
保証期間：　1年間
 

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 仕様 ● セット内容
サイズ 幅265×高さ160×奥行25(mm)、530g
電源 モニター：ACアダプタより充電及び給電
 バッテリー内蔵
 リモコン：単4電池2本（別売）
付属品 モニター、リモコン、AVケーブル(100cm)、
 ACアダプタ(150cm)、日本語説明書
液晶サイズ 10インチカラーLED
バッテリー 2300mAh リチウムバッテリー
充電時間 約3時間
連続稼働時間 約2時間　※状況により異なります
入力 DC100～240V 50/60Hz
出力 12V/1.5A
輝度 500cd/㎡
コントラスト 500：1
解像度 1024×600
対応メモリ SDカード32GBまで
対応動画ファイル avi、mp4、mov、rmvb、rm、flv、mpg、mpeg、
 dat、vob、mkv
対応解像度 最大1080Pまで
対応オーディオ wma、mp3
対応画像ファイル bmp、jpeg、png
パッケージサイズ 幅290×高さ185×奥行85(mm)
パッケージ重量 944g

● モニター各部説明 ● リモコン各部説明

バッテリー内蔵10インチマルチメディアモニター
 取り扱いマニュアル

Version2.0. y

①モニター　②リモコン　③AVケーブル(100cm)
④ACアダプタ(150cm)

本体左側面にあるACアダプタ差込口に、付属のACア
ダプタを接続し、コンセントなどに差して充電して下さ
い。充電中はチャージランプが赤に点灯します。約3時
間で充電は完了します。満充電になるとチャージランプ
が緑に点灯します。アダプタを抜いて下さい。　　　　

リモコンには裏ぶたを開け、単4電池2本（別売）を図の
ように入れて下さい。　　　　

型番:MBWHDM10

● 充電方法・電池のセット方法

■ 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、購入日を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）

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している
場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場
合がございます（PCサイトのみ）

■ メールでのお問い合わせ
お客様のお名前、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（携帯電話のメールアドレス
,yahoo、outlook、hotmail、live.jpなどのメールアドレス
は、返信の連絡ができない場合がございます）

thanko.jpからのメールを受信できるメールアドレスかお
問い合わせください。

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び
　損傷に関してはサポート外となります。

http://www.thanko.jp/support/

support@thanko.jp

サンコー株式会社カスタマサポート（修理品の送付先）
〒101-0021
東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4階
TEL 03-3526-4328　　FAX03-3526-4329
（月～金　10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く）

● サポートのご案内
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リモコン受信部

三脚穴

スタンド

SDカードスロット

スピーカー

AV入力ポート

使用しません

使用しません

ボリュームアップ
ボリュームダウン
使用しません
MENU…設定

INPUT…モード切替
上下選択/スキップ

左右選択/早送り戻し

電源

電源

MENU
…設定

ボリューム

RETURN
…戻る
下欄参照

STOP…止めるPLAY
…再生

ズーム

ENTER
…決定

INPUT
…モード切替

使用しません
HOME…
モードトップへ
ECO…
色合いモード
変更

使用しません

ディスプレイ…情報の表示非表示
ミュート…音を消す

ENTER…決定
RETURN…戻る

イヤフォンジャック

HDMI入力ポート

USBポート

主電源スイッチ
ACアダプタ差込口
チャージランプ

⊕

⊕⊖

⊖左右ボタン…選択/早送り/巻き戻し。ボタンを押す
毎に2倍、4倍、8倍、16倍と速さが変わります。
上下ボタン…選択/スキップボタン。

チャージランプ　充電中…赤点灯/満充電…緑点灯
（もしくは　充電中…赤点滅/満充電…赤点灯※入荷
時期やロットによりランプの状態が変わる場合があり
ます)

裏面に続きます

WEB
公開用



● 接続方法 ● 使い方

①本体を左図のように接続します。
②主電源スイッチをONにします。リモコンでは主
電源をONにできません。最初は必ず本体の主電源
スイッチをONにして電源を入れる必要がありま
す。主電源スイッチONの状態で、リモコンと本体
右側に電源ボタンで電源のオンオフ操作ができるよ
うになります。
③モードを切り替えます。本体右側の【INPUT】も
しくはリモコンの【INPUT】を押します。
AV/PC（使用しません）/HDMI/USB/SD Card
と表示されますので、上下選択ボタンを押して、接
続機器を選択して下さい。
④本体右側の【ENTER】もしくはリモコン中央の
【ENTER】を押します。
⑤画面が表示されます。

SDカード、USBメモリをセットすると、メディア
プレーヤーとして使用できます。
①本体にSDカード、またはUSBメモリをセットし
ます。
②本体の電源を入れて、モードを切り替えます。

再生画面で【ENTER】ボタンを押すと、操作ボタン
が表示されます。左右で選択し、ENTERボタンで決
定します。

◆PHOTOの場合

◆MOVIEの場合

◆TEXTの場合

A-Bの使い方:再生中に1回押す（A）リピート
したい箇所で押す（B）A-B間を繰り返しま
す。もう一度押すと解除されます。

◆MUSICの場合

④上下ボタンで切替、ENTERで決定、RETURNで
一つ前の選択に戻ります。
⑤例えば写真の場合、PHOTOが選択された状態で
ENTER→SDカード→ENTERでSDカード内に保存
されている写真のリストが表示されます。
⑥表示したい写真を選びENTERを押すと、その写真
から順番にスライドショーで表示されます。

● モニターとして使用する

①ケーブルで機器と本体を繋ぎます。
②機器と本体の電源を入れます。
③モードを切り替えます。
④画面に表示されます。

■パソコンのサブモニターとして使用する場合
画面の文字が見にくい場合は、パソコン側で解像度
を調整して下さい。
画面の下部が隠れてしまい、見にくい場合は、
【ZOOM】ボタンを押してください。

・DISPLAYボタン…再生中の写真や動画などのデ
ータの詳細を表示。
・ZOOMボタン…再生中の写真を拡大表示。動画の
場合はアスペクト比を変更できます。
・ECOボタン…画像の色合いのモードを変更。
・PLAY…再生/一時停止
・STOP…再生停止
・左右ボタン…早送り/巻き戻し。ボタンを押す毎
に2倍、4倍、8倍、16倍と速さが変わります。
・上下ボタン…スキップボタン。
・MENUボタン…各種設定（次項参照）

● メディアプレーヤーとして使用する ● ENTERボタンについて

AV入力ポートに付属のコンポジットケーブルを繋ぐ

ビデオデッキなどコンポジット出力のある機器

イヤフォンジャックにイヤフォンを（別売）繋ぐ

動画の音声をイヤフォンで聞く

HDMI入力ポートにHDMIケーブル（別売）を繋ぐ

HDMIポートのあるカメラ・PCと繋ぐ

USBポートにUSBメモリ（別売）を差しこむ

USBメモリの中身を再生する

SDカードスロットにSDカード（別売）を差し込む

SDカードの中身を再生する

00:00:20 / 00:01:14

00:00:20 / 00:01:14

i

指定時間へ移動

ポーズ 1つ先へ リピート切替

ポーズ

巻き戻し 1つ前へ ストップ プレイリスト

早送り 1つ先へ リピート切替

ポーズ 早送り 1つ先へ リピート切替

プレイリスト

現在の再生時間
曲のトータル時間

1つ前へ ストップ 音楽 情報表示

00:00:20 / 00:01:14

A-B

A-B

00:00:20 / 00:01:14

i + ー

プレイリスト スロー再生 指定時間へ移動 縮小

i

前のページ 1つ前へ ストップ プレイリスト

次のページ 1つ先へ 音楽 情報表示

現在の再生時間
動画のトータル時間

巻き戻し

情報表示 コマ送り 拡大

1つ前へ ストップ

2枚目に続きます

PHOTO

PHOTO

MUSIC

MOVIE

TEXT

SD CARD

写真

音楽

動画

SDカード

文字
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モニターの裏側のスタンドを起こして使用します。
● ドライブレコーダー設定

ご注意

※防水機能はありません。水のかかる場所で使用しないでください。

※本製品に対応していない動画形式の場合、映像が映らない、再生途中で映像
が乱れる、音楽が鳴らない事があります。その場合動画を別の形式に変換をし
てご利用下さい。（変換方法はサポート外となります）

※1080Pで入力した場合1024×600に縮小され出力されます。

※異常な熱を感知した場合は、すぐに使用を注意し弊社サポートまでご連絡下
さい。

※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。

※HDMIケーブル、イヤフォン、三脚、SDカード、USBメモリは付属いたし
ません。

※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。 

● MENUボタンについて
■PICTURE
・Picture Mode…色合いのモード変更
・Contrast…コントラスト
・Brightness…明るさ
・Color…彩度
・Sharpness…シャープさ
・Tint…色合い　　　　　
・Color Temperature…色温度
・Aspect Ratio…アスペクト比
・Noise Reduction…ノイズ除去
■Sound
・Sound mode…音楽モード変更
・Treble…高域の音調整
・Bass…低域の音調整
・Valance…音のバランス
・Auto volume…自動ボリュームのオンオフ
・Surround sound…サラウンドモードのオンオフ
・Equalizer…エコライザー
■TIme
・Clock…本体の日時設定を行います。
・Clockを選択するとサブ画面が表示されます。左
右で年月日、時間分を設定し、決定します。

・Off Time/On Time…本体を自動的にオンオフす
る時間を設定できます。
ENTERボタンを押すとサブ画面が開きます。左右
ボタンを押し、
Off（設定しない）Once（1度のみ）
Every Day（毎日） Mon.～Fri.（月～金）
Mon.～Sat.（月～土）Sat.～Sun.（土日）
Sunday（日）から選択し決定
その後自動オンオフする時間と分を設定します。
・Sleep Timer…設定した時間に電源オフ
■OPTION
・OSD Language…言語設定
・OSD Animetion…メニューのアニメーションオ
ンオフ
・Reset Default…出荷状態に戻します
■Channerl…使用しません

モニターの裏側にある三脚穴に三脚ネジをセットして使
用します。

● 三脚に取り付けて使用する● モニターを立てて使用する

● VeSeeの使い方

WEB
公開用

WEB
公開用


