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すぐに電源プラグを抜き、煙が出なくなるのを確認してから、弊社お客様
相談窓口にご連絡ください

・保証対象外になります
修理や点検は、弊社お客様相談窓口にご連絡ください。
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電源コードに傷などがあった場合は、弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

・視力障害の原因になることがあります
　⇒投影中に LEDレンズをのぞくと強い光が目に入り、視力に悪影響を与える
　　恐れがあります

・倒れたり落ちたりしてけがの原因になります
　⇒水平な安定した場所で使用してください

本製品の LEDレンズをのぞかないでください

不安定な場所に設置しないでください
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工場・作業場、またチリやホコリの多い場所での使用は避けてください



ケーブル

ケーブル
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本製品を使用しない場合は、電源から AC/DC アダプターや、接続ケーブル
などを抜いておいてください



※リモコン用電池（単 4形電池 2本）は別売です。

※3極 3.5mmミニジャック　⇔
　RCAコンポジット AVケーブル（メス）

保証書付

レンズ
レンズキャップ

DC入力端子※

USB 端子

戻るボタン
再生 /一時停止ボタン

入力切換ボタン
メニューボタン

イヤホン端子

VGA端子

電源ランプ

選択ボタン
決定ボタン

電源ボタン

音量ボタン

AV端子micro
USB 端子※

SD カード
スロット

HDMI 端子

リモコン受光部

ゆがみ調整ダイヤル

角度調節ネジ

三脚用ネジ穴

スピーカー

スピーカー

※DC入力端子及びmicroUSB 端子は電源専用です。

本体 /上面

本体 /側面

本体 /底面
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リモコン

①消音ボタン ⑧電源ボタン
⑨画像ボタン

⑩次スキップボタン
⑪早送りボタン

⑫決定ボタン

⑬画面回転ボタン

⑭戻るボタン

⑮音量調整ボタン

⑯再生 /一時停止ボタン

⑰リピートボタン
⑱情報ボタン

⑧電源ボタン･･･電源をオンにする

⑨画像ボタン･･･ピクチャーモードを設定する

⑫決定ボタン･･･ファイルやメニューを選択した後に決定する

⑬画面回転ボタン･･･表示されている画面を回転する

⑭戻るボタン･･･操作・再生を中止し、前に戻る

⑮音量調整ボタン･･･本体の音量を調整する

⑱情報ボタン･･･画面に情報を表示する

②入力切換ボタン
③メニューボタン

④前スキップボタン
⑤早戻しボタン

⑥方向ボタン

⑦数字ボタン

①消音ボタン･･･本体の音声を消す

②入力切換ボタン･･･接続機器を選ぶ

③メニューボタン･･･メニューを表示する

④⑤⑦⑩⑪⑯⑰･･･マルチメディア再生時に使用する

⑥方向ボタン･･･ファイルやメニューを選択する

外部機器の接続
■PCと接続する

VGAケーブル（別売）

HDMIケーブル（別売）

HDMIケーブル（別売）

付属のAV接続ケーブル⇒AV接続ケーブル（別売）

※PCとの接続は、HDMI 端子または
　VGA端子のみです。USB 端子での
　接続には対応しておりません。

※付属のAV接続ケーブルはメス型です。
　オス型の接続ケーブルは別途ご用意ください。

HDMI ケーブルまたは VGAケーブル（どちらも別売）を使用し、
PCと接続してください。

■映像機器と接続する HDMI ケーブル（別売）または付属の AV接続ケーブルを使用し、
映像機器と接続してください。
※イヤホン、外部スピーカーと接続する場合はイヤホン端子に 3.5ｍｍのプラグを
挿入してください。

【接続時のご注意】
ケーブルを接続するときは、LEDプロジェクター本体および接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
ケーブル接続については、接続する機器の取扱説明書もご確認ください。

■リモコンに乾電池を入れる

フタを外します。

単 4形電池 2本（別売）を
正しく挿入してフタを閉めます
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リモコンまたは本体の電源ボタンを押すと、LEDランプが点灯します。

レンズキャップを外し、本体側面の電源端子に同梱の ACアダプターを接続します。

レンズキャップを外し、本体側面のmicroUSB 端子に USB 電源アダプター等を
接続します。

■microUSB 端子を使用する場合

■外部メディアを再生する場合

■外部機器と接続した場合

画像の調整

使い方

■ピントを合わせる ■角度を調整する ■ゆがみを調整する

レンズの周りの黒い部分を
回して、ピントを調節します。

底部の角度調整ネジを回して、
角度を調整します。
※高くしすぎるとネジが本体からはずれる恐れ
　があります。

背面部のゆがみ調整ダイヤルを
回して、垂直方向の台形を補正
します。

画像ファイル、音楽ファイル、動画ファイルをコピーした SDカード（別売）、

USB メモリ（別売）を本体側面の対応端子に挿入してください。

【外部メディア使用時のご注意】　
・ファイルの種類によっては本製品では再生できない場合があります。
・故障の原因となりますので、PCをUSBケーブルで接続しないでください。
・ワードやエクセル、パワーポイントなどのデータは直接表示できません。PCとHDMIやVGAケーブルで接続してください。

外部機器を接続した状態で、本体またはリモコンの入力切換ボタンを押します。
プロジェクター画面に「入力ソース」が表示されます。

本体またはリモコンの入力切換ボタンを押し、【SD】または【USB】を
選択、【OKボタン】を押すとマルチメディア再生画面が表示されます。

本体またはリモコンの【方向ボタン▼▲】で
入力ソースを選択し、【OKボタン】を押すと、
選択した外部機器の映像が投影されます。
※室内を適度に暗くして投影してください。

動画・音楽・静止画・テキストを【方向ボ
タン】で選択し、【OKボタン】を押します。

【OKボタン】で再生するファイルを選択し、
　　チェックを入れて【再生ボタン】を押
すと再生が始まります。　　

※PC・・・VGA
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設定する

本体またはリモコンの【メニューボタン】を押すと、各種設定ができます。
故障かな？と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、一度
本製品本体の電源をオフにしてから、再度起動してみてください。
それでも正常に作動しない場合は、弊社お客様相談窓口にご連絡ください。
（各項目の詳細は、この説明書の対応する項をお読みください）

本体またはリモコンの【方向ボタン　　】で映像設定～オプション設定の
項目を選択できます。次に【方向ボタン▼▲】で設定項目を選択し、【OK
ボタン】を押すと設定が変更されます。

■映像設定

設定できる内容

■音声設定

ピクチャーモード
色温度
アスペクト比
ノイズリダクション
スクリーン　※HDMI 接続時のみ選択できます

サウンドモード
バランス
自動音量
サラウンド音声
EQ（イコライザー）

■時間設定

時計
スリープタイマー
オートスリープ

■オプション設定

OSD言語（日本語 /英語）
初期化
ソフトウェア更新　※通常は使用しません

本製品が作動しない

音声が出ない

本製品本体の電源は入っていますか？
電源が正しく接続されていますか？
リモコンに電池は正しく入っていますか？

本製品の音量調節が消音になっていませんか？
外部機器の設定が消音になっていませんか？
本製品で出力できる音声形式ですか？

入力切換で正しい出力端子を選択していますか？
外部機器の電源がオフになっていませんか？
PCのデュアルモニター設定をしていますか？

プロジェクター内部の冷却用ファンが作動している
ため、多少ファンのノイズが発生します。

本製品で対応していない形式のファイルではありま
せんか？

映像が投影されない

ファンの音がする

マルチメディア再生
されない

室内が明るくありませんか？映像が見にくい
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入力：AC　100V  50Hz/60Hz
出力：DC　12V 2.5A
　　　micro USB※1　5V-2A

電源

本体サイズ

付属品

※1　microUSB 端子は電源専用です。　※2　LED ランプの寿命は使用環境によって異なります。　※3　リモコンの電池は別売です。（単 4 電池 2 本使用）

AC/DC アダプター、レンズキャップ、リモコン※3、
AV ケーブル、取扱説明書（保証書付）

消費電力 30W（AC/DC アダプター）/10W（microUSB）

（幅）170×（奥行）136×（高さ）76ｍｍ

本体重量 740ｇ

ランプ LED

投射画面サイズ / 距離 30 ～ 80 インチ /0.8 ～ 2.5ｍ

解像度 480×320 ドット（最大 1,920×1,080 ドット）

LED 寿命 約 20,000 時間※2

照度 50Lux

コントラスト比 500：1

アスペクト比 4：3　/　16：9

スピーカー モノラル　2W

垂直台形ゆがみ補正 あり（±15°）

三脚用ネジ穴 あり

接続端子 HDMI、VGA、AV、イヤホン、SD カード、USB

信号方式 NTSC、PAL

モード

マルチ
メディア

 

音声

 

MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV

 
画像

 

JPEG /BMP /PNG

 

映像

 

AVI/MOV /ASF/3GP/MKV  /RMVB /MP4/DIVX/FLV/WMV

テキスト TXT

 

HDMI
576P,480p,720p,1080p,640×480,800×600,1024×768,1280×1024,
1280×720,1440×900,1920×1080,1366×768,1280×800,
1440×960,1600×1200,1680×1050

VGA 640×480,800×600,1024×768,1280×1024,1280×720,1440×900,
1920×1080,1366×768,1280×800,1440×960,1600×1200,1680×1050

サポートファイル形式

MEMO
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コンパクトLEDプロジェクター　保証書

1.保証期間中に万一、故障が発生した場合は、弊社お客様相談窓口に保証書を添えてお問い合わせください。
2.保証書は再発行をいたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
3.保証書は次項の保証規定に基づき、本製品に対して保証を行うことを目的としており、お客様の法律上の権  
 利を制限するものではございません。
4.本保証書は日本国内でのみ有効です。

保証について

1.弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様のご負担とな 
 ります。
2.本製品の故障に起因する損失や直接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、下記の弊社お客様相談窓口までお問い合わせください。

免責事項

1.保証対象
 保証期間内に取扱説明書および本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無償で交換・修理させて 
 いただきます。
2.保証期間内であっても以下の場合には保証対象外になります。
 A）保証書に記入漏れのある場合
 B）使用上の誤り（取扱説明書に反した使用）による故障
 C）お取り扱いの不注意（落下、衝撃、機器内部に水・異物などが流入など）、手入れの不備（かび、腐食、変  
　　色、ちり、ほこりなど）、長期使用での磨耗による故障、損傷
 D）火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧などによる故障
 E）分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
 F）一般用途以外での用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障、損傷
 G）その他、保証が認められない事由が発覚した場合
 H）本製品に影響を与えるような液剤を入れて使用した場合

保証規定

APJ-01B コンパクトLEDプロジェクター

2015年7月現在E-01
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