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重要情報 

 
注意：感電を防ぐため、機器のケーシングを開けないでくだ

さい。この製品にはユーザーが修理できる部品は含まれま

せん。専門家に修理を依頼してください。 

 

 三角形の中に矢印が付いた稲妻マークは、製

品の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が

あることを示します。これは、人に感電の危険

をもたらす可能性が高いです。 

 三角形に感嘆符が付いたマークは、重要な操

作および保守（修理）手順があることをユーザ

ーに警告することを目的としています。 

警告： 

火災や感電を防ぐため、本製品を雨や湿気にさらさないでくださ

い。 製品内部に高電圧があります。ケーシングは絶対に開けな

いでください。 専門家に修理を依頼してください。 

この製品に水をかけないでください。液体で満たされた物

体（花瓶など）をこの製品の上に置かないでください。 

重要な安全に関する注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意： 
• バッテリーの不適切な取付による爆発の危険。同じ

または類似の型番のバッテリーを使用する必要があ

る。 

• この製品はレーザーを使用しています。この取扱説

明書に従って制御および調整せず、または手順に従

って操作していない場合、放射線に暴露する可能性

があります。カバーを外したり、自分で修理したりしな

いでください。専門家に修理をしてください。 

 

 

 

1、以下の安全上の注意をよくお読みください。 

2、これらの安全指示に従ってください。 

3、すべての警告に注意してください。 

4、すべての提示情報に注意してください。 

5、この製品を水の近くで使用しないでください。 

6、この製品の清掃には、乾いた布を使用してください。 

7、換気口をふさがないでください。メーカーの要件に従って設

置してください。 

8、本製品を熱源（ラジエーター、暖房出口、ストーブなど）やそ

の他の発熱機器（パワーアンプを含む）の近くに設置しな

いでください。 

9、必ずオリジナルプラグを使用してください。ピンとソケットが一

致しない場合は、技術者に連絡して交換してください。 

10、電源コード、特にプラグ、ソケット、および製品から引き出す

電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないでください。 

11、製造メーカーが指定した部品を必ず使用してください。 

12、この製品を不安定なカート、台座、三脚、

ブラケットまたは作業台に置かないでく

ださい。カートまたは本製品の転倒によ

る損傷を避けるため、カートを使用する際は注意してく

ださい。 

13、雷雨時や長期間使用しない場合は、電源コードを抜いて

ください。 

14、保守が必要な場合は、専門家に依頼してください。 電源

コードやプラグの損傷、液体や異物の侵入、雨や湿気に

よる濡れ、正常に動作しない、落下したなどの原因で製

品が損傷した場合、修理する必要がある。バッテリー（バ

ッテリーパックまたは取り付けられているバッテリー）を

日光や火などの過度の熱環境に暴露しないでください。 
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注意事項 

1、 AC 電源を接続する前に、本製品の定格電圧が地域の電源電圧と一致しているかどうかを確認してください。地域の電源電

圧がわからない場合は、地域の電源会社にご相談ください。この製品の許容する電圧入力範囲は、AC 100V–240V~，

50/60Hz です。 

2、 電気製品は、接地保護付きの電源ソケットを使用する必要があります。 

3、 それでもコンセントに接続する場合、電源を切っても AC 電源が切れることはありません。この製品を長期間使用しない場合

は、プラグを抜いてください。プラグを抜くときは、コードではなくプラグを持ってください。 

4、 電源プラグは電源の遮断に使用しますので、簡単に抜き出すことができるように注意してください。 

5、 この製品には十分な換気を提供し、この製品をソファ、ベッド、またはカーペットの上に置かないでください。この製品を壁や

本棚に設置するには、十分なスペースがあることを保証してください。上部、側面、および背面に 4 インチ（10 cm）の空きスペ

ースを保持することをお勧めします。 

6、 高温になると、本製品が異常動作する場合があります。 この製品またはバッテリーを直射日光や熱を発生する物体の近く

に絶対に置かないでください。 

7、 製品を低温から高温に、またはその逆に移動すると、製品内のレーザー装置に水分が凝縮する可能性がある。この場合、

製品が正常に機能しない場合があります。この場合、本製品の電源を 1～2 時間（ディスクを挿入しない）オンにして、水分を

蒸発させてください。 

 

付属書 

このプレーヤーのパッケージに次の付属品が含まれているかどうかを確認してください。 

 

取扱説明書 

 

電源コード リモコンとバッテリー 
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Trademark Notice
DVD Logo is a trademark of DVD Format / Logo Licensing Corporation.
The Blu-ray DiscTM, Blu-rayTM, Blu-ray 3DTM, BD-LiveTM, BONUSVIEWTM, Ultra HD Blu-rayTM word
marks and logos and the 4K Ultra HDTM logo are trademarks of the Blu-ray Disc Association.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the doub
le-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD
Master Audio is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Java and all other Java trademarks and logo are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Cinavia Notice
This product uses CinaviaTM technology to limit the use of unauthorized copies of some
commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized
copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.
If playback or copying is interrupted and one of the messages shown below is displayed, the content is
an unauthorized copy protected by Cinavia technology.

edoCegasseMaivaniCegasseM
1]1)s(egasseM[
2]2)s(egasseM[
3]3)s(egasseM[
4]4)s(egasseM[

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information
Center at http://www.cinavia.com. To request additional information about Cinavia by mail, send a 
postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
IPR Message
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. CinaviaTM is a Verance Corporation trademark. Protected by
U.S. Patent 7,369,677 and worldwide patents issued and pending under license from Verance
Corporation. All right reserved.

CAUTION: This product utilizes a laser.

Do not open cover and do not repair yourself. Refer servicing to qualified personnel.
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互換性のあるディスクタイプ  

Logo Features Manual Icon 

  

3D ブルーレイディスクを含む BONUS VIEW および BD-Live コンテン

ツを備えた 4K ブルーレイディスクとブルーレイディスクに対応できま

す。3D 再生には、3D 対応のモニターと 3D メガネが必要です。さらに、

単層および二層の BD‐R/RE ディスクにも対応できます。 

  

  

DVD：市販の DVD ディスクと DVD±R/RW ディスクに対応できます。 
  

  SACD：高解像度ステレオまたはマルチチャンネルオーディオ。 注：一

部の SACD は、CD および高解像度 DSD レイヤーとのハイブリッドフ

ォーマットを使用します。 
   

  
CD：標準 RedBookCD と CD-R/RW に対応できます。 

  

ディスクの保管とお手入れ 

1、ディスクに傷を付けたり、ディスクに指紋を残したりしないように清潔に保ってください。 

ディスクを取り出すときは、ディスクの端を持ち、記録面に触れないようにしてください。 

2、ブルーレイディスクは、極性密度でデータを記録し、記録層がディスクの表面に非常に近い状態です。したがって、ブルーレイ

ディスクは DVD よりもほこりや指紋に敏感です。再生に問題が発生し、ディスクの表面に汚れがある場合は、きれいな布で

ディスクを拭いてください。この場合は、射線方向に沿って中心から外側へと掃除してください。円を描くようにディスクを掃除

しないでください。 

3、ディスクの掃除には、ベンゼン、シンナー、帯電防止スプレーなどのクリーニングスプレーまたは溶液を使用しないでください。 

4、ディスクにラベルやステッカーを貼らないでください。ディスクがゆがんだり、厚すぎたりして、再生の問題や回転不能などの故

障が発生する可能性があります。 

5、ディスクを直射日光にさらしたり、熱源の近くに置いたりしないでください。 

6、次のディスクは使用しないでください。 

• ステッカーまたはラベルの残りの接着剤が付いているディスク、プレーヤーにくっつく可能性があります。 

• 歪んだりひびの入ったりしたディスク 

• ハート型や名刺型のディスクなど、不規則な形状のディスク
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製品設置ガイド 

前面パネルの機能 

 

 

1．USB 入力ポート 4．挿入キー/退出キー 7．前の曲 

2．トレイストリップ 5．再生/一時停止キー 8．次の曲 

3．表示レンズ 6．停止キー 9．電源オン・オフキー 

前面パネル表示画面 

 

 

 

1、再生状態 

2、HDMI 接続状態 

3、ディスク情報 

4、再生モード 

5、HDMI 出力 4K 解像度 

6、デジタルオーディオ出力フォーマット 

7、2G-12G 主表示領域 
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背面パネルポート 

 
 

1．ネットワーク接続ポート 2．HDMI OUT（Main)出力ポート 3．HDMI OUT（Audio Only)出力ポート 

4．USB 3.0 出力ポート 5．同軸デジタルオーディオ出力ポート 6．光ファイバーデジタルオーディオ出力ポート 

7．RS-232C シリアル制御ポート 
8/11．バランスの取れたステレオオーデ

ィオ出力 
9/10．ステレオオーディオ出力  

12．AC ソケット 13．機器オン・オフキー  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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リモコン 

 

1． 電源：プレーヤーを「スタンバイ」または「オン」状態にする 

2． 数字キー：数値を入力する 

3． クリア：数値をクリアする 

4． オーディオ調整：オーディオ出力パラメータの微調整 

5． 画像調整：画像出力パラメータの微調整 

6． リピート：繰り返して再生する 

7． A-B リピート：選択された部分を繰り返し再生する 

8． 設定：プレーヤーの設定メニューを開く 

9． オプション：現在のオプションメニューがポップアップする 

10． 純音：HDMI ビデオの出力をオフにする 

11． 音量+/-：音量を大きく/小さくする 

12． ディスクメニュー：ブルーレイのディスクメニューまたはDVDディスク

のタイトルメニューを表示する 

13． 矢印キー：メニュー選択をナビゲートする 

14． ホーム：主画面に戻ります 

15． 早巻き戻し：早巻き戻し再生 

16． 再生/一時停止：再生を開始/再生を一時停止 

17． 前の曲：前の曲にジャンプ 

18． 停止：再生を停止する 

19． ピクチャーインピクチャー 

20． HDR（ハイダイナミックレンジ）：ハイダイナミックレンジ画像のオン/

オフ 

21． カラーボタン：機能は内容によって異なる 

22． トイレ開/閉：トイレを開閉する 

23． 検索：指定した位置にジャンプして再生を開始する 

24． 解像度：HDMI 出力解像度を切り替える 

25． 情報：画面表示情報の表示/非表示 

26． 早送りジャンプ：30 秒後の時点にジャンプして再生する 

27． 早巻き戻しジャンプ：10 秒前の時点にジャンプして再生する。 

28． 字幕：字幕言語を選択する 

29． オーディオトラック：オーディオトラックまたはナレーションの言語を

選択する 

30． ミュート：オーディオ出力をオフにする 

31． ポップアップメニュー：ブルーレイディスクのポップアップメニューま

たは DVD メニューを表示する 

32． 戻る：前のメニューに戻る 

33． 早送り：早送り再生 

34． 次の曲：次の曲にジャンプ 

35． バックライト：リモコンボタンのバックライトのオン/オフ 

36． 輝度調整：前面パネルの表示輝度を調整する 

 

  注意 

キーを押しても機能せずまたは機能が使用できない場合、スラッシュ付きの円が画面に表

示されます。 
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バッテリー装着 

1.ボックスカバーを開きます 

2.バッテリーを挿入します 

バッテリーのプラス（+）端子とマイナス（-）端子をボックス内にマークされた位

置に合わせます。 

3.ふたを閉めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  警告 

 リモコンを落としたり、濡れた場所に置かないでください。 

 前面のリモコンセンサーを太陽光またはその強い光源に当たるところに置かないでください。 

 バッテリー残量が不足の場合、リモコンの動作に影響を与える場合があります。 ただちにバッテリーを交換してください。 

 リモコンを長期間使用しない場合は、バッテリーを取り外してください。 

 バッテリーの液漏れや腐食を防ぐため、バッテリーを正しく使用してください。バッテリーを長時間に直射日光や高温環境

に暴露しないでください。 

 バッテリーを加熱したり、炎に近づけたりしないでください。 古いバッテリーと新しいバッテリーを混用しないでください。 

異なるタイプのバッテリーを同時に使用しないでください。 

 バッテリーの液漏れが発生した場合は、手で直接液体に触れないでください。バッテリーコンパートメント内の液体をきれ

いに清掃し、新しいバッテリーを挿入してください。 

1．開く 

3．閉める 

2．バッテリ

ーを挿入す

る 

リモコンの取扱 
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一般的な接続方法 

HDMI を介して A/V パワーアンプを接続 

 

 
• お使いのパワーアンプが HDMI 機能を備え、4K HDR ビデオの送信に対応できる場合は、HDMI ケーブルをプレーヤーの

HDMI OUT (Main)出力ポートをパワーアンプに接続し、パワーアンプ上で HDMI ビデオ送信(詳細については、受信機の取扱

説明書をご参照ください）をオンにするだけで済みます。パワーアンプは通常、ビデオ信号を送信するために表示装置に接

続できる HDMI 出力機能を備えています。 

• 一部のパワーアンプは、HDMI2.0 と HDMI1.4 のハイブリッドポートを備えています。4K コンテンツを正常に視聴するには、

HDMI2.0 と HDCP2.2 対応の 4KUHD テレビの入力ポートに本製品を接続してください。 

 

  注意 

 HDMI（高解像度マルチメディアポート）は、オーディオとビデオをプレーヤーから表示装置に同時に送信できます。ただし、

HDMI 規格はまだ継続的に充実する状態にあり、互換性の問題がある可能性があることに注意してください。パワーアン

プは HDMI オーディオ入力をサポートしている必要があります。一部のパワーアンプは、ビデオ切り替え用の HDMI ポート

のみを提供します。パワーアンプに音声入力機能がない場合、後述する他の接続方法をご参照ください。 

 ブルーレイディスクの場合、HDMI v1.4 対応、Dolby TrueHD および DTS-HDMaster Audio デコード機能を備えたパワーア

ンプを使用するのが最適です。 

 4K ブルーレイディスクの場合、HDMI2.0 および HDCP2.2 以上対応のパワーアンプをご使用ください。 4K UHD ビデオの

視聴を保証するには、18Gbps の高品質で高速な HDMI ケーブルの使用をお勧めします。 

 この製品は、Dolby Atmos と DTS：X など、最新のオブジェクト指向サラウンドサウンドフォーマットを、これらのフォーマット

のデコードをサポートするパワーアンプに出力するためのソースコードをサポートしています。 

 お使いのパワーアンプの仕様をチェックし、これらのニーズを満たすかどうかを確認してください。 

HDMI 出力

 

HDMI ケーブル 
HDMI 入力

 

HDMI ケーブル 
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HDMI を介してテレビに接続 

 

 
• HDMI ケーブルを使用して、プレーヤーの HDMI OUT（Main）出力ポートをテレビに直接接続してください。この接続方法では、1

本のケーブルを介して純粋なデジタル信号でビデオ信号とオーディオ信号の両方を同時に送信します。 

• 4KUHD コンテンツを通常どおり再生するには、プレーヤーの HDMI OUT（Main）出力ポートを、HDMI2.0 および HDCP2.2 対応の

4KUHD テレビに接続してください。 

 

  注意 

 この接続方法は、テレビのスピーカーから音を出力します。最高の音質を得るには、この製品のオーディオをスピーカー

が接続された A/V パワーアンプに送信することをお勧めします。 

 4K 解像度で 4K ブルーレイおよびその他の 4K コンテンツを正常に表示できるように、HDMI2.0 および HDCP2.2 対応の

4KTV を使用してください。 

 HDR コンテンツを視聴するには、HDR（ハイダイナミックレンジ画像）に対応できるテレビを使用してください。 

 4K60Hz のビデオを視聴できるようにするため、18Gbps の高速 HDMI ケーブルを使用して接続してください。 

 HDMI OUT (Audio Only) をテレビに接続しないでください。 

  

HDMI ケーブル
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デュアル HDMI を介してテレビと A/V パワーアンプを接続 

 

 

• この製品の「デュアル HDMI 接続」モードでは、高ビットレートのオーディオコンテンツに加えて、最高のビデオ品質と解像度

を楽しむことができます。1 本の HDMI ケーブルを使用して HDMI OUT (Main)出力ポートをテレビに接続し、もう 1 本の

HDMI ケーブルを使用して HDMI OUT(Audio Only) 出力ポートをパワーアンプに接続できます。 

• お使いの表示装置に 3D または 4K 画像機能を備え、パワーアンプに 3D または 4K 画像機能がない場合は、この配置方法

をお勧めします。これにより、ビデオ信号（3D または 4K 画像）を直接テレビに送信し、オーディオ信号をパワーアンプに送

信することができます。 

 

  注意 

 HDMI 接続時の注意事項をご参照ください。 

 お使いの受信機が HDMI オーディオ入力に対応できない場合は、他の接続方法を試してみてください。 

  

HDMI ケーブル
 

HDMI ケーブル 

HDMI 入力 

HDMI 入力
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RCA オーディオケーブルを介してステレオシステムを接続 

 

 
• お使いのサウンドシステムにステレオ入力ポートしかない場合、またはサラウンドサウンドシステムをこのプレーヤーの

HDMI、光ファイバ、または同軸出力ポートに接続することに加えて、独立したステレオサウンドシステムを接続したい場合、

それをこのプレーヤーの独立したステレオ出力(STEREO AUDIO OUT)ポートに接続することができます。 

• この製品には、RCA 端子と XLR バランス端子の 2 つの独立したステレオオーディオ出力ポートが装備されています。 

• 優れたノイズ抑制効果とシグナルインテグリティのために、XLR 端子の使用をお勧めします。 

 

  注意 

 独立したステレオ出力ポートは、マルチチャンネルオーディオソース信号をステレオ信号に自動的に down mix することが

できます。ただし、独立したステレオ出力は、オーディオモード（Down mix）および[設定]メニュ> [サウンド処理]のその他の

スピーカー設定オプションの影響を受けません。 

  

オーディオ接続ケーブル 

ステレオまたはサラウンドサウン
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XLR バランスオーディオケーブルを介してステレオシステムを接続 

 

 
• XLR バランスステレオオーディオ出力ポート（BALANCED STEREO AUDIO OUT）をステレオシステムに接続することもでき

ます。3 ピン（XLR3）のバランスオーディオケーブルを使用してください。また、このプレーヤーの XLR ポートはオスポートで

す。 

 

  注意 

 XLR バランスオーディオ出力ポートは、高品質のマイクやデバイス間のケーブルなど、プロのオーディオ電子機器で一般

的に使用されています。 

 この製品は、3 ピン XLR ポート（下図を参照）を採用して、1 対の差動信号（正/負の信号）を送信します。電流増幅回路

は、この 1 対の信号の電圧差を比較することにより、コモンモードノイズをキャンセルし、元の信号の完全性を向上させる

ことができます。 

 

この製品はオスの XLR 端子を使用 

  

オーディオ接続ケーブル

 

ステレオまたはサラウンドサウンドシステム  

アース 正（+） 

負（-） 
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S/PDIF(光ファイバ/同軸）を介して A/V パワーアンプを接続 

 

 
• RCA タイプのプラグ付きの 75Ω同軸デジタルオーディオケーブルまたは S/PDIF 光ファイバーデジタルオーディオケーブル

を使用して、光ファイバーまたは同軸デジタルオーディオ出力端子を A/V パワーアンプの対応する入力端子に接続してく

ださい。 

 

  注意 

 帯域幅の制限により、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution および DTS-HD Master Audio などの

高解像度オーディオフォーマットは、同軸または光ファイバーで出力できません。上記のオーディオトラックは、低解像度

バージョンに置き換えられます。高解像度オーディオフォーマットで最良の結果を得るには、お使いのパワーアンプが

HDMI オーディオ入力を処理できる場合は HDMI 接続を使用してください。HDMI オーディオを処理できる場合は、マルチチ

ャンネルアナログ出力を使用してください。 

 著作権の制限により、SACD オーディオを同軸または光ファイバーデジタルオーディオ出力で送信することはできません。 

SACD を楽しむには、HDMI またはアナログオーディオ接続を使用してください。 

 著作権と帯域幅の制限により、DVD-Audio ディスクの高解像度オーディオは、同軸または光ファイバーデジタルオーディ

オ出力で送信することはできません。高解像度 DVD-Audio ディスクのコンテンツを楽しむには、HDMI またはアナログオ

ーディオ接続を使用してください。 

  

Dolby Digital または DTS デコーダー付きのパ
同軸入力 

同軸デジタルオーディオケーブル

光ファイバーデジタルオーデ
光ファイバー入力 
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インターネットに接続する 

この製品は、ホームネットワークを介したオーディオ、ビデオ、および写真の再生をサポートします。 このオプションは、NFS、

DLNA、SAMBA/CIFS に対応できます。 

この製品は、一部のブルーレイディスクが提供する BD-Live 機能もサポートしています。BD-Live は、追加のダウンロード可能な

コンテンツと追加のオンラインインタラクティブプログラムを提供します。BD-Live のコンテンツは、ディスクと発行元によって異な

る場合があります。追加の字幕、解説、映画の予告編、ゲーム、オンラインチャットが含まれる場合があります。インターネット経

由で BD-Live 機能を使用するには、このプレーヤーをブロードバンドインターネットに接続する必要があります。ネットワークストリ

ーミングメディアを使用しない場合は、BD-Live をインターネットに接続する必要はありません。 

 

 

 
• ネットワークケーブル（5/5E ストレートイーサネットケーブル）の一端を製品の背面パネルの LAN ポートに挿入します。 

• ネットワークケーブルのもう一端を広帯域ルーターまたはモデムの LAN ポートに接続します。 

• このプレーヤーを広帯域インターネットに接続した後、いくつかのネットワーク設定を行う必要がある場合があります。 

• 広帯域ルーターまたはモデムの設定に関する問題については、広帯域ルーターまたはモデムの取扱説明を参照するか、イ

ンターネットオペレーターに問い合わせてください。 

 

  注意 

 プレーヤーの LAN ポートは、1000BASE-T、100BASE-TX、または 10BASE-T 対応のイーサネットポートにのみ接続してく

ださい。電話ポートなどの他のポートまたはコネクタに接続する場合は、プレーヤーが損傷します。 

  

広帯域インター
ネット接続

ネットワークケーブル(イーサーネット)

ブロードバンドルーター/モデム 

インターネット
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BD-Live 

一部のブルーレイディスクタイトルには、BD-Live（ブルーレイインタラクティブコンテンツ）機能がありま

す。BD-Live は、追加のダウンロード可能なコンテンツと追加のオンラインインタラクティブプログラミン

グを提供します。BD-Live のコンテンツは、ディスクと発行元によって異なる場合があります。追加の

字幕、解説、映画の予告編、ゲーム、オンラインチャットが含まれる場合があります。BD-Live コンテンツを再生するには、プレー

ヤーを広帯域インターネット接続が必要です。 

ブルーレイディスクの BD-Live コンテンツは、メーカーが編成された BD-Live コンテンツによって、下記のさまざまな形式で表示さ

れます。例：再生を開始するときに BD-Live コンテンツのダウンロードをスートします。ディスクのメインメニューに BD-Live を選択

します。ダウンロードを開始する必要があるかどうかを尋ねるプロンプトメッセージを表示します。会員またはアカウントを登録する

必要があるかどうかを尋ねます。 ディスクの指示に従って BD-Live コンテンツをお楽しみください。 

インターネット接続の速度と BD-Live コンテンツサーバーの容量は、BD-Live コンテンツのダウンロード速度に影響します。ダウン

ロード速度が遅い、または再生が断続的である場合は、BD-Live 機能を使用せずにディスクコンテンツのみを再生するか、別の

時間で実施することをお勧めします。BD-Live 機能を使用するとき、お使いのプレーヤーID、ディスク、および IP（インターネットプ

ロトコル）アドレスがインターネット経由でコンテンツプロバイダーに送信される場合があります。これは通常、個人情報を送信しま

せん。ただし、IP アドレスを特定の地域またはサービスプロバイダーに一致させるテクノロジーは存在するため、インターネットサ

ービスプロバイダーは、特定の IP アドレスを使用しているユーザーを知ることができます。BD-Live コンテンツプロバイダーが会

員資格またはアカウントでログインすることを要求した場合、このコンテンツプロバイダーは会員の資格またはアカウント情報を取

得できます。この場合、インターネットサービスプロバイダーおよび BD-Live コンテンツプロバイダーにプライバシーポリシーを確

認してください。 

プレーヤーの設定メニューを使用して、BD-Live ネットワークアクセス機能を制限することができます。
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基本操作 

ディスク再生 

 

1. 電源キーを押してプレーヤーの電源を入れます。 

2. トレイ開/閉キーを押して、ディスクトレイを取り出します。 

3. 印刷面を上に、記録面を下に向けてディスクを置きます。 

4. トレイ開閉キーを押してトレイを閉じます。 

5. プレーヤーがディスク情報を読み取り、再生を開始します。 

6. ディスクのコンテンツによっては、メニューまたはナビゲーショ

ン画面が表示される場合があります。 矢印キーと確定(OK)

キーを使用して、再生するコンテンツを選択してください。 

7. 再生を停止する必要がある場合は、停止キーを押してくださ

い。 

8. プレーヤーの電源を切る必要がある場合は、電源キーを押し

てください。 

 

オプションメニュー 

 

 1. メディアファイルのナビゲーションおよび再生中に、リモコンのオ

プションキーを押してオプションメニューを開きます。 

2. オプションメニューが表示されたら、リモコンの上/下矢印キーを

押して特定の項目を強調表示し、確定(OK)キーを押して確認し

てください。 

 

 

コンテンツの種類に応じて、オプションも異なる場合があります。選択と対応する機能の概要を以下に示します。 

ビデオディスク（DVD、BD）およびビデオファイルを再生する場合： 

• 字幕設定：利用可能な字幕から希望の字幕言語を選択します。 

• オーディオトラック設定：使用可能なオーディオトラックから必要なオーディオトラックを選択します。 

• リピート再生：チャプター、タイトル、またはディスク全体を繰り返し再生します。 

• 画像調整：画像調整メニューを表示します。 

 

電源  トレイ開/閉

停止

 

オプション  
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オーディオディスク（CD、SACD）および音楽ファイルを再生する場合： 

• プログラム再生：設定された優先順位に従って曲を再生します（CD 再生中にのみ使用可能）。 

• リピート再生：現在の曲またはすべての曲を繰り返し再生ます。 

• 順不同、ランダム再生：順不同、ランダム再生モードをオンにします。 

画像ファイルを再生する場合： 

• 順不同、ランダム再生：順不同、ランダム再生モードをオン/オフにします。 

• モードの切り替え：スライドショーの再生モードを変更します。 

早送り再生 

 
再生中に早送りまたは早巻き戻しをすることができます。 

1、リモコンの早送りキーを押すと、プレーヤーは早送り再生を開始

します。早送りキーを押すたびに、プレーヤーは次の順序で速

度を変更します。 

2x 4x 8x 16x 32x 

2、リモコンの早巻き戻しキーを押すと、プレーヤーは巻き戻しを開

始します。 巻き戻しキーを押すたびに、プレーヤーは次の順序

で速度を変更します。 

2x 4x 8x 16x 32x 

 

  注意 

 BD-Java 技術を採用したブルーレイディスクの中には、独自の早送りおよび早巻き戻し制御機能を備えているものがあり

ます。 実際の速度はディスクによって異なります、一部のディスクでは進捗状況が表示されます。 

スロー再生 

 

スローモーションでビデオを再生するには、以下の手順に従ってくだ

さい。 

1. リモコンの一時停止キーを押して、再生を一時停止します。 

2. 早送りキーを押して、遅送り再生速度を選択します。 早送りキ

ーを押すたびに、再生速度が次の順序で変化します。 

 

3. 早巻き戻しキーを押して、低速逆再生速度を選択します。 早巻

き戻しキーを押すたびに、再生速度が次の順序で変化します。 

 

4. 再生キーを押して、低速再生モードを終了します。 

早巻き戻し 早送り

 

一時停止
/再生

 

早巻き戻し  早送り
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一時停止/フレームごとに再生 

 

1. 再生中に一時停止/再生キーを押すと、再生を一時停

止できます。このモードでは、一時停止アイコンがテレ

ビ画面に表示されます。 

2. DVD またはブルーレイディスクが一時停止状態のとき

に、前の曲キーまたは次の曲キーを押して、ビデオ画

像をフレームごとに順方向または逆方向に再生しま

す。 

ブルーレイディスクメニュー 

 

1、 ブルーレイディスクには通常、ディスクメニューとポップ

アップメニューが含まれています。ディスクメニューは

通常、プレビューと著作権情報の後に再生を開始する

と表示されます。ポップアップメニューは、再生を中断

することなく、再生の途中でアクセスできます。 

2、 再生中に、ディスクメニューキーを押してディスクメニュ

ーに入り、ポップアップメニューキーを押してポップアッ

プメニューに入ります。 

3、 矢印キーを使用してメニューを確認し、確定(OK)キー

を押して選択を確認します。 

4、 一部のメニューはカラーキーを使用します。 リモコン

の対応するカラーキーを押すと、メニュー機能を選択

できます。 

オーディオ制御 

 

1. リモコンの音量+/-キーで音声を制御できます。プレーヤ

ーのオーディオを、他のソース(テレビ番組や VCR など)

のと同じになるように設定することをお勧めします。 

    音量+キーを押して、音声を上げます。 

    音量-キーを押して、音声を下げます。 

前の曲 次の曲 

一時停止/再生
 

ディスクメニュー 

矢印キー
 OKキー

 

ポップアッ
プメニュー

 

カラーキー

 

音量キー
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ミュート 

 

1. リモコンのミュートキーを押して、再生中の音声出力をオ

フにすることができます。ミュートアイコンがテレビ画面に

表示されます。 

2. ミュートキーをもう一度押すと、オーディオ出力を復元で

きます。 

オーディオトラックの選択 

 

1. 再生中にリモコンのオーディオトラックキーを押して、オ

ーディオトラックを選択します。 

2. オーディオトラックキーを繰り返し押すか、上/下矢印キ

ーを押して使用可能なオーディオトラックトラックを選択し

ます。 

 

  注意 

 使用可能なオーディオトラックはディスクによって異なります。一部の DVD-Audio ディスクでは、オーディオトラックキーを

使用することでオーディオトラックを選択できますが、他のディスクでは、ユーザーがディスクのサウンド設定メニューで選

択する必要があります。マルチチャンネルとステレオで SACD を再生する場合は、オーディオトラックキーを使用して 2 つ

のモードを切り替えます。 

 

字幕選択 

 

1、 DVD、ブルーレイディスクまたはその他の字幕付きのビ

デオプログラムを再生する場合は、リモコンの字幕キー

を押して、必要な字幕を選択できます。 

2、 字幕キーを繰り返し押すか、上/下矢印キーを使用して

使用可能な字幕を選択します。 

ミュートキー
 

オーディオトラック

 

字幕
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高度な操作 

リピート再生 

 1、 ディスク、曲、タイトル、またはチャプターを繰り返すに

は、リモコンのリピートキーを押してください。 

2、 リピートキーを押すたびに、リピートモードが順番に切り

替わります。 

 

選択したチャプターのリピート再生 

重复播放特定部分，请按照下列步请操作： 

特定のチャプターを繰り返し再生するには、次の手順に従っ

て操作してください。 

1、 通常の再生中に、目的の開始点（ポイント A）でリモコン

の AB リピートキーを押して、リピート再生を設定します。

テレビ画面に「A-」が表示されます。 

2、 再生が目的の停止点（ポイント B）に達したら、AB リピー

トキーをもう一度押します。プレーヤーは指定されたチャ

プター（A-B）を繰り返し再生します。テレビ画面に「A-B」

が表示されます。 

3、 AB リピートキーを 3 回押すと、通常の再生に戻ります。 

 

  注意 

 一部のディスクフォーマットまたはコンテンツは利用できない場合があります。一部のブルーレイディスクでは、繰り返し再

生できない場合があります。 

  

リピート
 

A-Bリピート
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純音モード 

 純音モードは、ビデオ処理と出力をオフにすることにより、ビ

デオ信号とオーディオ信号間の潜在的な干渉を低減します。 

1、 リモコンの純音キーを押すと、表示画面に「PURE ON」が

表示され、純音モードに入り、同時にビデオ出力がオフ

になります。 

2、 もう一度純音キーを押すと、表示画面に「PUREOFF」が

表示されます。このとき、ビデオの通常の出力に戻り、純

音モードが解除されます。 

 

  注意 

 HDMI はオーディオとビデオを同時に送信するため、HDMI ビデオ信号が完全にオフにすることができず、干渉の可能性を

最小限に抑えるために、代わりに黒い画面に置き換えられます。 

 

画像の拡大縮小と表示比率の制御 

この機能は、フレームの拡大または縮小に使用されます。 

リモコンのズームキーを押して、ズームレベルを変更します。 

ズームキーを押すたびに、ズームレベルが順番に切り替わり

ます。 

 

次のズームレベルを使用できます。 

1:1 (拡大縮小無)、2X、 3X、  4X、 1/2X、 1/3X、 1/4X 

  

ズームキー

純音
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メモリと自動回復 

1、 再生が中断されると、プレーヤーは現在の位置を自動的

に記憶します。トレイの開閉またはプレーヤーのオン・オ

フを行うとき、プレーヤーは現在の再生位置を保存しま

す。 

2、 デバイスの電源を切ったり、ディスクを交換したりしても、

再生位置の記憶は削除されません。 

3、 記憶されている再生位置のディスクを再生するとき、プレ

ーヤーは保存された再生位置を認識し、この記憶位置

から自動的に再生します。この自動続行をキャンセルし

て最初から再生する場合は、プロンプトが表示するとき

に戻るキーを押してください。 

4、 このプレーヤーは、最大 5 枚のディスクの再生位置を記

憶できます。6 枚目のディスクを記憶する場合、最初に記

憶されたものが置き換えられます。 

 

  注意 

 一部のブルーレイディスクは、記憶再生機能をサポートしません、最初から再生する必要があります。 

曲で再生する 

 

ディスクの再生中に、リモコンの数字キーを使用して特定の曲に

直接ジャンプできます。 例えば： 

 7 曲目を選択する場合は、【7】キーを押してください。 

 16 曲目を選択する場合は、【1】キーと【6】キーを押してく

ださい。 

 

  注意 

 一部の DVD-Audio およびブルーレイディスクでは、再生するチャプターを直接選択できない場合があります。 

電源 トレイ開閉  

戻る

 

数字キー
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メディアファイルの再生 

ブルーレイディスク、DVD、CD および SACD などの標準ディスクフォーマットに加えて、この製品はデジタルメディアファイルも再生

できます。データディスク（記録可能な CD、DVD、またはブルーレイディスク）、U ディスク、ハードドライブ、またはネットワークスト

レージに保存されている音楽、ビデオ、および写真を楽しむことができます。 

使用されるメディアファイルとエンコーディングソフトウェアおよび技術の多様性により、自己作成またはダウンロードされたすべて

のコンテンツとの互換性を保証することはできませんが、そのようなコンテンツをサポートするために最善を尽くします。 

USB ストレージデバイスから再生 

 

この製品には、2 つの USB ポートが装備されています。1 つは背面パネルの USB 3.0 ポート、もう 1 つは前面パネルの USB2.0 ポ

ートです。任意の USB ポートを使用して、USB ストレージデバイスを接続できます。 

USB ポートは、USB ストレージデバイスに最大 5 V、500 mA の電源を提供します。これは、すべての U ディスクとフラッシュカード

リーダーには十分ですが、USB ハードドライブには十分でない場合があります。 

従って、USB ハードドライブを使用する場合は、外部電源を使用することをお勧めします。前面パネルの USB ポートはアップグレ

ード専用です。他のデバイスに電力を供給するために USB ポートを使用しないでください。 

  注意 

 この機能は、USB ストレージデバイスのみをサポートします。ほとんどの U ディスク、取り外し可能なハードドライブ、およ

びカードリーダーはこのデバイスタイプに適合します。その他の USB デバイス(MP3 プレーヤー、デジタルカメラおよび携

帯電話など)には、互換性の問題がある可能性があります。 

 サポートされている USB ストレージデバイスは、NTFS ファイルシステムをサポートする FAT、FAT32、または exFAT ファイ

ルシステム形式でなければなりません。 

 互換性のない USB ストレージデバイスにより、プレーヤーが応答しない場合があります。このような状況が発生した場合

は、電源を切り、USB デバイスを取り外した後にプレーヤーをオンにして解決できます。 

 プレーヤーは、読み取り専用モードで USB ストレージデバイスを読み取ります。データ破損のリスクを最小限に抑えるた

めに、USB デバイスを取り外す前に、再生が完全に停止するのを待つことをお勧めします。 
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メインメニュー 

この製品は、ディスク、U ディスク、および LAN 共有を確認および再生するためのメインメニューを提供します。メインメニューは、

メディアファイルにアクセスするための始点です。 

 

 

 

 

 

リモコンのメインメニューキーを使用してメインメニューを呼び出すことができます。 現在、6 つのオプションがあります。 

• ディスクを選択し、プレーヤーは挿入されたディスクの再生を開始します。 

• 写真、音楽、ビデオなど、接続されたストレージデバイスおよび挿入されたデータディスクから対応するタイプのメディアファ

イルを読み取ることができます。 

• ネットワークに接続することにより、プレーヤーはホームネットワークメディアサーバーからオーディオ、ビデオ、写真をストリ

ーミングできます。 対応する機能を備えたハードウェアとソフトウェアが必要する場合があります。 

• プレーヤーを呼び出すことができる設定メニューを設定します。 

  

メインメニュー
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音楽ファイルの再生 

ディスクまたは USB ストレージデバイスから音楽ファイルを再生するには、メインメニューの[音楽]オプションを選択してください。 

この時、ファイルブラウザが開き、ファイルやフォルダを見ることができます。まず、音楽ファイルを含むデータディスクまたはストレ

ージデバイスを選択してください。プレーヤーは、メディア情報を読み取り、フォルダーと音楽ファイルを一覧表示するのに少し時

間がかかります。 

 

 

 

音楽ブラウザでは、次の操作を実行できます。 

• 上/下/左/右矢印キーを押してカーソルバーを

移動し、音楽ファイルを選択します。 

• OK キーを押して再生します。 

 

 

現在再生中の画面には、次の情報が表示されます。 
• 再生ステータスを表示：（再生、一時停止、曲、時間）。 

• 再生モードを表示と変更：順不同再生、ランダム再生、1 曲リピート、すべてリピート。 

• 音楽情報。 

 

 

再生中の画面は以下の操作を行うことができます。 

• 通常の再生制御：再生、停止、一時停止、前の曲/次の

曲、早巻き戻しおよび早送り。 

• 音楽の再生を停止せずに前のメニューに戻る：戻るキー

を停止します。再生を停止してブラウザに戻る：停止キ

ーを押します。 
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ビデオファイルを再生 

ディスクまたは USB ストレージデバイスでビデオファイルを再生するには、メインメニューで[ビデオ]オプションを選択してください。 

この時、ファイルブラウザが開き、ファイルやフォルダを見ることができます。 

まず、ビデオファイルが含まれているデータディスクまたは USB デバイスを選択します。プレーヤーは、メディア情報を読み取り、

フォルダーとビデオファイルを一覧表示するのに少し時間がかかります。 

 

 

 

ビデオブラウザでは、次の操作を行うことができ

ます。 

• 上/下/左/右矢印キーを押してカーソルバーを

移動し、ビデオファイルを選択します。 

• ビデオファイルを選択したら、[OK]キーを押し

て再生を開始します。 

 

 

ビデオファイルの再生を開始すると、次の再生制御機能を使用することができます。 

• 停止キーを押してビデオの再生を停止し、ファイルブラウザに戻ります。 

• オプションキーを押して、字幕の選択や音声などの機能をオンにします。 

  



メディアファイルの再生 

27 
 

画像ファイルを見る 

ディスクまたは USB ストレージデバイスで画像ファイルを再生するには、メインメニューの[画像]オプションを選択してください。 

このとき、ファイルブラウザが開き、ファイルとフォルダを見ることができます。 

まず、画像ファイルが含まれているデータディスクまたは USB デバイスを選択します。プレーヤーは、メディア情報を読み取り、フ

ォルダと画像ファイルを一覧表示するのに少し時間がかかります。 

 

 

画像ブラウザでは、次の操作を行うことができま

す。 

 上/下/左/右矢印キーまたはページアップキ

ー/ページダウンキーを押してカーソルバーを

移動し、ビデオファイルを選択します。 

 画像ファイルを選択したら、[OK]キーまたは再

生キーを押して全画面スライドショーモードで

再生を開始します。 

 

 

画像の再生中に次の操作を実行できます。 

通常再生制御： 再生、停止、一時停止、前の曲/次の曲。 

リピートブラウズ： リピートキー。 

ランダム再生： 黄色キー。 

画像ズーム： 色キー。 

 

背景音楽を追加 

画像のスライドショーに背景音楽を追加することもできます。 この操作が必要な場合は、いくつかのデジタル音楽ファイルを用意

する必要があります。 

まず、メインメニューで音楽を選択して音楽を再生し、次に戻るキーを押してメインメニューに戻り、画像を選択して、通常の方法

でスライドショーの再生を行います。 

  

左に回転（反時計回り）：左矢印キー。 

右に回転（時計回り）：右矢印キー。 
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ホームネットワークメディア共有 

この製品は、同じホームネットワークに接続されたメディアデバイスに保存されている音楽、写真、およびビデオファイルをリモート

で再生できます。コンピューター（ネットワーク付属ストレージ）サーバーとその他のハードウェアを準備して、デバイスと同じネット

ワークセグメントに接続し、NFS、DLNA、または SAMBA / CIFS（ネットワークファイル共有プロトコル）クライアントと同等のソフトウ

ェアをインストールして配置する必要があります。[設定]メニューで[マイネットワーク]を[オン]に設定し、メインメニューで[ネットワ

ーク]アイコンを選択し、[OK]キーを押して使用可能なサーバーのリストを表示します。場合によっては、このデバイスがサーバー

を認識できるようにするために、ハードウェアのファイアウォールを無効にする必要があります。 

 

 

 

UDP-800 プレーヤーは、ネットワーク共有に以下の 3 つ方法のいずれかを使用できます。 

• デジタルメディアプレーヤー（DMP）として： 

プレーヤーは、ローカル DLNA サーバーを積極的に検索し、その共有コンテンツを表示および再生できます。 

• SMB/CIFS サーバーへのアクセス： 

プレーヤーは、ローカル SMB/CIFS サーバーを積極的に検索し、その共有コンテンツを表示および再生できます。 

例えば Windows のネットワークネイバーフッド共有ファイル 

• NFS サーバーへのアクセス： 

プレーヤーは NFS サーバーを積極的に検索し、共有コンテンツを表示および再生できます。 

通常、NFS サーバーの検索時間は少し長くなります。

設定メニューオプション 

製品の設定メニューには、さまざまな設定および構成オプションが用意されています。ほとんどのユーザーにとって、デフォルトの

構成は十分で任意の設定を変更する必要がありません。もちろん、プレーヤーの構成を調整し、ホームシアターの設定と視聴の

好みに完ぺきにぴったりするように、次の内容をお読みになり、各構成オプションを理解してください。 
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設定メニューを使用 

特定のオーディオ/ビデオ構成に一致することができるように、設定メニューを使用してプレーヤーの設定を調整することができま

す。メニューを使用して調整を行う場合、以下の方法で必要な機能の位置を指示します。 

 

 
 

[設定]カテゴリは、[設定]メニューの最初レベルです。この製品には、7 つの設定カテゴリがあり、設定メニューの左側にあります、

具体的には、表示、オーディオ、再生、ネットワーク、安全、言語、オプションが含まれます。 

メニューオプションには調整可能なパラメータが含まれており、設定メニューの中央の列にあります。設定カテゴリに入ると、その

カテゴリの下のメニューオプションリストと対応する現在の設定値がボックスに表示されます。 

選択項目は、選択したパラメーターの変更を示す正確な数値または説明的なフレーズです。 対応するメニュー項目の右側にあり

ます。 

画面のメニューオプションまたは選択項目が多すぎて完全に表示できない場合は、上/下矢印キーを使用して他の項目を表示で

きます。 

 

設定カテゴリ          メニューオプション             現在値           選択値 

 

  

設定メニュー メニューオプション 選択項目 
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表示設定 

設定メニューの[表示設定]により、ビデオ出力オプションを構成できます。 

 

 
 

テレビ画面 

テレビ画面比率：プレーヤーは、現在の表示装置の画面比率に応じて出力画面比率を調整し、ビデオコンテンツが歪まないよう

に見えます。 

全画面 ---   プレーヤーからのビデオ画面は常に全画面で表示します。 

レターボックス ---  テレビの画面比率はビデオの画面比率と異なる場合、このオプションを選択する 

と、テレビ画面の上下または左右に黒いブロックが表示されます。 

パノラマ ---    テレビの画面比率はビデオの画面比率と異なる場合、このオプションは、ビデオ 

のコンテンツの上下または左右の部分がカットされます。 

解像度 

出力解像度：テレビにぴったりしたネイティブ解像度の出力解像度を選択します。 

自動       080i 

480i/576i      1080p 

480P/576P      4K2K 

720P 

  注意 

 テレビが選択した解像度をサポートしていない場合、黒い画面またはエラーメッセージが表示されます。この場合、テレビ

でサポートされる解像度に切り替わるまで、3〜5 秒ごとにリモコンの解像度キーを押してください。 
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HDR 設定 

適切なハイダイナミックレンジ画像の出力モードを選択します。 

自動(デフォルト) --  ソースコンテンツと表示装置の両方が HDR をサポートしている場合、HDR で出力します。プレーヤー

は、HDR ソースコンテンツとテレビまたはプロジェクターが HDR と互換性があるかどうか を自動的に

検出し、この両方を満たす場合は、プレーヤーは HDMI OUT (Main)出力ポートを介して HDR ビデオを

出力します。そうでなければ、 SDR ビデオのみを出力します。 

HDR --  HDR 機能をオンにします。 

SDR  --  HDR ソースコンテンツは SDR に変換されます。 

ドルビービジョンモード 

HDMI ドルビービジョン出力モードを選択します。 

自動(デフォルト) --  ソースコンテンツと表示装置の両方がドルビービジョンをサポートしている場合、  プレーヤーは自

動的に最適な出力モードを選択します。 

テレビ主導 --  ソースコンテンツがドルビービジョンであり、かつ、表示装置はドルビービジョン（標準）モードをサポ

ートしている場合、このプロモーションを選択し、プレーヤーがドルビービジョン（標準）モードを出力し

ます。 

プレーヤー主導  --  ソースコンテンツがドルビービジョンであり、かつ、表示装置はドルビービジョン（低遅延）モードをサ

ポートしている場合、このプロモーションを選択し、プレーヤーがドルビービジョン（低遅延）モードを出

力します。 

オフ --  ドルビービジョン信号の出力を禁止します。 

テレビ方式 

HDMI ビデオ信号の出力方式を選択します。 

自動(デフォルト) --  プレーヤーは、ソースコンテンツに応じてビデオ信号の出力形式を自動的に 選択します。 

NTSC --  NTSC ビデオ信号の出力を強制します。 

PAL  --  PAL ビデオ信号の出力を強制します。 

カラースペース 

HDMI 出力のカラースペースを選択します。 

RGB Video Level --  HDMI 出力は、RGB 制限範囲[16-235]のカラースペースを採用します。 

RGB PC Level --  HDMI 出力は、RGB 全範囲[0-255]のカラースペースを採用します。 

YCbCr444  --  HDMI 出力は、YCbCr444 のカラースペースを採用します。 

YCbCr422（デフォルト） -- HDMI 出力は、YCbCr422 のカラースペースを採用します。 
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色深度 

HDMI 出力の色深度を選択します。色深度を上げると、色の移行がなめらかになり、グラデーション効果が良くなります。 

自動（デフォルト --  プレーヤーは、表示装置のサポートリストに応じて、最適なカラースペースを自動的に選択します。 

12 bits --  HDMI 出力は 12bits の色深度を使用します。 

10 bits  --  HDMI 出力は 10bits の色深度を使用します。 

8 bits --  HDMI 出力は 8bits の色深度を使用します。 

DVD 24P 転換 

多くの映画 DVD ディスクは、「3:2 telecine」の変換技術を採用し、24 フレーム/秒の映画を 60 フレーム/秒の映画に変換します。

プレーヤーは、この 60 フレーム/秒の映画を 24 フレーム/秒に変換し、24HZ で出力できます。テレビと DVD ディスクの両方が変

換の条件を満たす場合、このオプションをオンにして、よりなめらかな画面を実現できます。 

オン  --  可能な場合、DVD を 24 フレーム/秒に変換し、24HZ で出力します。 

オフ(デフォルト)  --  DVD を 24 フレーム/秒に変換しません。 

HDMI 3D 

3D コンテンツのビデオ出力モードを選択します。 

自動（デフォルト）  --  ディスクが 3D コンテンツであり、表示装置が 3D モードをサポートする場合、プレーヤーは HDMI 端

末から 3D 形式のビデオコンテンツを出力します。 

オフ   --  プレーヤーは 2D フォーマットのビデオコンテンツのみを出力します。 
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オーディオ設定 

 

光ファイバー/同軸出力 

SPDIF 出力のオーディオフォーマットを設定します。 オプションのサンプルレート上限は、オーディオデータをダウンサンプリング

するかどうかを決定するために使用されます。 

ソースコード（デフォルト） --   圧縮ビットストリーム形式でオーディオデータを出力します。 

48K LPCM --   48K の 2 チャンネルのリニア PCM（LPCM）デジタルオーディオフォーマット出力に強制的に

down mix します。 

96K LPCM --   96K の 2 チャンネルのリニア PCM（LPCM）デジタルオーディオフォーマット出力に強制的に

down mix します。 

192K LPCM --   192K の 2 チャンネルのリニア PCM（LPCM）デジタルオーディオフォーマット出力に強制的に

down mix します。 

オフ --   オーディオデータは SPDIF 経由で出力されません。 

HDMI オーディオフォーマット 

SPDIF 出力のオーディオフォーマットを設定します。 

自動（デフォルト） --   プレーヤーは、HDMI ポートに接続されているデバイスの機能に基づいて、出力するオーディ

オフォーマットを自動的に選択します。 

LPCM --   デジタルオーディオは、マルチチャンネルリニア PCM（LPCM）フォーマットで出力されます。 

ソースコード --   ソースフォーマットでデジタルオーディオを出力します。 

オフ --   オーディオデータは HDMI 経由で出力されません。 
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ダイナミックコンプレッサ 

自動（デフォルト） --   このオプションを選択すると、ディスクの入力音声信号に応じて DRC 設定が 自動的にオン/

オフになります。これは Dolby TrueHD 信号にのみ影響を与えます。 

オン --   この設定を選択して、最も大きな音と最も小さな音(機能範囲)の間で声音範囲を調整し、平均

した音量で再生します。相手の話が聞こえない、または深夜に映画を見るときは、この設定を

使用してください。 

オフ --   この設定を選択すると、DRC 機能を使用せずに音声信号を出力することができます。 

SACD 出力 

自動（デフォルト） --   出力フォーマットは自動的に選択されます。接続されたデバイスが DSD をサポートしている場

合は DSD を出力し、そうでない場合は PCM を出力します。 

PCM --   SACD データをマルチチャンネルで高解像度 PCM データに変換します。変換された PCM デ

ータは、HDMIポートを介して、または内部 DAC（デジタルアナログコンバーター）によって処理

された後、アナログオーディオ出力ポートを介して出力されます。 

DSD --   SACD ダイレクトデジタルストリーム（DSD）データは、変換せずに HDMI から直接出力されま

す。アナログオーディオ出力の場合、DSD データは内部 DAC によって直接アナログに変換す

ることができます。 

  注意 

 著作権と広帯域の制限により、光ファイバー/同軸は DSD オーディオデータを送信できません。 

SACD の優先順位 

SACD(Super Audio CD)を再生するオーディオレイヤーを選択します。 

マルチチャンネル（デフォルト） --   HD マルチチャンネルサラウンドオーディオレイヤーを再生します。 

ステレオ --   高解像度の 2 チャンネルステレオオーディオレイヤーを再生します。 

CD モード --   SACD ディスクの CD レイヤーを再生します。 

DVD Audio モード 

DVDAudio 再生の再生モードを選択します。 

DVD Audio  --   DVD Audio ディスクの高解像度オーディオを再生します。 

DVD Video  --   DVD Audio ディスクのビデオを再生します。 
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再生設定 

 

ディスクの自動再生 

オン（デフォルト）  --   ディスクがプレーヤーに挿入されると、すぐに自動的に再生します。 

オフ  --   ディスクがプレーヤーに挿入してからすぐに自動的に再生されず、再生するには再生キーを押す必

要があります。 

CC 字幕 

オン(デフォルト)  --   CC（Close Caption）字幕表示をオンにします。 

オフ  --   CC（Close Caption）字幕表示をオフにします。 

角度マーク 

多角度のディスクを再生する場合は、多角度プロンプト機能をオン/オフにします。 

オン(デフォルト)   --   多角度マーク表示機能をオンにします。 

オフ  --   多角度マーク表示機能をオフにします。多角度マーク表示機能をオフにすることで通常の表示に影

響を与えないようにすることができます。 

ピクチャーインピクチャーマーク 

ピクチャーインピクチャー付きのディスクを再生する場合は、ピクチャーインピクチャープロンプト機能をオンとオフにします。 

オン(デフォルト)   --   ピクチャーインピクチャープロンプト機能をオンにします。 

オフ  --   ピクチャーインピクチャープロンプト機能をオフにします。ピクチャーインピクチャー機能をオフにする

ことで通常の表示に影響を与えないようにすることができます。 
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セカンダリオーディオマーク 

セカンダリオーディオ付きのディスクを再生する場合は、セカンダリオーディオプロンプト機能をオンとオフにします。 

オン(デフォルト)   --   セカンダリオーディオプロンプト機能をオンにします。 

オフ  --   セカンダリオーディオプロンプト機能をオフにします。セカンダリオーディオプロンプト機能をオフにす

ることで通常の表示に影響を与えないようにすることができます。 

記憶再生 

以前の記憶点からディスクの再生を開始するかどうかを選択します。 

オン(デフォルト)   --   前の記憶点から自動的に再生を開始します。 

オフ  --   最初から再生します。 

ネットワーク設定 

設定メニューのネットワーク設定によって、プレーヤーのネットワーク接続のパラメーター構成、接続試験、および BD-Live アクセ

ス権を設定することができます。 

 

インターネット 

インターネット機能をオンにするかどうかを選択します。 

オン(デフォルト)   --   インターネット機能をオンにします。 

オフ  --   インターネット機能をオフにします。 
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IP アドレスの設定 

プレーヤーの IP アドレスの取得方法を選択します。 

自動(デフォルト)  --   プレーヤーは、DHCP（動的ホスト構成プロトコル）を使用して IP アドレス情報を自動的に取得しま

す。 これがデフォルト設定です。ほとんどの場合、自動 IP 構成が必要です。 

手動 --   IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS サーバーを手動で入力します。 ルータに DHCP

サーバー機能がない場合、または DHCP サーバー機能がオフになっている場合は、この方法を選

択してください。CLEAR キーボードを押して編集内容をクリアします。 

プロキシサーバー 

プロキシサーバーの設定を行います。プロキシサーバーを設定します。 プロキシサーバーは、プレーヤーがネットワーク上の他

のサーバーと通信するための媒体として機能し、安全性、匿名性、高速化、または地域の制限の回避などの利点があります。 

無効(デフォルト)  --   プロキシサーバーを無効にします。 

有効  --   プロキシサーバーを有効にします。 

情報 

接続タイプ、IP アドレス、イーサネット MAC アドレスなど、現在のインターネット接続情報を表示します。 

接続試験 

プレーヤーがインターネットに接続されているかどうかを試験し、試験結果を表示します。 

BD-Live 接続 

アクセスする BD-Live コンテンツを選択します。 

許可（デフォルト）  --   すべての BD-Live アクセスを許可します。 

部分的に許可 --   BD-Live アクセスは、有効な所有者証明書を持つコンテンツに制限されています。 証明書なしの

BD-Live コンテンツにアクセスすることは禁止されます。 このオプションを使用すると、信頼できる

コンテンツにのみアクセスすることを確保し、一部の小さな独立したコンテンツプロバイダーにアクセ

スできなくなる可能性があります。 

無効 --   BD-Live アクセスを無効にします。 

DLNA 

DLNA（DMP）機能を有効にするかどうかを選択します。 

有効（デフォルト）  --   DLNA 機能を有効にします。 

無効 --   DLNA 機能を無効にします。 
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安全请置 

 
未成年者にとって安全でないコンテンツを視聴するのを防ぐために、チャイルドロック制御レベルを設定できます。 この機能は、

正しくグレードとコードを付けたディスクにのみ有効です。 

デフォルトのパスワードは「0000」です。 

パスワード変更 

グレード制御パスワードを変更します。 現在のパスワードを入力した後、新しいパスワードを変更できます。 

BD グレード制御 

上/下矢印キーを押して、ブルーレイグレードを選択します。 「オフ」とは、現時点ではグレードの制御がなく、すべてのブルーレイ

ディスクを再生できることを意味します。 

1-21 は各年齢制限に対応します。 ディスクコードの年齢制限値が選択した年齢値よりも小さい場合は見ることができ、選択した

年齢値以上の場合は表示が禁止されます。 

DVD グレード制御 

上/下矢印キーを押して、DVD グレードを選択します。有効なグレードはオフ、Kid、G、PG、PG-13、PGR、R、NC-17、成人です。

選択されたグレード以下のディスクの場合は見ることができます。選択されたグレード以上の場合は禁止されます。「オフ」の場合

は、すべてのディスクを見ることができます。 

国家コード 

一部のブルーレイディスクは、国によってグレード制御が異なる場合があります。 現在、このプレーヤーは、米国で使用されてい

るグレード制御のみに対応できます。 
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言語設定 

 

画面表示言語 

プレーヤーの設定メニューおよび画面の表示言語を選択します。 

ディスクメニュー言語 

DVD およびブルーレイディスクのメニュー言語を選択します。 選択したディスクメニュー言語が使用可能な場合、そのメニュー言

語がデフォルトのディスクメニュー言語に置き換えます。 

音声言語 

DVD およびブルーレイディスクの音声言語を選択します。ディスクに選択した言語のオーディオトラックがある場合は、そのオーデ

ィオトラックを選択して再生します。 

字幕言語 

DVD およびブルーレイディスクの字幕言語を選択します。ディスクに選択した言語の字幕がある場合は、字幕が表示されます。 
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その他の設定 

 

画面保護 

画面保護機能のオン/オフ機能。画面保護は、プラズマおよび CRT 表示装置の老化問題を減らすように設計されています。 

オン  --   1 分/3 分/10 分以上操作しないと画面保護手順が開始します。 

オフ --   画面保護がオンになっていません。テレビに老化の問題がない場合は、このオプションを選択してください。 

HDMI CEC 

HDMI CEC(消費電子制御)モードを設定します。CEC 機能は、オプションの HDMI 機能であり、HDMI を介してプレーヤーに接続さ

れた家電製品を簡単に遠隔制御および自動的に設定することができます。そのリモコン機能を使用すると、単一のリモコンを使

用して、HDMI を介して接続した複数の設備を制御することができます。例えば、テレビのリモコンを使用してブルーレイプレーヤ

ーを制御します。また、テレビの電源を切ると、プレーヤーも自動的にオフになります。異なるデバイスに対して、HDMI CEC 機能

の実現と互換性はデバイスの製造メーカーによって異なり、一部の機能のみを実現するか、独自の機能を追加する場合がありま

す。 

HDMI1 オン --   HDMI1 ポートで CEC 機能を有効にします。 

HDMI2 オン --   HDMI2 ポートで CEC 機能を有効にします。 

オフ（デフォルト） --   CEC 機能を無効にします。 

出荷時設定に復元 

さまざまなアカウントパスワード情報を含め、すべての設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットします。 
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ファームウェアのアップグレード 

プレーヤーのファームウェアをアップグレードします。 このオプションは、ディスクがない場合、またはプレーヤーが完全に停止し

ている場合にのみ使用できます。ファームウェアとは、プレーヤーの機能を制御するシステムソフトウェアを指します。ブレーレイ

仕様は新しい仕様で改善し続けて手おり、このプレーヤーの製造後にリリースされた一部のブルーレイディスクは、新しいブルー

レイディスク仕様を採用することで新しい機能を備えている場合があるので、最高の視聴体験を確保するため、プレーヤーのファ

ームウェアを常に更新する必要があります。 

新しいファームウェアとアップグレード手順については、magnetar の Web サイト（www.magnetar-audio.com）にアクセスしてくださ

い。 

 

USB メモリ  --   magnetar の公式ウェブサイトから最新のファームウェアを U ディスクにダウンロードしてから、U ディスク

を使用してプレーヤーのファームウェアをアップグレードできます。 

ネットワーク --   プレーヤーがネットワークに正常に接続されている場合は、ネットワークを介してプレーヤーのファームウ

ェアをアップグレードできます。 

BD ストレージ設定 

BD-Video データストレージを管理します。BD-Video データストレージスペースは、BonusView および BD-Live 機能の追加コンテ

ンツを保存するために使用されます。プレーヤーの電源を切った後も、データは引き続き保存されます。 

使用済みスペース  --   現在のストレージデバイスの使用済みスペースを表示します。空き容量が少なすぎると、一部

のブルーレイディスクが正しく再生できない場合があります。 

ストレージデバイス --   BD-Video データの保存場所を選択します。 

ディスクドライブについて 

プレーヤーのファームウェアバージョン番号およびその他の情報を表示します。 
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その他の資料 
注意 
• プレーヤーの寿命を延ばすために、電源を切ってから 30 秒以上待ってから再度電源を入れることをお勧めします。 

• ディスクを取り出し、使用後は電源を切ってください。 

• 特定のディスクを再生すると、プレーヤーの一部の機能が使用できない場合があります。 

• プレーヤーが一部のディスクの情報を完全にサポートすることができない場合がありますが、これは機器の障害ではありま

せん。 

• プレーヤーが故障した場合は、電源を切り、30 秒待ってからもう一度電源を入れてください。 

トラブルシューティング 

次の表を使用して、一般的な運用上の問題を解決することができます。 

故障 考えられる原因 解決方法 備考 

音がない 

オーディオケーブルの接続

が正しくない 

オーディオケーブルを確認し、必要に応じて再接続します  

ミュートオン ミュートキーを押してミュートモードを取り消します  

音量が低すぎる 音量＋キーを押して音量を 100 に上げる  

SACD を再生するとき、オ

ーディオ接続は、同軸また

は光ファイバーデジタルオ

ーディオである 

SACD の著作権制限により、この接続方法は現在サポートされていま

せん。 アナログまたは HDMI オーディオ出力を使用してください。また

は、SACD の優先順位を CD モードに設定するか、プレーヤーが CD レ

イヤーを再生します。 

 

DVD-Audio を再生する場

合、オーディオ接続は同軸

または光ファイバーデジタ

ルオーディオです 

DVD-Audio の著作権上の制限により、この接続方法は現在サポートさ

れていません。アナログまたは HDMI オーディオ出力を使用してくださ

い。または、DVD—Video 再生モードに切り替えることもできます。 

 

画像がな

い 

ビデオケーブルの接続が

正しくありません 

ビデオケーブルを確認し、必要に応じて再接続してください  

テレビ入力ソースの選択が

正しくありません 

プレーヤーが接続されている入力を選択します  

「純音」モード使用中 「純音」キーを押してこのモードを取り消します   

テレビは、このビデオ出力

フォーマットをサポートして

いません 

お使いのテレビがサポートする出力解像度を選択してください  
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故障 考えられる原因 解決方法 備考 

カラー無 
飽和度の設定が低すぎま

す 

テレビとプレーヤーの飽和度設定を検査します  

カラーエラ

ー 

色空間の設定が正しくない

です 

HDMIビデオ出力を使用する場合は、テレビとプレーヤーの色空間設定

を確認してください。 

 

「ディスク

なし」また

は「不明

なディス

ク」エラー 

プレーヤーにディスクがな

いか、ディスクに互換性が

ありません 

ディスクを取り出して確認します 

 

ディスクの記録面が汚れて

います 
ディスクを取り出して、表面の汚れや指紋を拭き取ります。 

 

ディスクが逆になっていま

す 

ディスクを取り出し、印刷面を上にし、記録面を下にしていることを確保

します。 

 

レーザーヘッド凝縮 
プレーヤーの電源を入れ、ディスクを取り出し、 

プレーヤーを 1 時間オンのままにします。 

 

リモコンの

故障 

リモコンが遠すぎます 有効範囲内でリモコンを使用してください  

バッテリー残量が少ない バッテリーを交換します  

一時的な

機能障害 

光请表面被划请、请坏 更请光请  

ディスクの表面に傷や損傷

があり、再生中に一部の機

能が利用できません 

再生が完全に停止してから再試行してください 

 

他のデバイスからの干渉 
他のデバイスの電源を切って干渉を確認し、干渉しているデバイスを

交換またはその配置を変更します。 

 

一部の設

定メニュ

ー項目は

グレーと

表示され

ています 

一部の設定オプションは、

ディスクの再生中に変更で

きません。一部の設定オプ

ションは、他の設定オプショ

ンと相互に排斥する場合が

あります。 

再生を完全に停止し、ディスクを取り出して、メニューの設定を再試行し

てください。 

 

「接続試

験」に失

敗しまし

た 

インターネットに接続できま

せん。 

ルーターがインターネットに接続されているかどうか確認してください。

モデムとルーターを再起動してみてください。 できあれば、直接イーサ

ネットに接続してみてください。 
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故障 考えられる原因 解決方法 備考 

「ネットワ

ーク」にサ

ーバーが

表示され

ません 

インターネットに接続できま

せん。 

プレーヤーの他のネットワーク機能が正常かどうかを確認してくださ

い。「ネットワーク」機能に問題があると判断された場合は、適切な構成

を確保するために、メディアサーバーの指示を参照してください。 
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製品仕様とパラメータ  

当社は、事前の通知なしに製品の設計および仕様を変更する権利を留保します。 

ディスクのタイプ* 
UHD Blu-ray、Blu-ray、Blu-ray 3D、DVD-Video、DVD-Audio、AVCHD、SACD、CD、 Kodak Picture 

CD、CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD±R DL、BD-R/RE 

出力 

アナログオーディオ：ステレオ。 

独立したステレオアナログオーディオ：XLR バランス出力、RCA 出力。 

光ファイバー/同軸オーディオ：最大 2 チャンネル / 192kHz PCM、ドルビーデジタル、DTS。 

HDMI オーディオ：最大 7.1 チャンネル/ 192kHz PCM、最大 5.1 チャンネル DSD、ビットストリーム。 

HDMI ビデオ：UHD / 1080p24 / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p/480i。 

アナログオーディオ

機能**（ステレオオ

ーディオ出力） 

周波数範囲：20Hz – 20kHz (-3dB ~ +0.05dB) 

信号対雑音比：> 120dBr 

全高調波歪み+ノイズ：< 0.00018% 

出力レベル：(RCA) 2.1±0.2Vrms. (XLR) 4.2±0.4Vrms 

ダイナミックレンジ：> 120dB 

チャネル分離度：> 120dB 

一般仕様 

電源：AC 100 – 240V〜、50 / 60Hz 

電力：30 W（スタンバイ：省エネモード 0.5W） 

寸法：430mm x 300mm x 86mm 

重量：約 8kg 

動作温度 
41°F – 95°F 

5°C – 35°C 

動作湿度 
15% – 75% 

凝縮なし 

 

*使用するマルチメディア、ソフトウェア、テクノロジーの多様性により、ユーザーのコード内容またはユーザーが作成したディスク

との互換性を保証できません。 

**公称仕様 
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RS-232 制御プロトコル 

UDP-800 には有線リモートコントロール用の RS-232 ポートが装備されており、ポートピンの説明は次のとおりです。 

 

ピン 2 3 5 

信号 データ送信（TXD） データ受信（RXD） 接地（GND） 

このピンの構成により、パソコンが 9 ピンストレートの RS-232 シリアルケーブルを介してプレーヤーに接続し、通信用のシリアル

ターミナルプログラム（Hyper Terminal など）を実行できます。「Null-Modem」タイプのケーブルを使用してパソコンに接続しないでく

ださい。接続を確立する方法については、リモートコントロールシステムのファイルを参照してください。 

通请配置通信設定 

ボーレート 115200 

ストップビット 1 

データビット 8 

パリティビット 無 

ストリーム制御 無 

 

コマンド構成 

すべてのコマンドは「＃」記号（ASCII コード 0x23）で始まり、その後に 3 文字のコマンドコードが続きます。コマンドは、キャリッジリ

ターンラインフィード（ASCII コード 0x0d 0x0a）で終了します。 

 

コマンド構成の例： 

<コマンド>=<コマンド開始記号><コマンドコード><コマンド終了記号> 

<コマンド開始記号>=＃（ASCII 0x23） 

<コマンドコード>=<バイト><バイト><バイト> 

<パラメータ>=特定のコマンド 

<コマンド終了記号>=キャリッジリターン（ASCII 0x0d）[ラインフィード（ASCII 0x0a）] 

応答構造 

プレーヤーはコマンドを受信すると、コマンドを実行し、応答を返し、応答文字列は「ack」です。 
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コマンド一覧表 

コマンド

コード 
リモコンキー 機能 応答例 

POW 電源 プレーヤーを「スタンバイ」状態にします ack 

EJT トレイ開/閉 トレイをオン/オフにします ack 

PON 電源オン プレーヤーを「オン」状態にします ack 

POF 電源オフ プレーヤーを「スタンバイ」状態にします ack 

DIM 輝度調整 前面パネルの表示輝度を調整します ack 

PUR 純音 純音モード(ビデオ出力オフ) ack 

VUP 音量＋ 音量を上げます ack 

VDN 音量- 音量を下げます ack 

MUT ミュート オーディオオフ ack 

NU1 1 数字キー1 ack 

NU2 2 数字キー2 ack 

NU3 3 数字キー3 ack 

NU4 4 数字キー4 ack 

NU5 5 数字キー5 ack 

NU6 6 数字キー6 ack 

NU7 7 数字キー7 ack 

NU8 8 数字キー8 ack 

NU9 9 数字キー9 ack 

NU0 0 数字キー0 ack 

CLR 削除 数字入力をクリアします ack 

GOT ジャンプ 指定の位置にジャンプして再生します ack 

HOM メインメニュー メインメニューを開いてメディアソースを選択します ack 

OSD 情報 画面表示情報の表示/非表示 ack 

TTL ディスクメニュー 
ブルーレイディスクのディスクメニューまたは DVD ディスクのタイトルメ

ニューを表示します 
ack 

MNU ポップアップメニュー ブルーレイディスクのポップアップメニューまたは DVD メニューを表示 ack 
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します 

NUP 上方向 ナビゲート ack 

NLT 左方向 ナビゲート ack 

NRT 右方向 ナビゲート ack 

NDN 下方向 ナビゲート ack 

SEL 確認 ナビゲート ack 

SET 設定 プレーヤー設定メニューを開きます ack 

RET 戻る 前のメニューまたはモードに戻ります ack 

RED 赤 コンテンツによって機能が異なります ack 

GRN 緑 コンテンツによって機能が異なります ack 

BLU ブルー コンテンツによって機能が異なります ack 

YLW 黄色 コンテンツによって機能が異なります ack 

STP 停止 再生を停止します ack 

PLA 再生 再生を開始します ack 

PAU 一時停止 再生を一時停止します ack 

PRE 逆ジャンプ 前の曲にジャンプします ack 

REV 早巻き戻し 早巻き戻し再生します ack 

FWD 早送り 早送り再生します ack 

NXT ジャンプ 次の曲にジャンプします ack 

AUD オーディオトラック オーディオトラックまたはナレーション言語を選択します ack 

SUB 字幕 字幕言語を選択します ack 

ANG 角度 視角を変えます ack 

ZOM ズーム 画像表示比率を拡大/縮小と調整します ack 

SAP セカンダリオーディオ 
セカンダリオーディオとメニュー、効果音をメインオーディオに混入する

ことをオン・オフにします 
ack 

ATB AB リピート 選択したチャプターを繰り返し再生します ack 

RPT リピート 繰り返し再生します ack 

PIP 
ピクチャーインピクチャ

ー 
ピクチャーインピクチャーを表示/非表示します ack 

HDM 解像度 出力解像度を切り替えます ack 
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SUH 字幕(押し続ける） 字幕キーを押し続け、字幕の位置設定機能をオンにします ack 

OPT オプション オプションメニューを表示/非表示します ack 

SEH 画像調整 画像の明るさ、コントラスト、飽和度などを調整します ack 

HDR HDR HDR 選択メニューを表示します ack 

 

有毒有害物質または元素の名前と含有量一覧表 

 

材料種類 

鉛 水銀 カドミウム 
六価クロム 

(Cr6+) 

ポリ臭化ビフェ

ニル 

(PBB) 

ポリ臭化ジフェニ

ルエーテル 

(PBDE) (Pb) (Hg) (Cd) 

取付基板       

シェル       

光学グループ       

駆動ユニット       

附属品 

(ケーブル、リモコンな

ど) 

      

 

 

○：この部品におけるすべての均質材料に含まれるこの有毒有害物質の含有量が、SJ/T11363-2006 規格で指定されている制

限要件を下回っていることを示します。 

×：この部品の特定の均質材料に含まれるこの有毒有害物質の含有量が、SJ/T11363-2006 規格が指定されている制限要件を

上回っていることを示します。 

 

注意事項 

この機器は、3 メートル以内の接続ケーブルの使用に関して EMC 指令によって指定された制限に準拠していることを試験によっ

て確認されました。  
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麦尼塔製品保証書 

 

一、国家の関連法律法規に基づき、三包サービスを提供します 

当社は、麦尼塔製品のユーザーに対し、2002 年 7 月 23 日に国家関連部門が発行した『家庭用視聴商品の修理、交換および返

品の責任に関する規則』に従って、三包サービスを提供します。 

 

二、保証原則 
1. 製品の通常の使用下で、故障が発生し、分解および修理していない場合は、購入日から 7 日以内に返品し、15 日以内に交

換し、1 年間の保証を提供します。 

2. 以下の各号のいずれかに該当する場合、交換と保守の対象外となり、有料の保守サービスを提供します。 

a.異常な作業環境（湿気が高い、ほこりが多い）での使用、取扱説明書に従わないことによる損傷など、人的要因による損傷。 

b.勝手に機器を分解したり、自分で修理したり、改造したり、傑科社以外のファームウェアを変更したり、当社共同保証会社以

外の会社によって修理されたりした場合。 

c.不可抗力または自然災害（洪水、火災、地震、落雷など）による損傷。 

d.有効な購入証明がない場合。 

e.購入領収書は製品の型番と一致していない、または修正され、製品の型番とコードを剥した場合。 

f.この製品は通常の家庭用ではなく、エンジニアリング、試験、および商用プロトタイプに適用されます。 

 

三、保証方法 
1、 三包を依頼する場合、有効な購入証明書を提示する必要があります。 

2、 交換条件を満たす商品の場合、機器の販売点で交換することができます。交換するとき、ホストに故障が発生した場合、原

則として、同社の同じ型番のホストを無料で交換します。 

3、 修理が必要な製品については、同社の全国共同保守拠点（香港、マカオ/台湾を除く）のいずれか、同社のアフターサービス

部門に返送して修理を依頼することができます。 

 

注意事項： 
1、 製品を使用する前、および故障した場合は、取扱説明書をよくお読みください。 

2、 取扱説明書の「注意事項」をよくお読みください。 

 

製造メーカー：麦尼塔科技深セン有限公司 

所在地：深セン市龍岡区坪地街道中心社区埔仔路 26 号 1 号棟 211 

ウェブサイト：www.magnetar-audio.com 
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