通知事項

本マニュアルの図は、製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。
また、本マニュアルは予告なしに変更されることがあります。

家庭用の放送通信資材

この機器は、家庭用
（ B級品）の電磁波適合機器として、主に家庭で使用することを目的としており、
全地域で利用することができます。

mini projector C5
取扱説明書

安全のための注意事項

ユーザーの安全を守り、財産上の損害を防ぐための内容です。
製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
付属のACアダプタのみご使用ください。
- 火災及び爆発事故の原因となることがあります。
濡れた手で製品の電源プラグに触れないでください。
- 感電の危険があります。
製品の動作中、投射レンズを見ないでください。
- 視力障害を引き起こす可能性があります。
投射レンズ及び空気孔をふさがないでください。
- 製品が破損したり、火災及び爆発事故の原因となることがあります。

同梱物

同梱物については、事前の予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
製品 プロジェクター(本体）

HDMIケーブル

三脚

ACアダプター

高温/高湿/ほこりの多い場所に保管、
または使用しないでください。
- 製品の破損、火災や爆発事故の原因となることがあります。
直射日光、火気のあるところに保管、
または使用しないでください。
- 製品の破損、火災や爆発事故の原因となることがあります。
不安定な場所に置いたり、
または外部からの衝撃を加えないでください。
- 製品の破損、
または傷害の危険があります。
製品の上に重いものを置かないでください。
- 製品の破損や傷害の危険があります。

変換コネクタ
(5 to 11pin)

MHLケーブル

製品に異常が発生した場合、当社のサービスセンターをご利用ください。

取扱説明書

mini projector C5

取扱説明書

各部分の名称

各部分の名称

HDMI/MHL端子

通気口
フォーカス
リング

通気口

オーディオ出力端子/ヘッドホン接続端子
（ステレオミニプラグ）

内臓
スピーカー

初期化ボタン

投写レンズ

電源入力端子
充電表示灯

三脚
取り付け穴
前

音量調節
ボタン

電源
ボタン

左側

上

後

通気口

右側

下

製品の充電方法

電源オン
（オフ）

1．電源入力端子にACアダプターを接続してください。
2．
コンセントにACアダプターのプラグを接続してください
3．充電ランプが緑色に変わったら、ACアダプターと製品を取り外してください。
（ 充電ランプが赤色であれば充電中、緑の場合は充電が完了したことを示します。）

電源がオフ
（オン）になった状態で電源ボタンを約3秒間押すと、製品の電源がオン
（ オフ）になります。
製品と外部機器を接続せずに約3分過ぎると、
自動的に電源がオフになります。

電源入力端子
充電表示灯

電源ボタン

製品の充電時間と標準時間
充電時間

約 3 時間

駆動 時間

フォーカス調整

約 2.5 時間

画面の画像が鮮明になるまで焦点調整リングを前後に回してください。
5m以上の投射距離を外れた場合、焦点調整ができないことがあります。
投写距離が遠くなるほど、画面の大きさは大きくなりますが明るさは暗くなります。

充電時間と駆動時間は、充電状態と使用環境によって異なる場合があります。
バッテリーは消耗品ですので、駆動時間が徐々に短くなります。

三脚取り付け

音量調節

音量調節ボタン(+、-)を押すと、音量を調節することができます。
音量調節表示は、画面には表示されません。

音量調節ボタン

初期化

製品が動作しなかったり、消えない場合は、針や爪楊枝のような小さなピンで
初期化ボタンを約1秒間押してください。製品が消灯し、初期化状態になります。

焦点調整リング

三脚を製品底面の三脚取り付け穴に接続して使用すれば、製品をより便利に利用することができます。

初期化ボタン

スマート機器との接続例

スマート機器との接続
（MHL対応のスマート機器）
1．電源ボタンを押して、製品の電源を入れてください。
2．MHLケーブルを利用して製品とスマート機器を接続してください。
3．焦点調整リングを回してピントを調整します。

1．MHL対応のスマート機器 - Micro USB 5pin端子
（ Galaxy S2/ Note、Optimus Gなど）
- MHLケーブル

MHLケーブル

HDMI/MHL端子

2．MHL対応のスマート機器 - Micro USB 11pin端子
（Galaxy S3/ S4/ Note2など）
- MHLケーブル+変換ジェンダー
スマート機器
充電端子
MHLケーブル
MHLケーブル
接続する過程で、接続が遅延される場合があります。
接続使用中に画面が点滅する場合があります。
アプリケーションによって、画面が投影されない場合があります。
一部の製品やOSのバージョンに応じて、製品との接続ができない場合があります。
スマート機器に応じて、別の接続アクセサリが必要な場合があります。
「 スマート機器との接続例」を参照してください。

変換アダプター

3．HDMI対応のスマート機器 - Apple 30pin端子
（ iPhone4/4S、iPad2/3など）
- HDMIケーブル+30pin Digital AVアダプタ
（ 別売品）

HDMIケーブル

30pin Digital AV アダプタ
（ 別売品）

ノートパソコンとの接続
（ HDMI対応のノートパソコン）
4．HDMI対応のスマート機器 - Apple 8pin端子
（iPhone5/5S、iPad4/ Miniなど）
- HDMIケーブル+ Lightning Digital AVアダプタ
（別売品）

1．電源ボタンを押して、製品の電源を入れてください。
2．HDMIケーブルを利用して製品とノートパソコンを接続してください。
3. ノートパソコン画面の映像信号の出力先をプロジェクターに切り換える。
画面の映像信号の切り換え方法は、
ご使用のコンピューターの取扱説明書をご覧下さい。
4．焦点調整リングを回してピントを調整します。

HDMIケーブル
Lightning Digital AV アダプタ
（ 別売品）

5．Slimport支援のスマート機器 - Micro USB 5pin端子
（ Optimus G Proなど）
- HDMIケーブル+ Slimportアダプタ
（ 別売品）
Slimport

HDMI端子

HDMI/MHL端子

対応解像度

HDMIケーブル

HDMIケーブル

Slimport アダプタ
（ 別売品）

640X480,720X480,720X576

その他の機器との接続
（HDMI対応の機器）

接続可能な外部機器の例

1．電源ボタンを押して、製品の電源を入れてください。
2．HDMIケーブルを利用して製品と外部機器を接続してください。
3．焦点調整リングを回してピントを調整します。

外部スピーカーとの接続
外部スピーカーから音響を聴取したい場合は、製品と外部スピーカーを接続してください。

デジタルカメラ

ゲーム機

DVDプレーヤー
HDMI 端子

HDMI/MHL 端子

オーディオ出力端子

HDMI ケーブル

外部機器が480P映像出力に対応していることを確認してください。
（480P映像出力に対応する機器でない場合は、製品と接続できない可能性があります。）
外部機器に応じて、別の接続アクセサリが必要な場合があります。
詳細については、該当する外部機器の取扱説明書を参照してください。

外部スピーカーを接続すると、内蔵スピーカーは動作しません。
使用しない場合には、外部スピーカーを外してください。

品質保証書

問題の解決
電源が入らない時
- 電源ボタンを約3秒間押してください。
- バッテリーの充電状態を確認してください。

保証期間内の製造上の欠陥によって故障が発生した場合には、購入した販売店または当社お客様相談センターまでご連絡
ください。
本保証書を提示していただければ、保証規定に基づき無償で修理いたします。
本保証書は、日本国 内でのみ有効です。

外部機器と接続できない時
- 適切なケーブルが用いられているか、ケーブルの種類を確認してください。
- ケーブルが正しく接続されているか、接続部を確認してください。
- 外部機器が映像出力機能に対応していることを確認してください。

製品情報

お客様の情報

お客様の情報

顧客(商号)名

画面が台形に歪んでいる時
- 画面と製品の投射光が垂直になるように位置を調整してください。

Serial No.

住所

購入日

電話番号

画面の下部が出ない時
- 三脚を取り付けて高さを調整してください。

販売店名

事業者番号

電話番号

業態/種目

製品が動作いなかったり消えなかったりする時
- 初期化ボタンを約1秒間押してください。

保証規定
1．保証期間
本製品は、通常の使用条件下で発生した故障に対しては、購入日から1年間無償で修理致します。
2．保証修理の除外事項
1）お客様の取り扱いの不注意と操作ミスによる故障や破損
2）当社指定の修理要員以外の第三者が修理、
または不当な修理改造による故障や破損
3）使用する電源の障害による故障や破損
4）当社指定の消耗品および消耗性部品以外の使用による故障や破損
5）天災による故障や破損
3．保証期間外の修理
保証期間経過後の修理については、所定の技術料を徴収します。
4．
アフターサービス部品の確保
当社事情により本機種が中止された場合、中止した日から5年間サービス部品を取り揃えてサービスに安全を期しています。

登録商標

製品仕様
解像度
光源
インチ数
光学
焦点調整
アスペクト比
画面オフセット
キーストーン調整
容量
バッテリー
充電/駆動時間

640 X 480(VGA)
(R/G/B) LED
10 ~ 90インチ(62インチ@2m)
手動
4:3
0%
未対応
12.58Wh(7.4V, 1,700mAh)
約3時間/約2.5時間

入力
出力

規格
環境

HDMI/MHL
オーディオ
内臓スピーカー
入力
電源
サイズ(W×D×H)
質量
動作温度
動作湿度(相対))

Mini HDMI/MHL端子
3.5㎜ジャック
1W(mono)
100 ~ 240V, 50 ~ 60HZ
12V, 1.5A
71 X 124 X 20mm
169g
0 ~ 40℃
0 ~ 80%

