③. メニューボタン
④. 早戻し/前スキップボタン、
早送り/後スキップボタン
* 短く押すとサーチ（早送り/ 早戻し）
、2 秒以上
長く押すとスキップ（飛び越し）として機能します。

⑤. スピーカー
⑥. リモコン受光部
⑦. 電源/ 充電ランプ
⑧. 入力切換ボタン*/設定ボタン
*メモリーカード/USBとDVDを切り換えます。

⑨. メニューボタン、
再生/一時停止ボタン
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⑩. 上/下/左/右ボタン、決定ボタン
⑪. 音量−/＋ボタン
⑫. 開くボタン
⑬. 電源スイッチ(ON/OFF)
⑭. SDカードスロット
⑮. USB端子
⑯. AV出力端子
⑰. ヘッドホン端子
*ヘッドホンを接続すると本機のスピーカーからは
音がでなくなります。
*スマートフォン用の4極のヘッドホン/イヤホン
には対応していません

⑱. 電源入力端子
⑲. HDMI出力端子

各部の名称
【リモコン】

①.
②.
③.
④.

消音ボタン
スタンバイ(待機)ボタン
10 秒戻しボタン
上/ 下/ 左/ 右方向ボタン、
再生/一時停止（決定ボタン）
⑤. 低速ボタン
⑥. 早戻しボタン/早送りボタン
⑦. メニューボタン
⑧. 音声ボタン
⑨. 数字ボタン
⑩. 画面表示ボタン
⑪. 画面調節ボタン
⑫. 送信部
⑬. 音量− / ＋ボタン

⑭.
⑮.
⑯.
⑰.
⑱.
⑲.

リピートボタン
27 秒送りボタン
A-Bリピートボタン
停止/戻るボタン
早見早聞ボタン
前スキップボタン
後スキップボタン
⑳. ズームボタン
㉑. 字幕ボタン
㉒. ジャンプボタン
㉓. スリープボタン
㉔. 設定ボタン
㉕. 入力切換ボタン

ご使用の前に
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充電する
ご使用前にポータブル DVD プレーヤーを充電してください。
前面の充電ランプが赤色に点灯します。

ACアダプター
カーバッテリー
アダプター(別売 )

【充電に関する注意】

充電時間は主電源オフの状態で約 4.5 時間です。
AC アダプタは付属の純正品をご使用ください。
他社製 AC アダプターで充電された場合の不具合は保証対象外となります。
( 周囲温度などの環
境により充電時間は変わります。
)
赤色の充電ランプが緑色に変わると充電は完了です。
電源ケーブルを挿し込むときは、端子に対して真っ直ぐ差し込んでください。

充電した状態 ( 電源ケーブルを挿し込んだまま ) でプレーヤーを移動しないでください。
端子に力が加わり破損の原因になります。
バッテリー残量がゼロに近づくと画面右下に電池マークが表示され、点滅します。
すみやかに充電してください。

【バッテリーに関する注意】

バッテリーは消耗品です。充放電回数の目安は約 500 回です。
高温下で充電しないでください。
低温下では動作時間が短くなります。
バッテリーは、完全に空になる前に充電を始めてください。
長時間ご使用にならなかった場合はバッテリーが空の状態になっている可能性があります。
その場合、すぐに充電が開始されず、
また充電完了までの時間が長くなります。

9

ご使用の前に

リモコンの準備
リモコンの電池格納部にある透明シートを引き抜いてご使用ください。
同梱されているボタン電池は試供品です。電池がなくなったら市販のボタン電池「CR2025」を
購入し、交換してください。

リモコンの電池交換

1. ①の部分にツメを掛けて矢印の方向へ押しながら、②の部分にツメを掛けて
引き出します。
2. 電池
（CR2025）を入れ替えます。
3. 元に戻します。
リモコンの操作範囲
リモコンは本体のリモコン受光部に向けて、
下図の範囲で操作してください。
• ボタンを押しても動作しにくくなった場合は、新しい電池
と交換してください。
• リモコンを長期間使用しない場合は、電池を取り外して
おいてください。

【リモコンに関する注意】

• リモコン受光部に直射日光が当たったり、インバーター式
の蛍光灯の近くで使用すると誤動作をすることがありま
す。この場合は位置を変えてください。

ご使用の前に
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再生できるメディア
再生できるメディアの種類
本機では下記のメディアを再生できます。
種類

メディアの種類

DVD-Video

・市販のDVDビデオ
・DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/
＋RWにDVD-VIdeo形式で記録されたもの

DVD-VR
(CPRM対応)

・DVD-R/RW、DVD-R DLにDVD-VR形式
で記録されたもの

ビデオCD
音楽CD

データ

・市販のビデオCD
・CD-R/RWにビデオCD形式で記録されたもの
・市販の音楽CD
・CD-R/RWに音楽CD形式で記録されたもの
・JPEG形式の画像、MP3形式の音楽、AVI形
式の動画(Xvid/MPEG-4シンプルプロファイ
ル)が入ったSDカード、USBメモリー

次のメディアは本機では再生できません

•
•
•
•
•

レコーダーで録画した DVD で、ファイナライズされていないディスク。
ブルーレイ、HD DVD、DVD オーディオ、SACD、
DVD-RAM ディスク。
AVCHD や AVCREC 方式、
HD Rec 方式で記録されたディスク。
パケットライト方式で記録されたデータディスク。
そのほか、傷や汚れに対する耐性を高めたハードコート（HC）ディスクやコピーコントロール CD
などの特殊なディスクは再生できない場合があります。
• SD カードや USB メモリーはメディアの記録状態やフォーマット、製造メーカーなどによっては
再生できない場合があります。
• JPEG/MP3/AVI 形式であっても条件によっては再生できない場合があります。

再生できるリージョンコード
DVD ビデオ及び DVD 再生機器には、地域ごとに割り当てられたリージョンコー
ドが記録されています。
市販の DVD ビデオは、DVD 再生機器のリージョンコード
と一致していないと再生できません。
日本国内のリージョンコードは ２ です。
本機のリージョンコードも ２ に設定されており、
DVD のケースなどに右のマークのあるディスクが
再生できます。
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基本的な使い方
ディスクをセットする
１．電源の準備をする。

充電する、または AC アダプターを接続し
ます。

４．
開く ( ) ボタンを押してディスク
トレイを開ける。

２．電源スイッチをオンにする。

５．
ディスクをセットする。
３．ディスプレイ部の手前を持って、
カバーを開ける。

ディスクのラベル面を上にして、中心軸にカ
チッと固定されるようセットします。

６．
ディスクトレイを閉める。

ディスクトレイの
「閉じる」を押しながらカ
チッとロックするまでしっかり閉めます。閉
じると自動的に再生が始まります。

DVD を再生する
１．再生 /一時停止 (

) ボタンを押す。

◆ 再生中に再生 / 一時停止ボタンを押すと、一
時停止します。

２．
DVD メニューが表示されます。

方向 ( ↑ / ↓ / ← / → ) ボタンでメニュー内
容を選び、
再生/一時停止ボタンで選びます。

◆ メニューがないディスクでメニューは表示さ
れません。
◆ 再生中にメニューを表示したい場合は、リモ
コンのメニューボタンを押します。

◆ 本体で操作する場合、

ボタンで選びます。

操作禁止マークについて

DVD では、制作者の意図により、
シーンによって操作が禁止されていることがありま
す。その場合は右図のマークが表示されます。
基本操作
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基本的な使い方
３．字幕を変更したい場合は、
字幕ボタ
ンを押す。

６．
音量を調節する。
①音量調節ボタンで調整する。

押すごとに字幕が切り替わります。

◆ 字幕を表示させたくない場合は、字幕オフに
します。
◆ 録画ディスクなど字幕が記録されていない
ディスクでは、字幕を切り替えることはでき
ません。

②消音する。

4．音声を切り替えたい場合は、
音声ボ
タンを押す。
押すごとに音声が切り替わります。

◆ 録画ディスクなど音声が1つしか記録されて
いないディスクでは、音声を切り替えること
はできません。

５．
停止する場合は、
停止ボタンを押す。

◆ 停止後に再生 / 一時停止ボタンを押すと、停
止した位置から再生します。
◆ 完全に停止する場合は、停止ボタンを 2 回押
します。
13

基本操作

◆ 消音中に音量ボタンを押したり、消音ボタン
を再度押すと、通常音量に戻ります。

いろいろな再生方法
早戻し/ 早送り (◀◀/▶▶)

押すごとに 5 段階で再生速度が変わります。

◆ 早戻し / 早送り中に再生 / 一時 停止ボタン
を押すと通常再生に戻ります。
◆ 早戻し / 早送り再生中は音声は出ません。

前へ / 次へ (丨
◀◀/▶▶
丨)

押すごとに前のチャプターに飛び越します。

早見早聞

DV D の映像を音声付きで約1.5 倍速再生
します。

◆ もう一度、早見早聞ボタンを押す、または再
生 / 一時停止ボタンを押すと通常再生に戻
ります。
◆ 早見早聞時、
字幕は表示されません。
◆ 早見早聞機能は DV D -Video ディスクでの
再生に対応しています。その他のメディアに
は対応していません。

27 秒送り(CM スキップ )

押すごとに 27 秒先に飛び越します。

押すごとに次のチャプターに飛び越します。

◆ 再生中は本体右方向 ( ＞) ボタンも 27 秒送
りボタンとして機能します。
◆ CM が1分以上続くときは複数回押します。

10 秒戻し
◆ 本体の早戻し / 前スキップボタンは、短く押
すと早戻し、2 秒以上長押しすると前スキッ
プボタンとして機能します。同じく早送り /
後スキップボタンは、短く押すと早送り、
2秒
以上長押しすると後スキップボタンとして機
能します。

押すごとに10 秒前に戻ります。

◆ 再生中は本体左方向 (＜ ) ボタンも10 秒戻
しボタンとして機能します。

基本操作
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いろいろな再生方法
スロー再生

押すごとに 4 段階で再生速度が変わります。
1/2 →1/4 →1/8 →1/16 →通常再生

◆ スロー中に再生 / 一時 停止ボタンを押すと
通常再生に戻ります。

A-Bリピート再生

再生中に自分で指定した区間を繰り返し再
生します。
１．
リピートを開始する場所で A-B ボタンを
押す。

２．
リピートを終了する場所でもう一度 A-B
ボタンを押す。

レジューム再生

本にしおりをはさむように、今まで観ていた
シーンを覚えることができます。
１．
再生中にディスクトレイを開けてから
電源スイッチをオフにする。

◆ A-B ボタンを繰り返し押して表示をオフにす
ると、通常再生に戻ります。

リピート再生

押すごとにディスク全体、タイトル、チャプ
ターで繰り返し再生することができます。
チャプター→タイトル→すべて→通常再生

２．
電源スイッチをオンにすると中断を
停止した位置から再生が始まります。

◆ 再生位置の情報は DV D で1枚分まで記憶
できます。2 枚目の DV D の情報を記憶する
と最初の記憶位置は消去されます。
◆ レジューム機能を使用したくない場合は、設
定からオフにすることができます。
◆ 音楽 CD の記憶枚数は1枚です。
◆ データファイルの再生ではレジューム機能は
働きません。
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◆ ディスクによっては操作できない場合があり
ます。
◆ CD 再生時は押すごとにトラック→すべて→
通常再生となります。
◆ リピートボタンを繰り返し押して表示が消え
ると、通常再生に戻ります。

いろいろな再生方法
ズーム再生

押すごとに映像を拡大または縮小すること
ができます。
2x → 3x → 4x →1/2x →1/3x →1/4x
→通常再生

ジャンプ機能

タイトルやチャプターの番号を指定したり、そ
れぞれの先頭からの時間を指定して、その位
置にジャンプすることができます。
字幕、音声、
リピートなどの各種制御も行えます。
１．
ジャンプボタンを押してコントロール画面
を表示する。

◆ 拡大表示のときに方向 (↑/↓/ ← / → ) ボタ
ンを押すと、表示位置を移動することができ
ます。

再生情報

押すごとにディスクの再生情報を切り替え
ることができます。
タイトル経過時間→タイトル残り時間→
チャプター経過時間→チャプター残り時間
→表示オフ

 

２．
上下方向 (↑/↓) ボタンで項目を選んで、
再生 / 一時停止ボタンを押す。
◆ タイトル番号、チャプター番号、音声言語、字
幕言語、アングル、タイトル時間、チャプター
時間、
リピート、
表示時間を設定できます。
◆ CD 再生時はトラック経過時間→トラック残
り時間→ディスク経過時間→ディスク残り
時間の順に表示されます。

◆ ディスクに記 録されているタイトル、チャプ
ターやそれぞれの時間を超える数字は受け
付けません。

基本操作
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いろいろな再生方法
ブックマーク機能

好きなシーンでブックマークを付けておくと、
いつでもその位置に移動することができます。
１．再生中にジャンプボタンを 2 秒以上押し
てブックマーク画面を表示する。

数字ボタン

DVD のチャプターやタイトルを数字ボタン
で直接選んで再生することができます。
１．
再生中に再生を始めたいチャプター番号
を入力する。

２．
マークしたいシーンになったら再生 / 一時
停止ボタンを押す。
チャプター 3 を指定する→「０」
「３」
チャプター 15 を指定する→「1」
「5」

３．
方向ボタンで再生したいブックマークを
選んで再生 / 一時停止ボタンを押し、
シ
ーンを呼び出す。
◆ 右方向
（→）ボタンを押してブックマークの枠
を移動します。次にマークしたいシーンになっ
たら、再生 / 一時停止ボタンを押します。同様
にして 12 ヶ所までマークを付けることがで
きます。
◆ ブックマークの枠は、順番に関係なく方向ボ
タンで好きな枠を選んで、マークを付けるこ
とができます。
◆ すでにマークされた枠を選んで停止ボタンを
押すとブックマークは消去されます。
◆ 電源を切ったりディスクトレイカバーを開け
ると、すべてのブックマークが解除されます。
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基本操作

◆ タイトルを選びたい場合は
「0」を入力し、←
ボタンを押してタイトルにカーソルを移動し
てから数値を入力してください。
◆ CD の場合はトラック番号を指定できます。
◆ ディスクに記録されている以上の数値は入
力できません。

いろいろな再生方法
画面サイズの変更

押すごとに画面の縦横比を 16:9 と 4:3 に
切り替えます。

待機モード

本機を待機状態にすることができます。

◆ 待機状態でもう一度スタンバイボタンを押す
と電源がオンになります。
◆ 電源ランプは点灯したままになります。
◆ 電源オフと同じ状態ですが、待機電力を消費
します。長時間ご使用にならない場合は、右
側面の電源スイッチをオフにしてください。

スリープ機能

指定時間後に待機モードになります。押すご
とに待機までの時間を切り換わります。
30 分→ 60 分→ 120 分→ 180 分→
240 分→オフ

基本操作
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他のメディアを再生する
音楽 CD を再生する
１．再生 /一時停止 (

) ボタンを押す。

◆ 再生中に再生 / 一時停止ボタンを押すと、一
時停止します。

２．前へ / 次へ (丨
◀◀/▶▶
丨) ボタンや早
戻し/ 早送り (◀◀/▶▶) ボタンで
好きなトラックや再生位置を選ぶ。

３．
停止する場合は、
停止ボタンを押す。

◆ 停止後に再生 / 一時停止ボタンを押すと、停
止した位置から再生します。
◆ 完全に停止する場合は、停止ボタンを 2 回押
します。

◆ DVD 再生で説明したレジューム再生、A-B
リピート、リピート再生、ブックマーク再生、
再生情報の表示、数字ボタンでのトラック選
択などの機能を利用できます。

SD カード /USB メモリーを再生する
１．メディアをセットする。

SD カードまたは USB メモリーを右側面の
S D カードスロットまたは U S B 端子にそれ
ぞれ挿入します。

◆ SD カード /USB メモリーを挿入するときは
電源をオフにしてください。
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２．
入力切換ボタンを押してメディアを
切り換える。

◆ 記録された環境や記録状態、メディアの製造
メーカーなどによっては、本機で認識できな
い場合があります。
NTFS 形式や exFAT 形
式には対応していません。

他のメディアを再生する
３．メニュー画面からファイルを選ぶ。

上下方向 (↑/↓) ボタンでファイルを選んで
再生 / 一時停止ボタンでファイルを再生し
ます。

③リピート

音楽や動画や画像ファイルの再生中にリ
ピートボタンを押します。
1ファイル再生：
このファイルのみ再生し、停止します。
ファイルリピート：
このファイルのみ繰り返します。
フォルダリピート：
フォルダ内の全ファイルを繰り返します。

④ AB リピート

フォルダがある場合は、フォルダを選んで再
生 / 一時停止ボタンを押すとフォルダの中
に入ることができます。フォルダの一番上の
「 . . 」を選ぶとフォルダの一つ上に移動し
ます。

音楽や動画ファイルの再生中、リピートを
開始したい場所と終了したい場所でそれぞ
れ A-B ボタンを押します。

⑤ズーム

動画の再生中、ズームボタンを押すごとに
画像が拡大・縮小します。画像ファイルの場
合はズームボタンを押したあと、早戻し / 早
送りボタンを押して倍率を変 更します。拡
大時に方向 (↑/↓/←/→ ) ボタンを押すと
拡大表示する位置を移動できます。

⑥画像を回転 / 反転する

◆ 対応していないファイルは再生できません。
または再生が不完全になる場合があります。
例えば動画ファイルであれば、映像のみ表示
されたり、縦横比が崩れたり、音声のみ出力
されたりする場合があります。
◆ 画像を表示するときはファイルサイズによっ
ては表示までにかなりの時間がかかる場合が
あります。
◆ 日本語ファイル名やフォルダ名は正常に表
示されない場合があります。

画像ファイルの再生中、
方向(▲/▼/◀/▶)
ボタンを画像を回転または反転できます。
▶ ： 右回りに回転します。
◀ ： 左回りに回転します。
▲ ： 上下に反転します。
▼ ： 左右に反転します。
◆ 画像ファイルのサイズによって表示まで
にかなりの時間がかかる場合があります。

４．いろいろな再生方法
①早戻し / 早送り

音楽や動画ファイルの再生中に早戻し / 早
送り(◀◀/▶▶) ボタンを押します。

②前へ / 次へ

音楽や動画や画像ファイルの再生中に前
へ / 次へ (丨
◀◀/▶▶丨) ボタンを押します。
応用機能
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各種設定を行う
設定を変更する
１．設定ボタンを押す。

２．左右方向(←/→)ボタンで設定の分類を選択し、上下方向(↑/↓)ボタンで
項目を選ぶ。

３．右方向(→)ボタンを押し、上下方向(↑/↓)ボタンで設定内容を選択する。

４．再生/一時停止ボタンで決定する。
５．設定ボタンを押して終了する。
◆ 本体の設定ボタンでも設定メニューを呼び出すことができます。
◆ 本体の決定ボタン
（
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）
でも決定できます。

各種設定を行う
全般設定
DVD プレーヤーの全般的な設定を行います。
【テレビ表示】
テレビに接続した際の映像の表示の仕方を選びます。
・パンスキャン/PS ： 画面の縦横比が4：3 の従来型テレビに本機を接続するときに選択します。
ワイド映像を再生した場合は左右がカットされます。
・レターボックス /LB ： 画面の縦横比が 4：3 の従来型テレビに本機を接続するときに選択しま
す。ワイド映像を再生した場合は上下に黒い帯が表示されます。
・ワイド : ワイドテレビに本機を接続するときに選択します。
【OSD 言語】
英語（English）と日本語が選べます。
【キャプション】
クローズドキャプションのオン
（出力する）
、
オフ（出力しない）
を選びます。
【スクリーンセーバー】
スクリーンセーバーのオンまたはオフを選択します。スクリーンセーバーをオンにすると約 3 分間
映像が停止するか、
操作がなかった場合、スクリーンセーバー画面になります。
【レジューム】
レジューム機能のオン（有効）
またはオフ（無効）を選びます。

スピーカー設定
オーディオの設定を行います。
【イコライザタイプ】
再生しているビデオや音楽のジャンル、
音質の好みに合わせて、8 種類のパターンからイコライザ
のタイプを選択することができます。
・なし
（フラット）、ロック、
ポップ、ライブ、
ダンス、テクノ、
クラシック、ソフト

映像設定
映像関係の行います。
【明るさ】
液晶画面の明るさを− 8 〜＋ 8 の間で設定します。
【コントラスト】
液晶画面のコントラストを− 8 〜＋ 8 の間で設定します。
【色合い】
液晶画面の色合いを− 8 〜＋ 8 の間で設定します。

応用機能

22

各種設定を行う
【彩度】
画面の彩度 ( 鮮やかさ ) を− 8 〜＋ 8 の範囲で設定できます。
【画面サイズ】
画面の縦横比を 16：9 と 4：3 から選べます。
【HDMI 設定】
① HDMI
オン：HDMI 出力をオンにします。
オフ：HDMI 出力をオフにします。
②解像度
マルチ：接続するテレビに合わせて解像度を調整します。
③オーディオ・ソース
マルチ：ディスクに記載された形式のまま音声を出力します。
PCM：：PCM 形式に変換して音声を出力します。
④ディープカラー
色深度の階調を 24 ビット、30 ビット、36 ビットから選択します。
【省エネモード】
液晶パネルのバックライトを暗くして消費電力を減らします。
オフ、
70(70％ )、30(30％ ) から選べます。

基本設定
基本的な項目の設定を行います。
【音声、字幕、ディスクメニュー】
音声、字幕、ディスクメニューのそれぞれで、
再生時の言語を選択します。
ディスクに記録されている指定言語が、
この設定よりも優先されます。
特に指定言語が記録されていないときは、この設定にしたがいます。
設定可能言語：英語、フランス語、スペイン語、中国語、日本語、韓国語、
ロシア語、タイ語。
【視聴年齢制限】
子どもに見せたくないディスクなどのレベルを規制する機能を設定します。
( ディスクによってはこの設定が有効にならない場合があります )
5.PG-R に設定すると 6.R 以上のレベルは再生できなくなりますが、そもそもディスクに規制レ
ベルが設定されていない場合は、
この設定は機能しません。
1.Kid Safe、
2.G、3.PG、
4.PG-13、5.PG-R、
6.R、
7.NC-17、8. アダルトから選択します。
【パスワード変更】
視聴制限のパスワードを設定します。工場出荷時は「1369」
に設定されています。
【初期設定】
リセット：工場出荷時の設定に戻します。
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外部機器との接続
テレビに接続する
HDMI ケーブル ( 別売 ) で本機とテレビを接続する。

HDMI ケーブルを使えば、1 本のケーブルで映像と音声を接続できます。また、デジタル信号で伝
送するため、
高品位な映像と音声をお楽しみいただけます。

◆ テレビと HDMI ケーブルで接続したときは、本機の液晶画面に映像は表示されなくなります。
◆ 1080p 対応のテレビに接続してください。1080i 対応のテレビには対応していません。

付属のオーディオ・ビデオケーブルで本機とテレビを接続します。

ケーブルのミニプラグ側を本機の AV 出力端子に接続し、黄 / 白 / 赤のピンプラグ側をテレビの映
像 / 音声入力に接続します。

◆ テレビと接続したときは、本機の液晶画面とテレビの両方で映像をお楽しみいただけます。

応用機能
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その他の楽しみ方
ヘッドホンを接続する
市販のヘッドホン / イヤホンを接続します。
市販のヘッドホン / イヤホン
（付属していません）

ヘッドホン端子へ

◆ 本体スピーカーから音は出なくなります。
◆ 3 極のステレオイヤホンをご使用ください。
スマートフォン用の 4 極のイヤホン ( マイク機能付き )
には対応していません。

画面を回転して楽しむ
画面を回転させて目の前に引き寄せて映像を楽しんだり、画面を上にして畳んで
コンパクトにすることができます。
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応用機能

故障かな？と思ったら
お客様ご自身で自己診断、自己解決できる可能性があります。
症状をチェックして対処を行ってください。
電源
症状

原因や対処の仕方

電源が入らない

• AC アダプターの接続が正しいか確認してください。
• AC アダプターが純正品か確認してください。
• AC アダプターが故障または破損している可能性があります。

充電できない

• バッテリーが完全に空になっている可能性があります。その
場合、充電を開始してもすぐには充電が始まりませんが、数
時間から一日充電を続けると回復する場合があります。

操作
症状

原因や対処の仕方

再生できない

• 再生に対応しているディスクかどうかご確認ください。
• 録画ディスクの場合、レコーダー側でファイナライズしない
と本機では再生できません。ファイナライズしてください。
• キズがあるディスクは再生できない場合があります。ディス
クに汚れが付着している場合は、柔らかい布で拭き取ってく
ださい。
• 別のディスクを入れても同じ症状が出るか確認してください。
• 結露している場合は乾燥させてからご使用ください。

読み込みが遅い

• 録画ディスクは市販の DVD よりも再生までにかかる時間が
長くなります。

操作が効かない場合
がある

• DVD の場面によっては操作を禁止している場合があります。

お客様サポート
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故障かな？と思ったら
映像
症状

原因や対処の仕方

映像が暗い

• 映像が暗い場合は設定ボタンを押し、画面調整の明るさの
値を大きくしてください。

映像が出ない

• HDMI ケーブルでテレビと接続した場合、本体から映像は出
なくなります。

音声
症状

原因や対処の仕方

音が出ない

• 音量がゼロになっている可能性があります。音量を上げてく
ださい。
• ヘッドホンを抜いてください。

ヘッドホン、イヤホン
から正常に音が出ない

• スマートフォン用のヘッドホン、イヤホン (4 極ミニプラグ )
には対応していません。3 極ミニプラグのステレオヘッドホ
ン、イヤホンをご使用ください。

接続
症状

原因や対処の仕方

テレビに映像が出ない

• テレビの接続に使用しているオーディオ・ビデオコードが付
属品か確認してください。市販品では映らない場合がありま
す。

SD カードや USB メモ
リーを認識しない

• 本機は FAT および FAT32 フォーマットに対応しています。
それ以外のフォーマットは認識できません。
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故障かな？と思ったら
リモコン
症状

原因や対処の仕方

リモコンが効かない

• 電池が消耗している可能性があります。電池を交換してくだ
さい。

免責事項
何らかの不具合／故障などによって生じたデータやその他の損失および直接的・間接的な
損害について弊社は一切の責任を負うことができません。本機を修理に出されたときも同
様です。あらかじめご了承ください。

バッテリーのリサイクルについて
本体に内蔵されている充電池はリサイクルすることができます。取り外しのため
の分解はお客様自身では行わずに、弊社お客様サポートセンターまでご相談くだ
さい。
お客様サポート

28

故障症状と問い合わせ窓口
明確な故障症状
次の症状の場合は修理が必要です。
次ページの修理案内に沿って修理をお出しください。
なお、割れや欠けなどの破損症状や部品損耗による不具合の場合は保証対象外
のため、有償での本体交換となります。
分類

症状

液晶パネル

• 液晶パネルが割れている。
• 常時点灯する輝線または黒い線がある。

ディスクトレイ

• トレイが閉まらない。
• トレイを閉じても「開く」と表示される。

ヒンジ
( ディスプレイ回転部 )

• 画面がぐらぐら揺れる。
• 画面が 180℃以上回転する。

光ピックアップ

• どの市販の DVD ビデオディスクを入れても再生しない。
• ディスクが回転しない。

バッテリー

• 満充電にしても短時間でバッテリーが切れる。
• 充電ランプが消灯しない。

電源端子

• 電源端子が破損している。
( 端子がぐらぐらする。端子部を揺らすと電源ランプが点い
たり消えたりする )

お問い合わせ窓口
お客様ご自身で解決しない場合、次をご活用ください。
① 弊社ホームページ「お客様サポート」
https://www.bluedot.co.jp/support/
② 弊社お客様サポートセンター
TEL：0120-070-730（固定電話から）
TEL：043-295-8882（その他から）

※ご利用時間は 10:00 〜 17:00（土、日、祝日、会社指定休日を除く）

E-mail：support@bluedot.co.jp
29

お客様サポート

修理のご案内
下記の案内に沿って弊社サポートセンターまで修理品をお出しください。
なお、出張修理は行っておりませんのでご了承ください。
初期不良
・初期不良：初期不良は商品到着日より 1 ヶ月以内に正常な使用で発症・発覚

した不良とさせていただいております。

送付先
〒 267-0056 千葉県千葉市緑区大野台 2-3-1
BLUEDOT( 株 ) お客様サポートセンター「初期不良係」宛
TEL：043-295-8882
※ゆうパックの着払いにてお送りください。
通常修理
・無償修理：メーカー保証期間内に正常な使用で不良が発症した場合、無償修
理を承ります。
・有償修理：メーカー保証期間外の場合、または保証期間内であっても誤った
使用方法で故障や、落下・破損など「保証対象外」となる不良に
ついては有償修理を承ります。
送付先
〒 267-0056 千葉県千葉市緑区大野台 2-3-1
BLUEDOT( 株 ) お客様サポートセンター「修理係」宛
TEL：043-295-8882
※片道ずつの運賃負担をお願いしております。お客様元払いにて
発送をお願いします。返却の際は弊社元払いでお戻しします。
※保証内容は、保証書の裏面に記載している保証規定をご確認ください。
※後掲の修理カード
（要記載）と同カードにある
「同梱いただくもの」を一緒に
お送りください。

お客様サポート
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修理をお出しになる際にご使用ください。

修理カード(BDP-1040L)
同梱いただくもの
・修理品 (必要に応じて、不良に関連する付属品)
・保証書 (お客様にて必要事項を記入いただいたもの)
・修理カード (本紙)
・購入証明書 (納品書やレシート、発送メールのコピーなど購入日付があるもの)

※不具合症状が明記されていない場合、修理完了までお時間がかかる場合がございます。

お名前 ( フリガナ )：
ご住所：〒

キリトリ

電話・FAX 番号：
メールアドレス：
ご注文番号：
不具合症状

同梱物

ご記入日

年

月

日

弊社記入欄

お客様サポート
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製品仕様
型番

BDP-1040L

外形寸法

254 × 185 × 45mm

本体質量

約 1.2kg

画面サイズ

10.1 インチ

画面画素数

1024 × 600 画素

レーザー

半導体レーザー
DVD : 波長 660nm
CD : 波長 790nm

電源

AC アダプター：DC 12V 1.5A

バッテリー

容量：7.6V 2800mAh
充電時間：約 4.5 時間 ( 電源オフ、付属 AC アダプター使用時 )
連続再生時間：約 3.75 時間 ( イヤホン使用時 )

入出力端子

電源端子× 1、ヘッドホン端子× 1、
HDMI 出力端子× 1、AV 出力端子× 1
SD カードスロット× 1、USB 端子× 1

許容動作温度

５℃〜 35℃

◆ 商標について
• 商標についてその他掲載されている会社名、商品名、
ロゴ等は、各社の商標または登録商標です。

お客様サポート
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〒 267-0056 千葉県千葉市緑区大野台 2-3-1
https://www.bluedot.co.jp

