
 フルハイビジョン 対応メディアプレーヤー
　　　　　　　　　　　　　   PDM09H
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本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお

使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく

ださい。

次の同梱品がそろっているか確認してください。

・本体×1台
・リモコン×1個

・AVケーブル ×1本
・ACアダプター×1個

・HDMIケーブル ×1本
・取扱説明書×1冊

分解、改造をしない。
湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる
場所では使用しない。
コード類は正しく配置し、付属のＡＣアダプター以外は
使用しない。
濡れた手で電源プラグや本体を触らない。
内部に異物を入れない。
雷が鳴りだしたら、本機や電源プラグに触れない。
通電中の本機や ACアダプターに、長時間触れない。

　危険
・

・

・

・

・

・

・

・本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、すべ
   ての環境での動作を保証するものではありません。
・本製品を使用することにより生じた直接、間接の被害、データ
   の消失等 について弊社では一切その責任を負いません。
・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関
   わる設備や高度な信頼性を必要とする設備での使用は意図して
   おりません。このような環境下での使用に際しては一切責任を
   負いません。

　使用上の注意

外形図 ・ 接続図

接続部分名称 ・ 外形寸法
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映像出力は 1系統のみ接続。

接続方法
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音楽ファイル表示

静止画の拡大

早送り早戻し
次のファイルに移動

前の画面に戻る

メディア表示 ( 静止画 )

各種設定
音声を消音

停止

カーソルを上に移動

カーソルを下に移動
再生 /一時停止

電源ON/OFF

ワイヤレスリモコン

 

全てのファイル表示

出力を AVに変更

指定した時間から再生

選択内容の決定

前のファイルに移動

静止画ファイル表示
動画ファイル表示

音量を上げる
音量を下げる

ファンクション画面表示

出力をHDMI に変更

カーソルを左に移動

未使用

映像出力モード変更

静止画の回転

画面サイズ変更

サブタイトル表示変更

未使用
未使用

未使用

未使用

未使用

音声情報表示
再生中のファイル表示 メインメニューに戻る

カーソルを右に移動

ＳＥＴ　ＵＰモード

機能説明 ・ 出荷時設定

 主要な部分について説明します。記載していない部分について
ご質問等ありましたら、アイテムまでお問合せください。

再生の準備

①コピーするコンテンツファイルをマウスで選び、右クリックして
　ください。
②『コピー』をマウスでクリックしてください。
③『エクスプローラー』を開いて、左側にある『コンピュータ』または
　『PC』をクリックしてください。
④『デバイスとドライブ』の中にあるSDカードアイコンをクリックして
　ください。
⑤SDカードアイコンフォルダ内でマウスを右クリックして、『貼り付け』を
　選択してください。

①SDカードをパソコンにセットします。パソコンにSDカード
　スロットがない場合は、SDカードリーダーをご用意ください。
②『エクスプローラー』を開いて、左側にある『コンピュータ』または
　『PC』をマウスでクリック してください。
③『デバイスとドライブ』の中にあるSDカードアイコンをマウスで
　右クリックしてください。
④『ファイルシステム』は『FAT32』を選択し 『クイックフォーマット』に
　□をいれて『開始』してください。

コンテンツファイルを SD カードへコピー

コンテンツファイル形式

SD カードをフォーマット 本体にSDカード、又はUSBメモリを接続した状態で、ACアダプ
ターを本体に接続しコンセントに差し込みます。本体の電源LED
が点灯後、SDカード、又はUSBメモリのコンテンツファイルとAuto 
Playのモード設定が一致していれば自動再生します。
自動再生されないときはSetupからAuto Playのモード設定で変
更します。

リモコンの　    ボタンを押します。リモコンの　　       ボタン
で、  Auto Play にカーソルを移動し、リモコンの　    ボタンを
押すと設定画面が表示されます。リモコンの　　    　ボタンで
再生させるモードにカーソルを合わせ、リモコンの　　ボタン
を押します。
( 選択されたモードに　 が付きます。）
リモコンの　    ボタンを押すと、1つ前の画面に移動します。　
　

再生

Auto Play の設定変更

機能名　　　                      機能概要                             出荷設定
Language　　　　　   表示言語設定                                English
Screen Saver　　　　　　　 Screen Saver 移行時間設定　　   OFF

 日本で使用しているモニターは NTSC 仕様です。HDMI の
解像度は必ず 60Hz を選択してください。

Audio Output Mode　　　　未使用       　　　　　　　　　　　　　　 未使用 
Auto Play　　　　　　　　         メディアを入れたときの自動再生設定　    Movie
Auto Detect HDMI　　　　   HDMI の自動検出設定　　　　　　　　    ON
Restore Default Setting   　   未使用　　　　　　　　　　　　　    未使用
System Information　　　    未使用　　                                                   未使用

Video Output Mode　　　   モニター仕様設定　　                                       HDMI-1080I(60Hz)

AC アダプター（付属）

1.         マークが表示され、再生しない事があります。

  「SD カードの認識に失敗」「再生出来ないコンテンツファイ
  ルが 有る」と表示され、以下の原因が考えられます。
  ①SD カードがフォーマットされていない。
  ②2GB より小さい SD カードを使用している。
  ③SD カードの故障。
  ④コンテンツファイルが入っていない。
  ⑤未対応の動画ファイルや静止画ファイル。

2. 読み込めないデータに行くと、　 マークが表示され、次の
　コンテンツを再生します。

再生しない時

再生

AV ケーブル（付属）



ダイレクトボタン動作モードスライドショー ・ 動画の設定

動画の設定

< サブタイトル表示 >
リモコンの　    ボタンで、サブタイトルの表示設定ができます。

< 画面の表示選択 >
リモコンの　    ボタンで、画面の表示モードの変更ができます。

表示モード

video full screen

screen full screen

default Size

4:3

16:9

fit view

4:3 映像

フル画面横伸び

16:9 映像

(HDMI)
左右に黒帯

オリジナルサイズ

画面に合わせ表示

(HDMI)
フル画面横伸び

フル画面

左右に黒帯 左右に黒帯縦伸び

(AV)
上下に黒帯横伸び

(HDMI)
フル画面

(AV)
左右に黒帯

(AV)
上下に黒帯縦伸び

出力モードの切替方法

＜HDMI 出力への切替＞    
リモコンの　  ボタンを押すと、HDMI 出力モードに変更されます。

＜AV出力への切替＞ 
リモコンの　  ボタンを押すと、AV出力モードに変更されます。

ＨＤＭＩケーブル取扱注意事項

●引っ張る

禁止

●曲げる

禁止

!
注意

●まっすぐ奥まで

　差し込む

無料修理規定ＭＥＭＯ フルハイビジョン 対応メディアプレーヤー
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推奨再生ファイル

拡張子
解像度 
（フレーム幅×フレーム高）

音声ビットレート

音声形式

サンプリング周波数

フレームレート
動画ビットレート

.mpg .mp4

最大 192 [kbps]

最大  30 [fps]
最大  20 [Mbps]

MPEG2 MPEG4/H.264動画形式

1280×720 [pixel]
1920×1080 [pixel]

最大 10 [Mbps]

ビデオフォーマット

ビデオタイプ

NTSC
プログレッシブ

NTSC
プログレッシブ

AAC

44.1 [kHz]

MP2/MP3

最大 30 [fps]

最大 192 [kbps]

44.1 [kHz]

静止画形式 JPEG

拡張子 .jpg
最大解像度 330M [ pixel]

■ 静止画

■ 動画

音声形式 MP3
拡張子 .mp3
音声ビットレート

■ 音楽

サンプリング周波数

最大 192 [kbps]
44.1 [kHz]

1280×720 [pixel]
1920×1080 [pixel]

スライドショー ・ 動画の設定

無  料  修  理  規  定
 1、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理させていただきます。
　　①保障期間内に無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご掲示の上
　　　お買い上げ販売店にご依頼ください。

 2、期間内でも次の場合には原則として有料修理とさせていただきます。
　　①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
　　②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷。
　　③火事、地震、水害、落雷、その他天変地異、異常電圧、指定外の使用電源 ( 電圧、周波数 )
　　　などによる故障及び損傷。
　　④船舶及び車載等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
　　⑤本書のご掲示がない場合。
　　⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

 3、本書は日本国内において有効です。

 4、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

アイテム株式会社
〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町 2-60-10　浜町公園ビル 5F
ご相談窓口　  TEL:03-5614-9335　FAX:03-3664-9295
URL http://www.iteming.jp　Mail info＠iteming.jp

発売元

スライドショーの設定 1

写真などスライドショー再生中に、リモコンの　   ボタンを押
すと、画面下部にファイル内の画像が表示されます。リモコン
の     　     ボタンで画像を選択します。リモコンの　    ボタンを
押すと、選択した画像から再生されます。

スライドショーの設定 2

スライドショー再生中に、リモコンの　   ボタンを押すと、画面
上部に設定画面が表示されます。リモコンの　　       ボタンで項
目を選択します。リモコンの　　      ボタンでモードを設定し、
リモコンの　　 ボタンで決定します。リモコンの　   ボタンで、
スライドショーに戻ります。
Switch Mode : スライドショー効果の設定ができます。　
Play Interval: 画像の切り替り時間の設定ができます。
Background Music：スライドショーと同時に音楽の再生設定が
　　　　　　　　　  できます。

(HDMI)
フル画面
(AV)
上下に黒帯

スペック

品名：フルハイビジョン対応メディアプレーヤー
型番：PDM09H

<製品仕様>
・使用電源：DC5V/2A
・消費電力：≦3.6W
・OSD言語：英語/日本語
・再生メモリーカード：SD/USB
・動作温度：-10℃～+60℃  ※結露なきこと
・保存温度： -20℃～+70℃ ※結露なきこと
・重量：70g
・外形寸法(幅×高さ×奥行) ：85(W)×18(H)×59(D)mm
・再生メモリー容量：2GB-8GB(HC)
・動画再生フォーマット：MPEG2,MPEG4,H.264
・音楽再生フォーマット：MP3
・静止画再生フォーマット：JPEG
・映像出力：RCA/HDMI
・ACアダプター　AC100V-240V  50/60Hz

スペック

　 <機能>
 オートパワーオン/自動再生/オートリピート機能
 ラストメモリー機能/画面サイズ切替機能

トラブルシューティング

＜映像が表示されない /音声が再生されない＞
■本体の電源 LEDが点灯しているか確認してください。
■ACアダプターのコネクターをきちんと奥まで差し込んで
   ください。
■SDカードを奥まで差し込んでください。
■Auto Play の設定を確認してください。
■ケーブルの接続を確認してください。
■対応ファイル形式か確認してください。
■SDカードのフォーマットを行ってください。その後、　再度
    コンテンツファイルをコピーして、SDカードを入れてください。

＜音が出ない＞
■ケーブルの接続を確認してください。
■モニター側の音量を確認してください。

＜リモコンが動作しない＞
■他の電池で確認してください (CR2025)。


