
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

サイズ 幅265×高さ220×奥行195(mm)
重さ 850g
付属品 本体、USBケーブル、AVケーブル
　　　　　　　　     ACアダプタ、シガーケーブル
　　　　　　　　     リモコン
電源 ACまたはシガーケーブルより充電及び給電
バッテリー リチウムイオンバッテリー
稼働時間 約3時間（状況により異なります）
充電時間 約3時間
モニター TFT LCD Screen
対応動画形式 DivX,mp4,vobなど
光源 LED
モニター解像度 ９インチ
スピーカー 内臓（イヤフォンでの音声出力可）
パッケージサイズ 幅３７５×高さ７5×奥行255(mm)
パッケージ重量 950g

※仕様は変更になる場合がございます。

リモコンで電源をオフにした場合、主電源は入ったまま
となりバッテリーを消費します。完全に電源を切る場合
は、主電源をオフにしてご利用ください。

ハードディスクのフォーマットは、FAT32・NTFSのみ
の対応となります。

microSDの対応は、SDHC（32GBまで）までの対応
となります。またFAT32のみの対応となりますので、
NTFS、exFATでフォーマットされている場合は、
FAT32でフォーマットしてください（PCが必要となり
ます） ※SDXC規格のmicroSDには対応しておりま
せん。

ISO形式の動画、一部の動画形式には対応しておりま
せん。再生ができない動画は、本機では再生ができませ
んので、PCなどで別の形式にしてご利用ください（変
換方法などについてはサポート外となります）

PCと接続している場合は、動画の再生はできません。

再生中は25度の部屋で40度ほど温度が上がります
が、仕様となりますので問題ございません。

● 各部名称 ● ハードディスク（別売）を取り付ける
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microSDスロットに、microSD（別売）をつめ先など
で奥まで押し込んでください。

※向きにご注意ください。金属面が下になります。

カチッと音が鳴りロックされます。

取り外す際は、再度つめ先などでmicroSDを押し込む
と、ロックが外れ手前に出てきます。指先でつまんで取
り外してください。

本機に対応するmicroSDは、SDHC規格・32GBま
でのmicroSD（FAT32のみの対応）となります。

SDXC規格のmicroSD及び、NTFS、exFATでフォ
ーマットされたmicroSDには対応しておりません。　

カバーを取り付け、＋ドライバーを使ってネジを取り付
けてください。

PC上でハードディスクを認識させる

スイッチをオンにすることで、PC上でハードディスクが
認識します（付属のmicroUSBケーブル以外のご利用
はサポート外となります）

※新品のハードディスクを使う場合は、フォーマット作
　業が必要となります。フォーマット方法については
　PCメーカーまたは、ネットなどでご確認ください。

PC上でハードディスクが認識しましたら、動画や音楽
ファイルなどをコピーしてください。

型番：

● microSDを装着する

AV出力イヤフォン端子 電源端子

USB端子

裏面に続く

microSD端子

主電源

本体の背面にあるネジを、+ドライバー（別途ご用意く
ださい）を使ってはずし、カバーを取り外します。

ハードディスクを挿入し、矢印の方向に しっかりと奥ま
でコネクタに差し込んでください。

カバー ネジ

ACアダプターを接続USBケーブルを接続

PCと接続 本機と接続
コンセントに
接続

主電源（右がオン）

microSDスロット

ハ
ー
ド
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テレビに映像を出力することが可能です。付属のAVケ
ーブルを、「AV出力」に接続してテレビに接続してくだ
さい。

リモコンを使う際のご注意
受光部は下記の丸で囲っ

た部分となります。そちら

にリモコンを向けてご利用

ください。
リモコン受光部

ご注意

画面は、矢印の方向に
１８０度回転が可能で
す（反対方向には９０
度回転します）

画面を180度回転
し折り畳んでのご利
用が可能です。

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）

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

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 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）

※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。

他社での使用禁止



● リモコン説明

● 充電をする ● 動画を再生する

ハードディスク内のファイルを再生する場合は「hard 

disk」、microSD内のファイルを再生する場合は

「TF card」を選択します。

リモコンの　または　を押して選択し「Enter」を押し

てください（本体のボタンでも同様に操作可能です）

ハードディスクを選択した場合は、再度「hard disk (: )

と表示されますので、再度「Enter」を押してください。

ハードディスク内のファイルが表示されますので、

　または　を押してファイルを選択し「Enter」を押し

てください。再生が始まります。

※再生を停止する場合、１つ前の項目に戻る場合は
　「RETURN」を押してください。

リモコンの　または　を押すと項目が移動します。
項目を決めて「ENTER」を押すと選択されます。

　・ movie ： 動画の再生
　・ photo ： 写真の再生
　・ music ： 音楽の再生
　・ setting ： 設定を行います
　・ explorer ： ハードディスク・SDカードの内容を表示
　  します。

本体の　　または　　でも操作が可能です。項目を決
めて　　を押すと選択されます。

付属のACアダプターを、電源端子に接続します。
反対側をご家庭のコンセントに接続してください。自動
的に充電が開始されます。

約3時間で充電が完了します（リモコン受信部にある
LEDランプが赤から緑になります）

※車でご利用の場合、付属のシガーソケットケーブル
　をご利用ください。

主電源を右にスライドさせて、オンにします。

主電源（右がオン）

ACアダプターを接続

コンセントに
接続

電源端子

コンセントに接続し、充電を行いながらの使用が可
能です。

コンセントに接続したまま放置しておいても問題は
ございませんが、何日も放置した状態にしないでく
ださい。充電が完了しましたら、可能な限りコンセ
ントから外してください。

● 設定を行う

メニューより「setting」を選択し「Enter」または本体
の　　を押してください。

元がの画面に戻る場合は「RETURN」を押してくださ
い。

language : 言語の選択となります。
Chineseまたはenglishからの選択となります。
※日本語の設定はありません。

keytone : ON・操作音がします。OFF・音はしません。

software version : ROMのバージョンを表示。
バージョンを確認するのみの為、使用する必要はござ
いません。

restore default : 上記で設定した項目を、初期状態
に戻します。

天板を上に持ち上げてください。
※開けにくい場合は間に指先を押し込んでください。

Portable HDD player

起動画面が表示された後、しばらく経つとメニュー画
面が表示されます。

VOL+MENU

● 字幕・音声の切り替え方法

vobの動画ファイルに、２種類の字幕・音声が入ってる
場合、切り替えて再生が可能です。

音声の切替 ： リモコンの「AUDIO」ボタンを押すと、音
声の切替が可能です（本体ボタンでの操作不可）

例）一度押すと「Japanese」と表示され、日本語音声
に切替。再度押すと「English」と表示され、英語音声
に切り替わります。

字幕の表示 ・ 非表示 ： リモコンの「SUBTILE」を押す
と、字幕の表示 ・ 非表示を切替できます。

例）一度押すと、「Subtitles close」と表示され、字幕
が非表示になります。再度、ボタンを押すと「Open 
Subtiles」と表示され字幕が表示されます。　

字幕の言語切替 : vob動画を再生中、リモコンの
「MENU」ボタンを押してください。

　  マークを選び「ENTER」を押してください。表示さ
れている言語を選択し、「ENTER」を押すと字幕が切
り替わります。

※その他の項目は選択が可能ですが、使用する事は
　できません。　　　　　　　　

vob動画再生中に設定した項目は、保存されませ
ん。再生する都度、設定をしていただく必要があり
ます。
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メニュー画面

使用できません

電源

消音

音量大

音量小

元の画面へ

音声切替

字幕切替

決定

項目移動

再生・一時停止

字幕言語切替

停止

前ファイル
移動
次ファイル移動

最初のファイルに移動

最後のファイルに移動

※汎用リモコンの為、使用しないボタンがございます。

LEDランプ


