
 

 

 

 

バッテリー内蔵プロジェクター 

取扱説明書 

 
型番：MAL-FWTVPJ01WH 

 
 
 
 
 



 

 製品仕様 

1.各部名称 

 

①（①） 電源ボタン 

  ②（⑤） 右カーソル 

  ③（⑦） 左カーソル 

  ④（⑬） 確定（ＯＫ） 

  ⑤（③） 入力切換 

  ⑥（⑧） 戻る（リターン） 

  ⑦ リモコン受信部 

  ⑧ ＵＳＢ給電接続部 

  ⑨ 電源ポート（ＡＣアダプタ接続部） 

  ⑩ ＡＶ（ビデオ）出力端子[*付属のケーブルで赤白黄に変換できます] 

  ⑪ ヘッドホン端子 

  ⑫ マイクロＳＤカードスロット 

  ⑬ 内蔵バッテリー電源スイッチ 

  ⑭ HDMI ポート 

  ⑮ ＵＳＢポート（再生用） 

  （②） メニュー 

  （⑪） 消音ボタン（ミュート） 

    (⑨) 音量下げ 

    (④) 上カーソル 

  （⑥） 下カーソル 

  （⑩） 音量上げ 

  （⑫） 再生一時停止ボタン 

（ ）はリモコンボタンの場合  

 



 

 製品仕様 

 

2.同梱物一覧 

プロジェクタ本体     1 台 

リモコン        1 台 

ＡＣアダプター     1 個 

ＡＶ変換ケーブル      1 本 

 

3.製品仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 操作方法  

電源の入れ方/切り方 

ＡＣアダプタ又はＵＳＢ給電から電源を入れる場合  

本体①かリモコン①の電源ボタンを 3秒程度長押しすると電源が入ります。逆に電源が入っている時に長押しする

と電源が切れます。 

 電源が入ると緑色のＬＥＤが点灯します。 

 電源を切ると赤色の LED が点灯します。 

 電源の入っていない状態でも、ＡＣやＵＳＢから正常に給電されている時は赤色のＬＥＤが点灯します。 

 

 

 

光源 
LED 方式（寿命 30000 時間） 

輝度 400～600 ルーメン 

コントラスト比 1：800 

解像度 320×240 ピクセル（サポート解像度 1920×1080） 

焦点距離 1.5m～2.0m 最大 60 インチ（4:3） 

バッテリー時間 約 50 分 

電池 リチウムイオン電池 2000mAh 

充電方法 
マイクロ(B)USB 端子経由で充電 

満充電まで 1.5～2 時間 

サイズ 約 127.4mm(W)×81.5mm(D)×48.5mm(H) 

重さ 約 250g 

対応動画形式※ AVI MPEG MOV MP4 H.264 H.265 MKV TS TP M2TS VOB 

対応音声形式※ WAVE MP3 AAC AIFF  



 

 操作⽅法 

内蔵バッテリーから電源を入れる場合 

 本体⑬のバッテリー用の電源スイッチを ON にします。 

バッテリーのスイッチを入れると、5 秒程度緑色のＬＥＤが点灯し、その後赤色のＬＥＤが点灯します。 

本体①かリモコン①の電源ボタンを 3秒程度長押しすると電源が入ります。逆に電源が入っている時に長押しする

と電源が切れます。 

 電源が入ると緑色のＬＥＤが点灯します。 

 電源を切ると赤色のＬＥＤが点灯します。 

 電源の入っていない状態でも、バッテリーの残量があると赤色のＬＥＤが点灯します。 

 バッテリーの電源を切ると、ＬＥＤは消灯します。 

 

入力切換 

本製品は本体搭載のインターフェースからマイクロＳＤやＵＳＢフラッシュメモリから直接動画や写真、音楽を再生で

きるほか、外部入力して、ＨＤＭＩ、ＡＶ端子（赤白黄）に対応しています。 

入力切換は、本体⑤かリモコン③を押すと以下のような画面が表示されるので、入力したい映像ソースを本体②

③ボタンやリモコン④⑥ボタンで選んでください。 

 

ＨＤＭＩ 別売りのＨＤＭＩケーブルからの信号を受信します。 

ＡＶ 付属のＡＶケーブルで変換した信号を受信します。 

Ｍｅｄｉａ Player 本体搭載のマイクロＳＤカードスロットやＵＳＢフラ

ッシュメモリからのデータを表示したい時に選びます。 

 

 

 

 

設定（通常は特に設定する必要はありません） 

本製品は基本的な設定は工場出荷時で問題ありませんが、以下のような設定が可能です。設定画面は、リモコン

でしか行えません。リモコン②のメニューボタンを押すと以下のような画面が表示されます。 

 

Ｓｏｆｔｗａｒｅ Update(USB) ＵＳＢに格納したアップデートプログラム

を実行します。*弊社サポートや必要に応じてホームページで配信

します。 

Ｎａｔｉｖｅ Information 製品の情報を確認する弊社内の内部プログ

ラムです。特に何も表示しません。 

 

 

 



 

 操作⽅法 

リモコン⑤ボタンを押すとメニューが切り替わります。 

設定画面を切替える場合は、リモコンの⑤⑦、本体②③ボタンを押してください。リモコンの⑧ボタンを押すと

メニュー画面を閉じます。メニュー内の項目を選ぶ場合はリモコンの④⑥ボタンを押して上下にカーソルを動

かせます。⑬ボタンを押すと詳細が表示され、リモコン⑤⑦ボタン又は④⑥ボタンで設定を変更できます。 

ＰＩＣＴＵＲＥ（画面設定） 

ここでは、色合い、輪郭の強さ、表示比などを設定できます。 

Screenは左右反転、上下反転などを切替えることができます。

使用用途に合わせて適宜変更してください。 

 

SOUND（音声設定） 

ここでは、音に関する音量や左右バランスなどの設定が可能

です。 

Sound Mode はお好みに合わせて変更してください。 

5.1ch の外部スピーカーなどを使う場合は、Surround 機能を

ON にしてください。 

TIME（時間設定） 

オフタイマー、オンタイマーなどのタイマー設定やスリープモ

ードの時間設定が可能です。 

 

 

OPTION（その他の設定） 

言語は英語が標準です。他の言語も収録していますが、日本

語はありません。 

Restore Factory Default は工場出荷状態の設定画面に戻す

機能です。接続しているマイクロＳＤカードやＵＳＢフラッシュメ

モリを取り外して行ってください。 

 

 



 

 操作⽅法 

マイクロＳＤカード/ＵＳＢフラッシュメモリの接続 

本製品にマイクロＳＤカードやＵＳＢフラッシュメモリを接続すると、マイクロＳＤカードやＵＳＢフラッシュメモリにある

動画、写真、音楽を再生することができます。再生できるファイル形式は 3.製品仕様の対応形式を確認してくださ

い。 

 マイクロＳＤカードの挿入方法 

本体⑫のマイクロＳＤカードスロットにカードを

挿入できます。マイクロＳＤカードの端子が上

側になるように挿入します。奥までしっかり挿

入し、カチッと音がなるまで差し込んでくださ

い。 

 

 

取り外す時は、スイッチのようにマイクロＳＤカ

ードを押し込むとカチッと音がしてマイクロＳＤ

カードが取り出せるようになります。 

※再生中に取り外すと、データが消える恐れ

があります。 

 

 

マイクロＳＤカードを認識すると、画面の赤枠の

部分にアイコンが表示されます。取り外すとア

イコンは消えます。 

 

 

 

 

 

 



 

 操作⽅法 

ＵＳＢフラッシュメモリの挿入方法 

本体⑮のＵＳＢポートにＵＳＢフラッシュメモリを

接続することができます。奥までしっかり挿入

してください。取り外す場合は、フラッシュメモ

リ内の動画や音楽、写真データを再生してい

ないときに取り外してください。 

※再生中に取り外すと、データが消える恐れ

があります。 

 

 

ＵＳＢを認識すると、画面の赤枠の部分にアイコ

ンが表示されます。取り外すとアイコンは消え

ます。 

 

 

 

 

 

Ｍｅｄｉａ Player モードの使い方 

赤枠 

バッテリーの残量（充電中はアニメーションになり

ます） 

 

青枠 

再生メニュー 

 ＭＯＶＩＥ 動画ファイルを再生します。 

 ＭＵＳＩＣ 音楽・音声ファイルを再生します。 

 ＰＨＯＴＯ 写真・画像ファイルを再生します。 

 ＴＥＸＴ 文字ファイルを表示します。 

 

 



 

 操作⽅法 

  本体の②③でメニューを切替えることができます。決定は④（ＯＫ）ボタンです。戻る場合は⑥ボタンを押し

てください。リモコン操作の場合は、⑤⑦でメニューを切換、⑬で決定、⑧で戻ります。 

  メニューを選択すると、読み出し先を選択する画面が表示されます。マイクロＳＤカードとＵＳＢフラッシュメモ

リを２つもの接続している場合、赤枠の部分に２つ表示されます。 

左のアイコンを選択すると戻ります。 

赤枠の部分を選択すると、ファイル一覧が表示されま

す。 

本体の場合は②③で選び、④で選択、 

リモコンの場合は⑤⑦で選び、⑬で選択です。 

 

 

フォルダを作っている場合は、フォルダが表示される

ので、そのフォルダを選ぶと、ファイルの一覧が表示

されます。なお、再生に対応していないデータは表示

されないことがあります。 

※メニューで動画を選択した場合、再生可能な動画し

か表示されませんので、ご注意ください。 

この状態でリモコンの再生ボタン⑫を押すと、このフ

ォルダの 初にある再生可能なデータが再生されま

す。 

 

再生したいファイルを決定④（⑬）ボタンで選ぶとチェ

ックマークが入ります。 

チェックマークの付いた状態でリモコンの再生ボタン

⑫を押すと、チェックマークの付いた 初にあるデー

タが再生されます。 

本体操作の場合は②③でカーソルを移動し、④でファ

イルを選択、⑤で再生できます。 

 

 

 



 

 操作⽅法 

ＭＯＶＩＥモードの場合 

再生中に決定ボタン④（⑬）を押すと再生メニュー

が表示されます。メニューは本体の場合は②③で

選び、④で選択、リモコンの場合は⑤⑦で選び、⑬

で選択です。 

時間や一時停止、停止などができます。 

 

 

 

 

左から順に 一時停止、巻き戻し、早送り、前のファイル、次のファイル、停止、全ファイルリピート、１ファイルリ

ピートになります。 

再生中のメニューの次ページになります。 

 

 

 

 

 

 

再生リストの全リピート、再生リスト（上記画像が表示例）、ファイル情報、コマ送り、コマ送り一時停止、区間リピ

ート、動画サイズのズームイン、動画サイズのズームアウトとなります。 

メニューを使わず停止する場合は、本体の場合は⑥、リモコンの場合は⑧を押してください。 

 

 

 

 

 

 



 

 操作⽅法 

ＭＵＳＩＣモードの場合 

再生中に決定ボタン④（⑬）を押すと再生メニュ

ーが表示されます。メニューは本体の場合は②

③で選び、④で選択、リモコンの場合は⑤⑦で選

び、⑬で選択です。 

画面右側には音声ファイルにジャケット情報が登

録されている場合、画像が表示されます。 

時間や一時停止、停止などができます。 

 

 

 

  左から順に、一時停止、巻き戻し、早送り、１曲戻し、１曲次へ、停止、リピート、1 曲リピートとなります。 

 

ＰＨＯＴＯモードの場合 

 

表示中に決定ボタン④（⑬）を押すと再生メニュ

ーが表示されます。メニューは本体の場合は②

③で選び、④で選択、リモコンの場合は⑤⑦で選

び、⑬で選択です。 

 

 

 

 

 

  左から順に、スライドショー、前の画像、次の画像、スライドショー停止、全ファイルスライドショーリピート、指定 

  ファイルスライドショーリピート、スライドショーリスト、画像情報となります。 

 

TEXT モードの場合 

指定したデータの TXT ファイルを表示可能です。ただし、解像度が低いため、機能としては使えないとお考 

えください。 


