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①電子POPモニター
②ACアダプタ
③リモコン
④マグネットスタンド（取付済）

１台
1個
1個
１個

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

⑤専用スタンド
⑥プラスドライバー
⑦取扱説明書・保証書(本書)

１個
１本
１部

セット内容

この度は、電子POPモニター（7インチ）「400-MEDI036」(以下本製品)をお買い上げいた
だき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱い
いただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあ
ともこの取扱説明書は大切に保管してください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

最初にご確認ください

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

※欠品や破損があった場合は、品番(400-MEDI036)と上記の番号（①～⑦）と
　名称（リモコンなど）をお知らせください。

1.各部の名称

①電子POPモニター

④マグネットスタンド
（取付済）

②ACアダプタ

⑥プラスドライバー⑤専用スタンド

③リモコン

●分解、改造はしないでください。
　〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。
　〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
　〈小さい部品を飲み込む危険性があります〉

●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。
　(機器の故障の原因となります)
●次のようなところで使用しないでください。
　⑴直接日光の当たる場所
　⑵湿気や水分のある場所
　⑶傾斜のある不安定な場所
　⑷静電気の発生する場所
　⑸通常の生活環境とは大きく異なる場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
　(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて
⑴清掃する時は電源を必ずお切りください。
⑵機器は柔らかい布で拭いてください。
⑶シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

●メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべて
　バックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、
　弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告

警告

人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

注意していただきたいことを記載しています。

【前面モニター部】

【背面】

【側面】
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音声が出力されます。スピーカー1

動画や写真を映します。液晶画面2

電源のON・OFFを確認できます。電源LED3

リモコン操作を受信した時に光ります。リモコン受光部4

VESA規格75×75mmに対応しています。取付け金具ネジ穴6

強力マグネットで金属部に取付けることができます。強力マグネット5

電源のON・OFFができます。主電源スイッチ7

SDカードを接続します。SDカードスロット8

USBメモリを接続します。USBポート9

ACアダプタを接続します。電源ジャック10

SDカードスロットの
カバーのネジ専用です。
マグネットスタンドを取外す
際は、お手持ちのプラスドラ
イバーを使用してください。

※専用スタンドを取付けたい時は、
　マグネットスタンドを外して取付けてください。
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2.仕様 5.使用方法

3.接続方法

①電子POPモニター

②ACアダプタ

⑥プラス
　ドライバー

ス ロ ッ ト USB A コネクタ（メス）×1、SDメモリーカードスロット ×1

対 応 メ ディア 8GB～128GBのSDカード、USBメモリ

対応メディアファイルシステム FAT32、exFAT

液晶画面サイズ 7型

画 素 数 1024×600

表示アスペクト比 16:9

ス ピ ー カ ー 4Ω 2W ×2

液晶バックライト寿命 約20,000時間

電 源 DC5V/2A

消費電力(本体) 最大4.8W

静止画（写真） 対応フォーマット:JPG、BMP、PNG、GIF
再生画素数:最大2.5メガピクセル

音 楽 対応フォーマット:MP3、ビットレート:320kbps以下

ケ ー ブ ル 長 3m

付 属 品 ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、
専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用)

サ イ ズ・重 量
本体のみ:W201×D22×H115mm/約310g
スタンド取付け時:W201×D186×H115mm/約780g

対応コーデック・フォーマット：
H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)
Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)
DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)
MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)
MPEG-1(ASF、AVI、MOV、MP4)
MJPEG(ASF、AVI、MOV、MP4)

動 画

解像度1280×720・再生可能ファイル

対応コーデック・フォーマット：
H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)
DivX(WMV)
MPEG-2(WMV)

解像度720×480・再生可能ファイル

ファイルを再生する

再生中のボタン操作

ACアダプタを接続する

背面の主電源スイッチをONにして電源を
いれると、自動で再生を開始します。

■再生される順番について
　●再生されるファイルの順番は、ファイル名によって決まります。
　　数字、アルファベット(大文字・小文字問わず)、ひらがな、カタカナ、漢字の順で
　　再生されます。
　●再生順を指定したい場合は、ファイル名の先頭に数字の連番をつけるなどをして
　　指定してください。
■メモリ内に動画、音楽、画像のファイルが混在している場合
　●動画、画像データは上記ファイル名の再生順で再生されます。
　　画像データが再生される際に、同時に音楽データが再生されます。

再生について

操　　作リモコン 本　体

繰り返し押すことで、「ファイルリスト」「設定画面」
「再生モード」に順に切り替えます。
※再生モードに戻った際は、先頭のファイルに戻ります。

リモコンを使用する時

リモコンの先端を本体の
リモコン受光部に向けて操作します。

日時を表示します。

前のファイルに戻ります。

次のファイルに進みます。

機能しません

音量を上げます。

音量を下げます。

再生を一時停止ます。再度押すと再開します。
※音楽データを再生している場合、このボタンは機能しません。

「シングルリピート」(1ファイルをリピート)、
「オールリピート」(全ファイルをリピート)を切替えます。

【背面】

ACアダプタを図のように接続します。

4.メディアの挿入

SDカードの挿入方法

1.SDカードスロットのカバーを開ける。
　付属のプラスドライバーでネジを取り、
　カバーを開けます。

2.再生したいファイルを保存したSDカード
を、裏表を確認し、スロットに水平に挿入し
てください。

再生可能なファイルの種類については、
「2．仕様」をご確認ください。

メディアの挿入角度に注意してく
ださい。斜めに無理に押し込むと、
本体やメディアを破損する恐れが
あります。

ゆるむ しめる

自動で
再生開始

リモコン 本体裏面
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言語

日時設定

スライドショー時間

ディスプレイ

自動電源ON

自動電源OFF

字幕ストリーム

バージョン

字幕状態

文字色

背景色

オン

白

ブルー

言語

日時設定

スライドショー時間

ディスプレイ

自動電源ON

自動電源OFF

字幕ストリーム

バージョン

時：

分：

秒：

09

00

00

自動電源ON オン

6.各種設定

ファイルを選択する

再生中にリモコンの[SETUP]ボタン、または本体の[M]ボタンを2回押すと、設定画面が表
示され、各種設定を行えます。

7.USBメモリからSDカードにファイルをコピーする

USBメモリからSDカードにデータをコピーすることができます。

1.使用したいデータをUSBメモリに保存します。
　再生可能なファイルの種類については、「2．仕様」をご確認ください。

2.本体の電源が入っており、SDカードが接続されている状態で、
　USBメモリを挿入してください。

3.画面左上に「USBコピー中です」のメッセージが表示されます。
　コピーが完了すると画面に再生が開始されるので、USBメモリを外してください。

1.テキストファイルを保存した
SDカードを本体に挿入し、電
源をいれます。
　設定画面で「字幕ストリーム」
　の字幕状態をオンにします。

テキストファイルに表示したいテキストを入力し、「ALL.txt」という
ファイル名でSDカードに保存します。（最大500字まで）
保存する際の文字コードは「UTF-8」を選択してください。

2.データの再生と一緒に字幕が
表示されます。

1.再生中にリモコンの[SETUP]ボタン、
　または本体の[M]ボタンを押すと、
　SDカード内のファイルを一覧で表示します。

2.リモコンの[▲][▼]または本体の
　[+][ー]を押してファイルを選択
　します。
　リモコンの[OK]または本体の
　[▶ll]を押すと再生します。

システム設定

字幕の表示

1.設定画面で「自動電源ON」を選択し、リモコンの[OK]または本体の[▶ll]を押します。
2.時間を設定します。
　「時」を選択、リモコンの[OK]または本体の[▶ll]を押します。
　リモコンの[▲][▼]または本体の[+][ー]を押して時間を設定します。
　同じように、「分」、「秒」を設定します。
3.「自動電源ON　オン」に設定します。
　リモコンの[OK]または本体の[▶ll]を押し、リモコンの[▲][▼]または本体の[+][ー]で
　ON・OFFの設定ができます。
4.リモコンの[OK]または本体の[▶ll]を押すと「自動電源ON」押すとの設定が完了です。

設定画面で「自動電源OFF」を選択し、自動電源ONの設定と同様に設定してください。

自動電源ON・OFFの設定

内　　容設定

【本体背面】【リモコン】

001Video.mp4

002Video.mp4

003Video.mp4

004photo.jpeg

005photo.jpeg

006music.mp3

ALL.txt

日本語/英語から選択できます。（初期設定：日本語）言語

日時を設定します。日時設定

画像データの表示時間を設定します。
3秒/5秒/15秒/30秒/60秒（初期設定：5秒）スライドショー時間

明るさ、コントラストを01～20の間で設定します。（初期設定：20）ディスプレイ

自動で電源をONにする時間を設定します。（初期設定：オフ）自動電源ON

自動で電源をOFFにする時間を設定します。（初期設定：オフ）自動電源OFF

字幕の設定します。
（初期設定：字幕状態/オフ、文字色/白、背景色/ブルー）字幕ストリーム

バージョン情報を表示します。 バージョン

この部分に保存したテキストが字幕として表示されます。

USBメモリを挿入すると、自動的にUSBメモリのデータ
はSDカードに上書きされ、以前のSDカードのデータは消
去されます。

●SDカードのデータに追加したい場合は、現在SDカードにコピーされている
同じデータを、あらかじめUSBメモリにコピーしておく必要があります。
●USBメモリを挿入すると、上書きが開始されますのでご注意ください。
●SDカード変換アダプタに取り付けたmicroSDカードを使用した場合、正常
にコピーできない場合があります。その際は、変換アダプタを使用せず、SD
カードに取りかえてお試しください。

自動電源OFF機能を使用していて画面が消えている状態の場合、
一度電源を入れ直して本体が起動している状態にしてください。

ご注意

■自動電源ONの設定

■自動電源OFFの設定

USBメモリ

SDカードが
接続されているか

確認

上書き保存

SD

同じはたらきをします。

ファイル名： ALL.txt

UTF-8 を選択

■字幕に表示したいテキストファイルを準備する

■字幕を表示する

SD に保存
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〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト

ver.1.0

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日　　年　  月　  日

担当者名

型 番: 

保 証 書

お客様 ・ お名前 ・ ご住所 ・ TEL

シリアルナンバー：

販売店名 ・ 住所 ・ TEL

400-MEDI036

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期
間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製
品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　⑴保証書をご提示いただけない場合。　
　⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　⑷故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
　⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も
お受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責
を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいた
しかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わ
る設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや
使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害
などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

10.保証規定

8.取付け方法

すでに付いているマグネットスタンドには、マグネットが付いていますので、マグネットを利用
して様々な場所に取付けることができます。

9.故障かな？と思ったら

マグネット

ヒンジ

75mm

75mm

マグネットスタンド 
VESA規格75×75mm対応

壁に取付け 棚に取付け スタンドにして置き型に

気軽に置けるスタンド型

●付属のプラスドライバーはSDカード
スロットカバー用です。マグネットスタ
ンドの取付け・取外しには使用しないで
ください。
●マグネットスタンドのネジを外す時は、
お手持ちのプラスドライバーを
　ご使用ください。

ACアダプタは正しく差し込んでいますか？
正しく接続してください。

電源が入らない

ファイルのサイズが大きいとコピーに時間がかかる場合が
あります。
コピーが終わらない場合、USBメモリを外し、電源を入れ直し
た後、別のUSBメモリを使用してみてください。

USBメモリのコピーが
終わらない

ファイル形式が対応していないかもしれません。
再生可能なファイルの種類については、
「2．仕様」をご確認ください。

動画の動きがおかしい

電源を一度切り、再度入れ直してください。

SDカードにデータが保存されていない可能性があります。
SDカードに再生したいデータを保存してください。

再生できるデータのファイル名は、半角英数文字16文字
（拡張子含む）です。ファイル名を変更してみてください。

電源を入れても
再生されない

マグネットスタンドを使用する

専用スタンドを使用する際は、付属のマグネットスタンドを外してから、専用スタンドを取付け
てください。

1.マグネットスタンドを取外す。

2.スライドさせて取付けてください。

専用スタンドを使用する

④マグネットスタンド（取付済）

⑤専用スタンド

④マグネットスタンド（取付済）


