1080 HDD MEDIA PLAYER（HDD無）
取り扱いマニュアル
Version1.0. m

サポートのご案内
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。ダウンロードぺージをご確認ください。
http://www.thanko.jp/support/download.html
お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる
症状が発生した場合は、Q&Aぺージをご確認ください。
http://www.thanko.jp/support/qa.html
改善が見られない場合は、
まずはメールにてお問い合わせく
ださい。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、
ご利用のOS（Vista,7）、
お問い合
わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

● 仕様
サイズ
対応OS
電源
インターフェース
対応機種

使用可能HDD
TV出力タイプ
対応メモリ
映像出力
対応フォーマット

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。下記ぺー
ジをご確認いただき、商品の送付を御願いします。
http://www.thanko.jp/support/repair.html

サンコーカスタマーサポート

保証期間： 6ヶ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

〒101-0021
東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
（月〜金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く）
TEL:03-5297-7143 FAX：03-5297-7144

HDDシステム
リモコン電池
付属品

● 本体説明
幅181×奥行き158×高さ49 (mm)、585g
Windows 7 / MacOS X
DC12Vアダプターより給電
映像・音声：HDMI / コンポジット / S/PDIF（コア
キシャル）
PC：USB2.0
USBホスト
シリアルATA 3.5/2.5 HDD
HDMI、
コンポジット
SD,MMC
HDMI 1080i(フルHD)、
コンポジット
映像：avi、Xvid、mpeg1/2/4、dat、iso、vob
音楽：ac3,mp2,mp3,mp3Pro,ogg,wma,wav
静止画：jpg,bmp
（※一部再生できないファイルがございます。）
FAT32
単4電池×2
本体、英文マニュアル、
コンポジット
（映像・音声）
ケ
ーブル、電源アダプター、
リモコン、3.5HDD固定
用金具・ねじ×7、PC接続用USBケーブル

１,SDカードスロット
２,USBホストスロット
３,リモコンレシーバー
４,左：HDDランプ
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右：電源ランプ

5

6
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8

１１ １２

※HDMIケーブル、SD/MMCカード、HDD、
リモコン
電池は付属しておりませんので、別途ご用意ください。

5,主電源スイッチ

10,オーディ
（右）

6,電源端子

11,サウンド
（Coaxial）

7,HDMI端子

12,オーディ
（左）

※対応HDDはシリアルATA(SATA)のみとなりま

8,USB端子（PC同期）

● リモコン操作方法
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9,映像（黄色）

● 操作方法
本製品のスリープ・スリープ解除ボタン
（メインスイッチは本体背面にあります）
テンキーボタン：本製品で
１、電源ボタン
は利用しません
電源、HDDアクセス等のLEDランプのオン・オフ切り替え
2、Backlight
消音オン・オフの切替です。
3、MUTE
本製品では利用しません
4、
５、テンキーボタン
本機では使用しません
6、TimeSearch
本機では使用しません
7、Rotate
写真再生時に写真の表示時間を変更できます。押すたびに１秒、
３秒、
５秒、
１０秒と切り替わります。
8、SlideTime
設定画面やファイル選択画面でカーソルを移動します
9、カーソルキー
再生を中断してメインメニュー画面に戻ります
10、HOME
字幕の切り替えを行います
（ISOファイル再生時）
11、Sub-Audio
12、早送り・巻き戻しボタン 早送り・巻き戻しボタン。押すたびに2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、通常、の順で再生します
チャプターを次に進める、
戻る為のボタンです
13、スキップボタン
設定メインメニューを表示します
14、SETUPボタン
一時停止します。もう一度押すと再生を再開します
15、一時停止ボタン
再生を停止します
16、停止ボタン
本機の音量を調整します
17、VOLボタン
動画再生中に押すとイコライザーのオン・オフ、種類の変更できます。
18、EQボタン
繰り返しファイル再生の種類を変更します。ディスク：
（全体の）繰り返し再生、
シングル：指定ファイルを一
19、Repeat
1度だけ再生後停止、一曲リピート：一ファイルの繰り返し再生を切り替えます
本機では利用しません
20、Edit
再生時に押すと、
２倍に拡大表示します。カーソルボタンで位置を調整できます。
21、ZOOM
再生時に押すと、動画の再生経過時間、残り時間の表示を切り替えます
22、Display
本機では使用しません
23、4:4/16:9
本機では利用しません
24、Source
本機では利用しません
25、Target
再生時に押すと字幕を切り替えます
（ISOファイル再生時）
26、Subtitle
解像度を切り替えます。押すたびに480P、720P、1080iと切り替わります。※TV（コンポジット）出力
2７、VideoOut
時は解像度480でしか出力されませんTV（コンポジット）出力時に押してしますと画面が消えモニター
できなくなるのでご注意下さい。その場合には「VideoOut」ボタンを何度か押すか電源を切った後
HDMIに接続しなおして下さい。
本機では使用しません
２８、Audio
写真再生時に押すと、一覧表示になります。
２９、Mode（緑色）
※メインメニューの「ファイル」モードはファイル操作を行うモードとなりますが、本製品では使用しません
※本製品は全ての動画再生を保証するものではございません。

コンポジット入力をお使いの場合

480i、480pでの設定時のみ出力可能です。※初期設定で
720p、1080iの場合があります。その場合は、起動後にリモコ
ンの「Video Out」ボタンを何度か押し
「480i、480p」に切り
替えて下さい。

コンポジット

HDMI

電源のオン・オフ
本機とHDMIを接続して下さい。
（※初期設定はHDMI表示となっております。初回は
HDMI接続で起動して下さい。）
本体に電源を接続し背面のメインスイッチをオンにして下さい。起動後画面にメインメ
ニューが表示されます。
再生方法については裏面をご覧下さい。⇨

本製品の設定について

● 動画再生

● 写真表示

● 音楽再生

■メニュー画面の操作方法

１)メインメニューより
「MOVIE」を選択して下さい。

１)メインメニューより
「PHOTO」または「FILE」を選択して下さい。

1)メインメニューより
「MUSIC」または「FILE」を選択して下さい。

２)ご覧になりたいファイルを選択して「ENTER」ボタンを押して下さい。写真データが再

２)再生したいファイルを選択して「ENTER」ボタンを押して下さい。音楽データが再生

生されます。

されます。

ボタン操作について

ボタン操作について

●SlideTime：写真再生時に写真の表示時間を変更できます。押すたびに１秒、
３秒、
５

●早送り・巻き戻しボタン：早送り・巻き戻しボタン。押すたびに2倍、4倍、6倍、8倍、16

秒、
１０秒と切り替わります。

倍、通常、の順で再生します

●一時停止ボタン：一時停止します。もう一度押すと再生を再開します

●EQボタン：動画再生中に押すとイコライザーのオン・オフ、種類の変更できます。

●SETUPボタン：設定メインメニューを表示します

●Repeat：繰り返しファイル再生の種類を変更します。ディスク：
（全体の）繰り返し再生、

上下左右のカーソルボタンでオレンジ色のカーソルを移動し項目を選択。
「ENTER」ボ
タンで決定となります。
メインメニュー表示中に「Setup」ボタンを押すと設定画面になり
ます。

●OSD言語：メニュー表記の言語を選択できます。
（初期設定は日本語表記）
●TVタイプ：テレビの出力信号を選択します
（初期設定では日本仕様のNTSC）

●TV：アスペクト比を選択できます（標準では16:9、HDMI接続時は変更出来ません）
●解像度：解像度を選択できます（480P〜1080P、初期設定では480P）
●SPDIF：音声出力設定（標準状態のままでご利用下さい）
●ディスクツール：本製品では利用しません
●Defaults：全ての設定を初期設定に戻します。
（チェックを入れて「ENTER」ボタンを
押して下さい。
リセット後は英語モードになります。）

●EXIT SETUP：設定画面を終了して、本製品をリセットしてメインメニューに戻ります。

※「MOVIE」はメディア内の動画データが表示されます。
「FILE」はメディア内の全デー
タが表示されます。どちらからでもファイルを選択して再生可能です。
2)ご覧になりたいファイルを選択して「ENTER」ボタンを押して下さい。動画データが再
生されます。
ISOファイルの再生について
ISOファイルを選択された場合には次のボタン操作が可能になります。
●字幕変更：動画再生中に「Subtitle」ボタンを押すと字幕切替ができます。
（操作できな
い場合には禁止マークが出ます）
●音声変更：動画再生中に「Sub-Audio」ボタンを押すと字幕切替ができます。
（操作で

●Repeat：繰り返しファイル再生の種類を変更します。ディスク
（全体）繰り返し再生、一

●シングル：指定ファイルを一度だけ再生後停止、一曲リピート：一ファイルの繰り返し再

きない場合には禁止マークが出ます）

ファイルの繰り返し再生を切り替えます

生を切り替えます

●ISOファイル操作時のご注意

●Mode（黄色）
：写真再生時に押すと、一覧表示になります。

●VOLボタン：本機の音量を調整します

※作成されるISOファイルによっては再生中音声が途切れることがございます。
※本編以外（メインメニュー、予告動画、
サービス動画等）
は画像が乱れる場合がござい

●HOME：再生を中断してメインメニュー画面に戻ります

ます。その場合にはスキップボタンで動画を飛ばして下さい。※本編は通常通り再生可能
です。

●一時停止ボタン：一時停止します。もう一度押すと再生を再開します

その他動画ファイルについて

●Repeat：繰り返しファイル再生の種類を変更します。ディスク
（全体）繰り返し再生、一

※コーデック
（動画のデータ構造）
によっては再生できない、映像と音がずれるなどが発

ファイルの繰り返し再生を切り替えます

生する場合がございます。その場合には別の対応コーデックで動画を作成しなおす等し
て下さい。
※リジューム
（前回中断したところからの続きを再生）機能はございません。

※ファイル操作
ファイル名の変更、削除などを行うメニューとなりますが、仕様により本機では利用しま

●Mode（緑色）
：写真再生時に押すと、一覧表示になります。

せん。

