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150ルーメンコンパクトLEDプロジェクター

取り扱いマニュアル
Version1.0. s

● 仕様

● リモコン

サイズ 幅170×奥行き136×高さ76 (mm)
重量 740g
インターフェース　 SD、VGA、HDMI、AV、3.5mmジャック、  
 USB、microUSB
付属品 本体（レンズカバー付き）、リモコン、AVケーブル、
 ACアダプター（約140cm）、日本語取扱説明書
ランプ LED
投射画面サイズ / 距離 30～100インチ / 1.07～3.31m 
ネイティブ解像度 480x320ドット
最大入力解像度 1,920×1,080ドット
電力 30W／12V-2.5A、5V-2A 
LED寿命 約20,000時間
輝度 150Lumens
コントラスト比 500:1
アスペクト比 4:3 / 16:9
スピーカー ×2（ステレオ 2W）
垂直台形歪み補正 有り　± 15°
三脚用のネジ穴 有り
パッケージサイズ 幅274×奥行き176×高さ106mm、1200g

保証期間：　12ヶ月
 

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 使用方法 ● 最適な画像を見るために

サポートのご案内

■ 修理のご案内
動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの
場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を
記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品
を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の
場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開して
いる場合がございます。ダウンロードページをご確認くださ
い。
http://www.thanko.jp/support/download.html

ご質問などが多い内容については、Ｑ＆Ａページに記載して
いる場合がございます。
http://www.thanko.jp/support/qa.html

■メールでのお問い合わせ
お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記
アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先）
〒101-0021
東京都千代田区外神田５－６－１２　コーワビル4F
TEL 03-5812-1519　　FAX03-5812-1520
(月～金 10:00-12;00、13:00-18:00　土日祝日を除く）

● 使用前の準備

● 各部

● 付属品

本体

AVケーブルリモコン

レンズキャップ

1. PCの出力にHDMIがある場合は、HDMIケーブル（別売）
　 で接続します。

2. PCの出力がVGAのみの場合は、VGAケーブル（別売）
　 で接続します。

HDMI ケーブル（別売り）またはコンポジットケーブル（付属）
で接続をしてください。

■PCと接続する場合 ■電源オンオフ
※接続ケーブルは別途ご用意下さい。

■映像機器（ビデオなど）と接続する場合
※接続ケーブルは別途ご用意下さい。

1. レンズキャップを外し、付属のACアダプターを接続しま     
　 す。

2. リモコンまたは本体の電源ボタンを押します。LEDが点 
    灯し電源が入ります。電源を切る場合は、再度電源ボタン
 　を押してください。

■調整

1. レンズ周りの黒い筒を回して、ピントを調整して下さい。
　

2 本体下部の角度調整ネジで、角度を調整できます。
　

3. 本体背面下部のゆがみ調整ダイヤルで、ゆがみをを調整
できます。
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PCとの接続は、HDMIまたはVGA接続のみとなります。
本製品はプロジェクターとなり、パソコン用のモニターと
同等商品となります。USBでの接続はできませんので、ご
注意ください。

■入力の切り替え
Multimediaの画面が表示される場合は、別の再生機能とな
りますので、無視して下記内容の作業を行ってください。

1. リモコンまたは本体の「input」ボタンを押します。

２.接続する機器に合わせて▲または▼ボタンを押します。

3.リモコンまたは本体の「OK」ボタンを押すと、接続した機
   器の映像が表示されます。

PC-RGB ： PCをVGAケーブルで接続した場合に選択
HDMI ： PCや映像機器をHDMIで接続した場合に選択
AV : コンポジットケーブルで接続した場合に選択
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● OSDメニュー

1. メニューボタンを押すと、
各種設定ができます。

Picture（写真設定）： Movie, txt, picture
Color temperature（色温度）: Medium, warm, cold
Aspect ratio（アスペクト比）: auto, 16:9, 4:3
Screen: auto, zoom etc. (HDMIのみ)
Noise reduction（ノイズリダクション）: off, low, 
medium, high

Sound（音設定）mode: movie, music, sport and user
Balance（左右の音量バランス調整）: -50 to 50
Auto volume（オートボリューム）: on/off
Surround sound（サラウンド）: on/off
EQ（イコライザー）: 120hz, 500hz, 1.5hz etc.

Time: 時刻設定
Sleep time（オートスリープまでの時間）: 
off/10/20/30/60/90分
Auto sleep（オートスリープ）: on/off

Option:オプション
OSD Language（言語設定）: English, Chiness etc.
Restore: 設定の初期化
Software update:使用しません

■設定

※通常は変更をする必要はございません。
　必要に合わせて設定を変更してください。

● メディア再生機能

■SDカード、USBメモリを装着します

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）や、USBメモリ（別売）を本製品と接続します。

2,リモコンまたは本体の電源ボタンを押します。LEDが点 
   灯し電源が入ります。

■入力の切り替え

1. リモコンまたは本体の「input」ボタンを押します。

２.接続する機器に合わせて▲または▼ボタンを押します。

＊本製品のUSBに接続できるのは、USBメモリのみとなりま
     す。PCと接続をしていただいても、PC内のファイルを再生
     する事はできません。

故障の原因となりますので絶対にPCと接続しないようにして
ください。

再生できるファイルは、動画ファイル、画像ファイル、音楽ファ
イルのみとなります。それ以外のファイルは再生はできませ
ん。

＊本製品はPCではございませんので、ワードやエクセル、パ
　ワーポイントなどのファイルを直接表示をする事ができま
　せん。PCとHDMIやVGAケーブルで接続した場合であれば
    表示が可能です。

USB： USBメモリのファイルを再生する場合に選択
SD：SDカード内のファイルを再生する場合に選択

本機能を使用することはできますが、再生できないファイ
ルがございますのでサポート外となります。

全画面で表示できない、再生できないファイルがある、再
生が途中で止まってしまう、ファイルが表示されないなど
の場合は、商品の仕様上対応 していないファイルとなり
製品側での解決方法はございません。ご質問いただいて
も回答ができませんので、予めご了承ください。

● こんな時は・・・ ● 使用上のご注意 ● 商品が故障した場合 ● メモ

Q. PCとHDMI で接続していますが、映像は出るが音声が鳴
　 りません。

A. PCからの音声出力が内臓スピーカーから鳴るように設定
　 されているものと思われます。PC側の設定が必要となる
　 為、PCメーカーへHDMIから音声を出力する方法をご確
    認ください。

Q. ビデオ機器をHDMIで接続していますが、映像は出るが音
    声が鳴りません。

A. 本製品はすべての音声形式に対応していない為、DTSや
　 Dolbyなどで出力された音声は出力できません。PCMな
　 どどの機器でも再生が可能な形式に変更ができないが、
    接続するビデオ機器のマニュアルをご確認ください。

Q. 映像が表示されません

A. 本機の電源がオンになっているかご確認ください。
　 接続したPCや映像機器の映像出力がHDMIになっている
　 かご確認ください。

Q. PCと接続しましたが、デスクトップの画面のみ表示されま
　 す。

A. 正常な動作となります。デュアルモニター（プロジェクター
　 とPCのモニター２つを表示する場合）の設定方法につい
    ては、PCメーカーに確認を行ってください。

本製品はプロジェクターとなります。パソコンとUSBなどで
直接接続はできませんのでご注意ください。パソコンの映像
出力（VGAやHDMI）と接続してご利用くださいk。

本製品のみでワード、エクセル、パワーポイントなどのファイ
ルを直接出力することはできません。パソコンとVGAや
HDMIで接続をして、パソコンから出力を行ってください。

サポート外となりますが、USBメモリやSDカードに保存した
ファイルを再生できます。対応しているファイルは、画像ファ
イル、静止画ファイル、音楽ファイル、動画ファイルのみとなり
ます。

本製品は小型のプロジェクターとなります。大型のプロジェク
ターと異なり、ご利用の際は周りを暗くしていただく必要がご
ざいます。また小型ファンとなる為、ある程度ファンのノイズ
があります。

HDMIケーブル、VGAケーブルは別売りとなります。

内部のランプが高音になりますので、ご利用の際は、プロジェ
クターの周りには何も置かないようにしてください。また内部
のファンが塞がるようなところには設置しないでください。

本製品には防水機能はございません。水がかかるような場
所、湿気が高い場所でご利用の場合、製品が故障致しますの
で、注意してご利用をお願い致します。

マニュアルに沿ったご利用を行っても、正常に動作しない場
合は、ご連絡不要にて交換対応を行います。

お手数になりますが、下記住所まで商品をご送付ください。

発送の際は
・ 購入日が記載されている納品書やレシートを同封してくだ 
  さい（破棄してしまった場合は、ご購入店へ再発行をご依頼
　ください）
・ 症状を簡単に記載してど同封してください。

送付先
〒101-0021
東京都千代田区外神田5-6-12　コーワビル4F
サンコーカスタマサポート宛
TEL 03-5812-1519

商品のお届け日より１週間以内の場合は、初期不良として着
払いにてご送付いただけます。

発送に関してご不明な点がございましたら、下記ページをご
確認ください。

修理初期不良受付ページ
http://www.thanko.jp/support/repair.html

● MultiMedia再生

■再生ファイルの選択
再生するファイルを▲または▼ボタンを押して選択します。

・ MOVIE : 動画の再生
・ MUSIC : mp3などの音楽ファイルの再生
・ PHOTO : JPEGなどの静止画ファイルの再生
・ TEXT : テキストファイルの再生（日本語には対応して
　　　  いません）

OKボタンを押します。

USBメモリ内またはSDカード内のファイルが表示されます。
▲または▼ボタンを押して選択後、OKボタンを押すと再生が
始まります。

メモリ内にあるファイルが表示されない場合は、本製品に対
応していないファイルとなります。静止画のファイルは全画面
にならず、1枚の画像を表示したままの状態にはできません。

SDカード

USBメモリ

他社での使用禁止


