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・デジタルサイネージ「集客クン」は海外パーツ製造・国内組立 / 検査を行って
おりますので、輸送時に若干の凹みや小傷がついている場合が御座います。
（本製品は常に品質向上に努めております）
・出荷時に再生点検等を行わせて頂いておりますが、ご到着時に故障やディスプ
レイ部分のほこりが出てくる場合が御座います、ご到着時の故障は配送時に何ら
かの原因での故障が考えられますので、お買い上げ頂いた販売代理店へご連絡下
さい。
またディスプレイ部分のほこりはファンが常に風を送り続けておりますので、時
間とともに無くなります。
ディスプレイ部分のほこりに関しましても保証対象外となりますので、予めご了
承くださいませ。

電源ケーブルは強く引っ張ったり足に引っかけたりしますと破損の原因となりま
すのでご注意下さい。

キャスターは、大きな負荷をかけないでください。

※電源ケーブルの交換は郵送にていたしております。料金は電源ケーブル 5,400 円
＋送料・包装費1,000円と合計6,400円（税別）なっております。

※キャスターは郵送にていたしております。料金はキャスター1個の場合
1,500 円＋送料・包装費1,000円合計2,500円（税別）となっております。
キャスター4個の場合 1,500 円×4＋送料・包装費2,400円合計8,400円（税別）と
なっております。

□ 注意事項
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安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正し
くお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してく
ださい。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産
への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守
りください。
気をつける必ずがあることを表しています。

してはいけないことを表しています。
必ず実行していただくことを表しています。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源コードを傷つけない、引っ張らない。無理に曲げない本機や重
いものの下敷きにしない。加熱しない。加工しない。
電源はAC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する。

◆雷が鳴り始めたら、本機の電源を切り、電源プラグをコンセント
から抜く。
◆発熱したり、煙を出たり、変なにおいがするなどの異常が起きた
ら、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
◆機器を落としたり、キャビネットを破損した時は、すぐに本機の
電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
◆電源プラグに、ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラ
グを抜いて乾いた布で取り除く。
◆内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグ
をコンセントから抜く。
◆クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。
◆ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所で使用しない。
腐食性ガスの存在する環境で使用しない。
◆本機を改造しない。
◆ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
◆航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機関など高度な信
頼性を必要とする設備への使用はできません。



注意この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が
けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示していま
す。

電源コードは、必ず付属のものを使用する。
電源プラグをコンセントから容易に抜き差しできる状態で使用

する。
電源コードは、タコ足配線しない。
電源プラグは、コンセントに根本まで確実に差し込む。
火災や関電を防ぐために、次のことを守る。

・電源プラグを抜く時は、必ずプラグを持って抜いてくださ
い。

・お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しない
時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

・電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへ差
し込みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめ
てお買い上げの販売店にご相談ください。

暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しない。
ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かない、強い衝撃や振動

を与えない。
うつ伏せ、あお向け、逆さまにして使用しない。
上にものを置いたり、上にのったりしない。
風通しの悪いところに置いたり、じゅうたんや布団の上に置い

たり、布などをかけたりしない。
液晶パネルを強く押したり、衝撃を与えたりしない。
硬いものでこすったり、たたいたりしない。

本体に付着したほこりやゴミはこまめに取り除く。



使用上のご注意

お手入れのしかた
コンセントから電源プラグをぬいてから行ってください。

フレームの部分
・汚れは柔らかい布で軽く抜きとってください。
・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞
ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
・ベンジン、シンナーなどは、使わないでください。変質したり、
塗料がはげることがあります。

液晶パネルの部分
・液晶パネルの表面は柔らかい布(レンズクリーナーやガーゼなど)
で軽くからふきしてください。硬い布でふいたり、強くこすったり
すると、表面に傷がつきますのでご注意ください。
・液晶パネルにほこりがついた場合は市販の静電気除去ブラシをを
お使いください。
・液晶パネルの保護のため、ほこりのついた布、しめった布や化学
ぞうきんでふきとらないください。

電磁波妨害に注意してくだい
・本機の近くて携帯電話などの電子機器を使うと、電波妨害などに
より機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生した
りすることがあります。

周囲温度は0℃～40℃の範囲内でご使用ください
熱気は避けてください。
異常に温度が高くなる場所に設置すると、故障の原因となることが
あります。
部品に悪い影響を与えますので熱器具の近くに置かないでください。



急激な温度差がある場所でのご使用は避けてください
急激な温度がある場所で使用すると、画面の表示品位が低下する場
合があります。

長時間ご使用にならないとき
長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラブをコン
セントから抜いてください。

結露について

・本機を寒い場所から温かい場所へ移動させたときや、暖房などで
室温が急に上がったときなど、本機の表面や内部に結露が起こる場
合があります。結露が起きた場合は、結露がなくなるまで電源を入
れないでください。故障の原因となります。

使用が制限されている場所
・使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。
故障の原因となるおそれがあります。

動画等のデータについて
・事故や故障などにより本機またはメモリカードに保存したデータ
(動画・画像等)が消失・変化した場合の損害につきましては、当社
は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。動画等のデ
ータは控えをとっておかれることをおすすめいたします。



リモコン説明

ミュート

前へ/次へ

ボリューム ー ＋

不使用

上/下/左/右

OK

戻る

メニューへ
前のメニュー画面へ

再生・一時停止

停止

電源

モード切替

コピー

1 電源のオン/オフ
2 設定画面に移行します
3 本機では使用しません
4 入力を切り替えます
5 再生・一時停止します
6 停止します
7 本機では使用しません
8 消音のオン/オフ
9 本機では使用しません
10 決定します
11 前の画面に戻る
12 音量調整します
13 早戻し・早送りします
14 前・次のファイルに移動します
上記は一例です・モードによって動作が
異なる場合がございます。

又は



映像データの入ったUSBメモリ・SDカード何らかを挿入してくださ
い。
同時に2種類以上のメディアを挿入しないでください。

故障の原因となりますので、電源入って入る状態でメモ
リカードの取り付け、取り外しを行わないでください。

電源コンセントをさしてください。
しばらくすると映像又は静止画が放映されます。
画面に「メディアを挿入してください」と表示された場合、
メディアが認識できていません。
再度電源を切り、メディアが正しく挿入されているか確認し
てください。



メニュー項目

本機の電源を入れリモコンの[SETUP]ボタンを押して各種設定
を行うことができす。

基本メニュー
言語 ：本機のメニュー項目の言語を設定します。
画面設定：放映するファイルの種類
自動再生：電源突入直後、動画又は静止画を自動に再生するかの設定
リピート ：リピート放映設定
レジューム再生：レジューム機能設定
シュージックス：〝
時間設定：時間、日付を設定します
入力切替：コンピューター/HDMI/USB/SD
初期設定に戻す

項目を選定し決定したら、[EXIT]ボタンで戻ってください。



字幕設置：字幕データがある場合、表示する設定をします。
文字サイズ：文字の大きさを設定します
字幕文字の色：オプション機能 字幕の色を指定します.
背景色：字幕の背景色を指定します.
テロップスピード：文字進行速度
表示位置：〝



カスタム設定

写真を回転する：静止画の回転を設定
シラーモード：〝
ログファイル：〝
プレーリスト：〝
静止画表示時間：静止画の放映時間（動画はデータに準じます）
スライドショー：〝
広告割り込み：5min，10min，15min，30min
画面分割：〝
コピーモード：〝



モード切替：カスタム
輝度：画面明度調節
ブライトネス：明るさを設定します
コントラスト：白黒コントラストを設定します
カラー ：彩度コントラストを設定します
高精細度：シャープ差を設定します
トーン（色調）：〝
高級設定：バックライト(Backlight): バックライトの電圧
(voltage)を調節します。

DCR（on/off default,off）
High contrast（on/off default,on）



この製品はフルハイビジョンのデジタルサイネージです。

このSTBは、テレビ・デジタルサイネージ・デジタルフォトフレームに使わ
れている最も人気製品です。
HDMIポート
1920X1080p/60HZ フルハイビジョン
5W X 2音声出力
動画と静止画は1920X1080p
メニュー画面は、90°,180°,270°の回転が可能
サポート動画と静止画は180°調整が可能
USBドライブは自動でコピーするモード（SDカードとUSBメモリーの間）
暗号化コピーモード・選択コピーモード・手動モードなど
コンテンツの入れ替えが大変便利です。

注意：DOLBYオーディオ復号化は利用できません。

◆直流電圧入力：+12V,
低い電力消費、高い安定性、高いEFT

◆モード： 通常のモード 待機モード
◆サポートフォーマット：MP3/WMA/JPEG/MEPG4(AVI:Div‐X / 
X‐Vid)/MPEG2（DVD:VOB/MPG2）/MPEG1（VCD:DAT/MPG1）/MOVなど
◆映像出力：サポート1080P（MAX 1920*1080 Progressive） 1080I（MAX
1920*1080 Interlace）◆音声出力：ステレオ出力2X5W,SNR 85dB
◆繰り返しモード：シングルリピート・フォルダーリピート・オールリピート
◆言語：日本語・英語・中国語
◆リモコン：赤外線リモコン
◆タイマー設定：可（MAX 5グループ）
◆画面回転：可
◆メモリープレイ：可
◆リアルタイムレコーダー：可
◆自動コピー機能：可
◆HDMI入力端子
◆分裂スクリーン：可
◆プレイリスト：可
◆タイム再生：可



2.2応用セッティング
回転サブタイトル：On/Off（標準、on）
フォントサイズ：小/大（標準、小）
フロントグランドカラー：
白/黒/青/黄色/緑/赤
（標準、白）
背景色：青/黄色/緑/透明/白/黒
（標準、青）
回転速度：遅い/普通/早い(標準、遅い)

2.3オリジナルセッティング
メニュー位置：
回転0°/回転90°/回転180°/回転270°
（l標準、回転 270°）
ミラーモード：On/Off（標準,Off）
プレイログ：On/Off（標準,Off）
プレイリスト：
Off/毎日/毎週/毎月/毎年（標準、Off）
静止画スライド
間隔：3s/5s/10s/20s/30s（標準,10s）
アニメーション：
stochastic /Normal/HORZtopL/HORZtopR/
HORZbottL/HORZbottR/VERTtopL/
VERTtopR/VERTbottL/VERTbottR
（標準、Stochastic）
プレイ完了後再プレイの間隔：Off/3分/5分/10分/15分/20分（標準,off）
コピーモード：自動フォーマット/上書コピー（標準、自動フォーマット）
モーションセンサー（オープン/クローズ 標準、クローズ)
誘導音（0～180秒 標準、20秒）

音楽スライドショーOn/Off（標準,off）
時間セッティング：時計：年/月/日/時/分/タイムディスプレイ/タイムディス
プレイフォーマット
タイミング：タイミング・モード（毎日/毎週）タイプ（MAX 5グループ）
入力端子：AV/VGA/HDMI/USB/SD
初期化モード（工場出荷時に戻す）

2.1基本的なセッティング

言語： 日本語・英語・中国語
アスペクト比： 16：9/4：3（標準
16：9）
起動時：自動再生
電源Off/On（標準,On）
リピートモード：フルリピート/シン
グルリピート（標準 フルリピート）
電源OFFメモリーポイント：間隔
/5/10/20/30″（標準,off）



2.4イメージ・セッティング
イメージ・モード
Standard/Movie/Power saving/+
Personally/Showy（標準,standard）

明るさ
0~100（標準,50）
対照
0~100（標準,50）
色
0~100（標準,50）
鋭さ
0~100（標準,50）
色合い
0~100（標準,50）
色温度
Standard/Warm/User/Cool（標準,Standard）
おすすめセッティング
Brightness（0~255 標準,100）
DCR（オン／オフ標準,off）
ハイコントラスト（オン／オフ標準,on）

3.プレイログ
一般セッティング/Playレコードは、LOG.TXTファイルをご覧ください。
Config
1280X720.jpg 2013/05/23 12:03:17
08291.avi 2013/05/23 12:03:32
GDJAXSA.MPG 2013/05/23 12:04:01
34720_1.jpg 2013/05/23 12:05:23
XXXX.XX YY/YY/YY YY ：YY：YY：XXXX.XX手段 コンテンツ 名前 ,YY/YY/YY YY：
YY：YY手段 表示 時間

4.テロップスーパー

ANSI formatのSDカードにSCROLL.txt（テキスト文）を入れることにより、表示すること
ができます。






