タブレットコンボ DVD プレーヤー DVT101B
このたびはタブレットコンボ DVD プレーヤーをお買い上げいただきまして、まことにあ
りがとうございます。
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電源を入れる

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

1

お読みになったあとは大切に保管してください。

付属品

Wi-Fi 接続設定をする

お使いの Wi-Fi 環境に合わせてパス
ワードを入力するなどしてください。

電源ボタンを 2 〜 3 秒長押しする

画面表示の見方
Wi-Fi の状態

DVD を見る
時間

キップ」をタップします。

2

上部のステータスバーを下にスワイプする

ロックを解除して使用する

4

初期設定時は画面スワイプで解除されます。

と、通知アイコンの詳細が表示されます。

日付と時刻の確認をして「次へ」
をタップする

2

必要に応じて調整します。
◯AC電源アダプター

◯DCカー電源アダプター

◯USBケーブル

て使用する場合は、USB 端子から充電を行ってくだ
◯イヤホン

Google サービスの確認をして
5 「同意する」をタップする

さい。

必要に応じて Gmail などとの連携

MIC
＋

MIC

R

Micro SD

USB

−

＋
−
Micro SD USB
R

画面上の操作
画面下部のアイコンは以下の内容を示します。
戻る

を行います。

各部の名称
マイク
電源ボタン
音量（＋）
音量（−）
USB
microSDカード挿入口
イヤホン
リセット

開閉ボタン

ホーム画面

最近使ったアプリ

初期設定をする

◆ DVD 操作アイコン

DVD 再生中にパネルをタッチすると下記のメニューが下部に表示されます。
前にチャプター

初回起動時に以下の設定を行ってください。

1

自立スタンド

「DVDPlayer」

再生が始まります。

初回起動時や充電の必要な場合、また長時間連続し

◯タブレットコンボDVDプレーヤー

ホーム画面で
をタップする

アプリが立ち上がり、DVD の自動

◆ 本機への充電

◯ユーザー
◯車載取付用ストラップ マニュアル（本書）

本機の開閉ボタンを押して、
DVD ディスクローダーに DVD
を入れる

電池残量

ご購入のパッケージ内には、以下のものが含まれています。すべて入っているかご確認
ください。

1

下の内容を示します。

Wi-Fi 接続の必要がない場合は「ス

本機が起動します。

ホーム画面上部のステータスアイコンは以

6

初期設定画面になったら言語を
選択する

画面ロックの設定をする

一時停止

次のチャプター

選択ボタン

◆ アプリケーション

画面下からスワイプをすると、アプリ一覧画面が表示されます。

PIN コードを設定して「次へ」をタッ

DVD モード終了

早戻し

早送り

停止 ループ再生

プします。

「日本語」を選択します。

DVD メニュー

DVD サブタイトル

マルチアングル

開閉ボタン ボタンを押すと DVD ディスクローダーが開きます。閉めるときはロック
するまで閉じてください。

マイク

マイク機能を使うときにはここで集音します。

2

電源ボタン 電源 ON：2 〜 3 秒長押しすると立ち上がります。

電源 OFF：電源が ON の状態で 2 〜 3 秒長押しすると、
「電源を切る／

ホーム画面が表示されます。

「開始」をタップする

指定区間リピート

検索ウインドウや、設定時などに文字を入力するときに、文字入力画面が表示されます。

スリープモード：軽く 1 回押すとスリープモードになります。

ターや、タイトル番号、時間へとジャンプすることができます。

ひらがな、アルファベット、数字入力の画面を切り換えて文字を入力します。

音量（＋） 音量をアップします。
音量（−） 音量をダウンします。
USB

マイクロ USB 端子です。付属の USB ケーブルを挿して充電や PC との接
続に使用します。

microSD カード挿入口

32GB までの microSD カードに対応しています。

イヤホンジャック

同梱のイヤホンを挿して使います。

リセット

細いピンで押す事によりリセットを行うことができます。
1

2

3

音声設定

画面上部をタップすると 10key が表示され、お好みのチャプ

◆ 文字の入力

再起動／画面の保存」が選択できます。

DVD タイトル画面へ

4

5

スタンドを立てる

安全上のご注意

1

背面の自立スタンドを下部の溝
から引き上げる

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となることがあります。

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、安全にお使いください。

この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物
的な損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。

2

安定した場所に立てる

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えたりしないでください。液晶パネルのガラスが割れ
てけがの原因となることがあります。

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を
負う可能性がある内容を示しています。

本体・電源コードについて
本体内部には、バッテリーが内蔵されています。バッテリーは高温の環境に弱いため、炎天
下の車内等に放置すると故障の原因となります。

本体内部にはバッテリーが内蔵されており、防水加工ではないため分解や液体を入れる行為
は危険ですので行わないでください。火災、感電、故障の原因となります。

本体・バッテリー、AC アダプターに発煙、異臭などの異常が生じたり、破損したりしたら
ただちに電源コ ‐ ドを抜いて、本体の電源をオフにしてください。その後弊社サポートセ
ンターにご連絡ください。

電源コードやプラグの損傷による火災・感電を防ぐため、電源コードやプラグを傷つけたり、
破損させたり、加工しないでください。無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、加熱
したりしないでください。電源コードの表面のビニールが溶けるのを防ぐため熱器具に近づ
けないでください。電源コードを抜くときは、コードを引っぱらずに必ずプラグを持って抜
いてください。

SD カードを挿入する

1

microSD カード挿入口にカー
ドを挿しこむ

分解や改造をしないでください。火災や感電の原因となります。お客様による修理は絶対に
しないでください。内部の点検、調整、修理は、お買い上げ店にご相談ください。

ステータスバーに microSD カード
のアイコンが表示されます。

不安定な場所に設置しないでください。ぐらついた台や傾いた場所などに置くと、落下によ
るけがや物損事故の原因となることがあります。

1

本体を持ち運ぶときは、強い衝撃や振動を与えないでください。故障や破損の原因になります。

電源オフウインドウが表示されます。

2 「電源を切る」をタップする
電源オフウインドウが表示されます。
• 電源オフウインドウで「
、再起動」
「画面の保存」
を行うことができます。
• 電源ボタンを軽く 1 回押すと、スリープにな
ります。

6

車などの走行中に、運転中の方は絶対に本製品の操作をしないでください。事故の原因となるこ
とがあります。

本製品を移動させるときは、ディスクを取り出し、電源コードをコンセントから抜いてください。
また、次の場合は火災などを防ぐため、必ず電源コードを抜いてください。旅行などでしばらく
使わない場合。お手入れをする場合。
通電中の本製品や電源コードに長時間触れないでください。低温やけどなどの原因となることが
あります。
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種類

ポータブル DVD プレーヤー
（10 インチ DVD タブレット 2in1 combo）

電源

駆動方法

IPS

スクリーン

10.1 inch
1024 × 600

アスペクト比

16：9

USB 充電

Li-ion 18650 Battery

充電時間

約 5 時間

連続視聴可能時間

DVD 再生（最大 3 時間）、
ブラウザ視聴（最大 6 時間）

プラットフォーム

Android 10.0 go

CPU

Processor

MTK 8167B Arm Cortex-A35 @1.3GHz

Frequency

1.3Ghz

電源が入らない
再生できない／
画面が表示されない

原因や対処のしかた
• 電源コードの接続を確認してください。
• 充電を行ってください。
• DVD ディスクローダーに DVD ディスクが入っているか確認してく
ださい。
• ディスクに汚れや傷がないか確認してください。
• パソコンやレコーダーなどで記録したディスクは再生できない場合
があります。
• ディスクのリージョンコードが「ALL」または「2」であることを確
認してください。
• 本体が熱を持っている場合は、約 30 分間時間をおいてください。

画像が乱れる

• ディスクに汚れや傷がないか確認してください。汚れている場合は
クリーニングを行ってください。

音声が乱れる

• 近くに強い磁気を帯びたものがある場合は離してお使いください。

ディスクに関するメッ
セージが表示される

• 本製品に対応しないディスクを再生しようとしていないか確認して
ください。
• ディスクに汚れや傷がないか確認してください。
• パソコンやレコーダーなどで記録したディスクは再生できない場合
があります。

音声が出ない

• 本製品の音量ボタンや消音機能を確認してください。
• 一時停止、早送り、早戻し機能中は音声が出力されません。

インターネット上の動
画や音声の再生時に映
像や音声が乱れる

• Wi-Fi を通じてデータを受信するため、お使いの電波環境に依存しま
す。Wi-Fi や Bluetooth を多く利用していたり、近くで電子レンジ
などが動作していたりする場所では電波が乱れる場合があります。
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本
体
機
能

64GB/ 2GB
P+G/ Capacitive Multi-Touch 10-point

音声出力

ス
ピー
カー

8Ohm

タイプ

2 Normal

LAN

フロントカメラ 0.3mp

センサー

G-sensor
microSD（最大 32GB)
イヤホン

口径 3.5mm（マイク機能なし）
充電・OTG 用

DVD ディスクローダー

梱包外形寸法

使用周囲温度：0-40°
251.5mm × 178mm × 35.2mm
309mm × 194mm × 49mm

本体重量
付属品

USB2.0

互換性：DVD ,CD,MP3

使用条件
外形寸法

で、所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、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。
• 保証期間は、お買い上げの日より 1 年間です。
• 弊社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終
了後、最低 3 年間保有しています。
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
保証期間中の場合
保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。ユニテクサービスセンターにご連絡く
ださい。

◆ 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

• お名前・ご連絡先の住所・電話番号 /FAX 番号
• お買い上げ年月日・販売店名
• モデル名・製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている番号
です。）
• 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

◆ 個人情報の取扱いについて

• 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動お

合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、
ご了承ください。

内蔵マイク

カメラ

入出力端子

• この商品には保証書を巻末に添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますの

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

マイク

外部メモリ

◆ 保証書・保証期間について

よびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
• 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場

1W

インピーダンス

本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。

◆ 修理を依頼されるとき

5V/2A

内蔵バッテリー

タッチスクリーン

故障かなと思ったら

電源を切る
電源 ON のときに電源ボタンを 2 〜 3
秒長押しする

DVT-101B

ROM/RAM 容量

症状
内部に異物や水分を入れないでください。
金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に入ると、感電や火災の原因となります。本体の
上に水の入った容器や植木鉢、小さな金属類 ( 安全ピンやヘヤピンなど ) を置かないでくだ
さい。水がかかるような場所では使用しないでください。

保証とアフターサービス

型名

液
晶
パ
ネ
ル

内蔵のバッテリーについて

火災・関電の原因となりますので、本体や電源コードから煙が出ているとき、異常に熱いと
き、異臭がするときはただちに使用をやめて、電源コードを抜いてください。

主な仕様

870g
DVD プレーヤー（本体）、AC アダプター、DC
カー電源アダプター、USB ケーブル（1m）、イ
ヤホン、車載取付用ストラップ
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ポータブルDVDプレーヤー
DVT-101B

