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安全上のご注意
この注意事項は、ご利用者ご本人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容となっておりますので、
本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

●　風呂、シャワー室では使用しないでください。
　　 火災・感電の原因になります。

●　不安定な場所に置かないでください。
　　 落下して、けがの原因になります。

●　通気口をふさがないでください。
　　 通気口をふさぐと、内部に熱がこもり故障の原因となり、火災の危険があります。

●　濡れた手で電源プラグ、本体、アダプターに触れないでください。
　　 感電の原因になります。雪、雨などが降る屋外では使用しないでください。

●　幼児の手の届かない所に設置してください。
　　 落下して、けがの原因になります。

●　調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所に設置しないでください。
　　 火災・感電の原因になることがあります。

●　直射日光があたる場所や、温度が異常に高くなる場所（暖房機のそばなど）に設置しないでください。
　　 キャビネットや内部回路に悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。

●　アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。
　　 引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

●　AC電源アダプターのプラグは、コンセントから取り外して定期的に掃除を行ってください。
　　 ゴミやホコリがたまるとショートの原因となり、火災の危険があります。

●　コンセントや延長ケーブル、OAタップなどの定格を超えて使用しないでください。
　　 火災の原因になります。

●　必ず同梱されているAC電源アダプターをご使用ください。
　　 AC電源アダプターは当社製品専用ですので、他社製品に使用しないでください。故障の原因になります。

注意

警告

注意

警告

警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想

定される危害の程度

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか

または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

設置・保存場所・使用環境

警告 AC電源アダプター・コンセント・コネクター

安全上のご注意

●　付属品以外のAC電源アダプターを使用しないでください。
　　 火災や故障の原因になることがあります。

●　船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。
　　 火災の原因になります。

●　AC電源アダプターを束ねた状態で本機を使用しないでください。
　　 火災・感電の原因になります。

●　タコ足配線をしないでください。
　　 発熱により火災・感電の原因になります。

●　分解、改造を絶対にしないでください。
　　 動作のトラブルおよび電源が入らない場合は、本書の『トラブルシューティング及びQ&A』
　　をお読みになり、該当事項別に確認をお願いします。

●　AC電源アダプターが破損した場合（芯線の露出や断線など）には、
      販売店または弊社に交換（有償）を依頼してください。
　　 火災・感電の原因になります。

●　煙や、異臭、異音などの異常が起きたら電源を切り、AC電源アダプターを外してください。
　　 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

●　水や異物が内部に入ったら、電源を切り、AC電源アダプターを外してください。
　　 火災・感電の原因になります。

●　雷が鳴りだしたら金属部分に触れないでください。
　　 落雷すると感電の原因になります。

●　発熱したら、すぐに電源スイッチを切り、AC電源アダプターのプラグをコンセントから抜いてください。
　　 そのまま使用すると火災やケガ、やけどの危険があります。

●　使用中、落下や衝撃により破損したら、すぐに電源スイッチを切り、AC電源アダプターのプラグを
　　コンセントから抜いてください。
　　 火災やケガの危険があります。

警告 異常発生時

●　幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、
　　直ちに医師と相談してください。

●　指定外の方法で電池を使用しないでください。極性（⊕⊖）表示どおりに入れてください。

●　電池を分解、加工、加熱しないでください。

●　電池を落としたり、衝撃を加えないでください。

警告 内蔵電池
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安全上のご注意

●　本機の上に重いものを置かないでください。
　　 バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。

●　液晶画面は、傷がつきやすいので、先のとがったもの（シャープペンシル、ボールペンなど）で
　　液晶画面をたたいたり、ひっかいたりしないでください。
　　故障の原因になります。

●　室内専用です。
　　 防水加工は施されておりません。

●　使用中、AC電源アダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。

●　落としたり、強いショックを与えないでください。

●　避けて欲しい保存場所
　　次のような場所での本機の使用・保管は避けてください。
　　直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ／極端に寒いところ／振動の激しいところ
　　強い電磁場の発生するところ (放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど )
　　防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ／冠水、浸水、砂かぶりにご注意ください。

　　●　結露（つゆつき）にご注意ください。
　　本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部に水滴がつくこと（結露）があります。
　　このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、SDカードを取り出し、
　　しばらくたってからお使いください。　※寒冷地区での使用は、特に結露に注意してください。

　　
●　長時間ご使用にならない場合。
　　本機を長時間ご使用にならない場合は、SDカードを取り外して保管してください。

　　
●　本製品には、有寿命部品が含まれています。使用頻度や使用環境によって異なりますが、
　　経年変化による消耗、劣化が生じ、動作が不安定になったり、動作しなくなる場合があります。

　　
●　通電中の機器本体やAC電源アダプタに長時間触れないでください。
　　低温火傷の原因となることがありますので、通電中の機器本体やAC電源アダプターに長時間皮膚が
　　触れたままにならないよう十分ご注意ください。
　　
●　製品および製品箱などを投げたり落としたりしないでください。また製品箱の上には他の重い物を
　　置かないでください。
　　液晶パネル及び本体のケースが破損することがあります。
　　

●　ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

●　使用中、落下や衝撃により破損したら、すぐに電源スイッチを切り、AC電源アダプターのプラグを
　　コンセントから抜いてください。

注意 設置・保存場所・使用環境

安全上のご注意

●　電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
　
●　本機やAC電源アダプターを布や布団でおおったりしないでください。
　　熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。

●　コネクターの内部にクリップやドライバーなどの金属片を入れないでください。
　　 ピンがショートして、火災や火傷、故障の原因となることがあります。

●　コネクター類はまっすぐに差し込んで接続してください。
　　斜めに差し込むと、ピンがショートして、火災や火傷、故障の原因となることがあります。

●　AC電源アダプターをストーブ、温風器などの発熱器具の近くに置かないように注意してください。
　　AC電源アダプターのPVC被覆が溶けて火災、感電の原因になります。

　　
●　電源プラグを外す際はプラグのつまみをしっかり握り、ゆっくり外してください。
　　AC電源アダプターを引っ張ると、電源の切断により、電源がつかなくなったり、
　　火災の原因になります。
　　

●　磁気や電磁妨害によって、映像が乱れたり、雑音が発生したり、大切なデータが消失する可能性があります。

●　対応する再生可能なファイル形式であっても、再生できない場合があります。

●　大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。

●　データの管理は、お客様の責任において行ってください。

●　液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。

●　液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。

●　本機の本体は、乾いた柔らかい布などで拭いてください。

●　掃除の際には必ずAC電源アダプターをはずし、乾いた柔らかい布で拭いてください。 

　　

●　液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。
　　万一のときは、応急処置を行ってください。

 ・皮膚に付着した場合：付着物を拭き取り、水で流し、石けんでよく洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
 ・目に入った場合：きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
 ・飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、
 　                        医師の手当を受けてください。

　　

注意 AC電源アダプター・電源プラグ・コンセント・コネクター

注意 異常発生時

注意 その他



本体の  　　　　　　ボタンで日付表示形式を選択し　　　

ボタンで選択項目へ移動、　　　　　　 ボタンで日付表示形

式を選び　　　　ボタンで確定します。

本体の  　　　　　　 ボタンで言語を選択し　　　  ボタン

で決定。画面右の項目から　　　　　　 ボタンを押してご利

用の言語を選択し　　　 ボタンで確定させます。
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各部名称・接続方法

上部

全面

背面

側面

スタンド

言語設定

OK

OK

英語
日本語
スペイン語

简体

繁體
ドイツ語

言語
時間設定
時間形式
日付設定
日付表示形式
音量設定
自動電源ON 
自動電源OFF

時間と日付設定

設定の項目の中から「時間設定・時間形式・日付設定・日付表示形式」の項目を表示させてください。

時間設定

時間形式

00：00言語
時間設定
時間形式
日付設定
日付表示形式
音量設定
自動電源ON 
自動電源OFF

時間設定
時間形式
日付設定
日付表示形式
音量設定
自動電源ON 
自動電源OFF

日付設定2020 - 01 - 01時間設定
時間形式
日付設定
日付表示形式
音量設定
自動電源ON 
自動電源OFF

日付表示形式時間設定
時間形式
日付設定
日付表示形式
音量設定
自動電源ON 
自動電源OFF

12 時間
24 時間

年 - 月 - 日

月 - 日 - 年
日 - 月 - 年

OK

設定マークを選択し           ボタンを押して「言語」の項目を表示させてください。OK

MENU OK

❶　　❷　　❸　❹　❺　❻　　❼

❾

10
11

❽

12

13

❶ メニュー 
❷ OK
❸ 項目選択 : 左（音量小）
❹ 項目選択 : 右（音量大）
❺ 項目選択 : 上
❻ 項目選択 : 下
❼ 電源ボタン
❽ SD カード挿入口
❾ USB ポート ( 読み込み＆充電 )
10 USB ポート（充電のみ）
11 AC アダプター差込み口
12 壁掛け用穴
13 スタンド取付穴
14 スタンド

各部名称

・ACアダプター
・自立用スタンド

付属品

本体の  　　　　　　ボタン移動し、　　　ボタンで
選択します。下記の参考例を基に時間を設定します。

OK

例 00 : 00 09 : 00 09 : 30
OK

ボタンで時間形式を選択し　　本体の
OK ボタンで確定します。

例
0000-00-00

OK

2020-00-00 2020-01-00
2020-01-01

OK

14

本製品を壁に掛けて使用する際の方法と注意
本製品を壁に掛けて使用する場合は傾きを抑える為に、市販の両面テープや、
本体下部分に画鋲等を用い、傾きを補正して頂く必要があります。
その際には壁紙の剥離や製品の落下には充分にご注意ください。
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アラームモード

アラームについて紹介します。
アラームやお薬アラームを設定すると下記の様にアラーム時にメッセージが表示されます。

時計・カレンダー表示画面へ
・時計表示BGM・背景色設定
・カレンダー表示

写真・音楽・動画設定画面へ
・写真スライドショー
・音楽選択・再生
・動画選択・再生

設定画面へ
・言語・時間・日付・アラーム設定

アラームメッセージ表示画面

アラーム設定

設定の項目の中から「アラーム」の項目を表示させてください。

本体の　　　　　　ボタンで項目を選択し　　　　　　ボタンで時刻を変更し　　　ボタンを押して確定させます。OK

ホーム　メインメニュー選択画面
ホーム (メインメニュー選択画面 )では
時計・カレンダー /写真スライドショー・音楽・動画 /設定モードを選択することが出来ます。

ホーム画面 (メインメニュー選択画面 )

選択ボタン戻る
(キャンセル ) 決定

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

初期設定に戻す
アラーム設定 ①
アラーム設定 ②
アラーム設定 ③
アラーム設定 ④
アラーム設定 ⑤
アラーム設定 ⑥
アラーム設定 ⑦

　　00：00　ON　平日   メッセージ

アラーム時刻設定

メッセージ選択

オン・オフ選択

アラーム繰返し選択

　　00：00　ON　平日   メッセージ

　　00：00　ON　平日   メッセージ

　　00：00　ON　平日   メッセージ

　　00：00　ON　平日   メッセージ

ON/OFF

平日 /毎日 /1回 /週末

薬の時間です
朝の薬の時間です
昼の薬の時間です
夜の薬の時間です

就寝前の薬の時間です
起きる時間です
寝る時間です
メッセージ無し

メッセージ

午前09:59
薬の時間です

午前09:59
朝の薬の時間です 昼の薬の時間です

午後12:00
夜の薬の時間です

午後09:00
2020年01月01日　 火曜日

午後09:30
就寝前の薬の時間です

午前08:00
起きる時間です

10:00
2020年01月01日　 火曜日

寝る時間です

※時間、日時設定については6ページをご確認ください。

午後09:00
2020年01月01日　 火曜日

2020年01月01日　 火曜日

2020年01月01日　 火曜日

2020年01月01日　 火曜日

2020年01月01日　 火曜日

2020年01月01日　 火曜日

午後
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時計の選択

時計表示　　　　　　

アラーム設定時刻 

現在時刻

年月日

午前・午後・AM・PM
※24時間表示の場合は表示されません。

ホーム画面 [ 時計・カレンダー ] アイコンを選択後、左の画
面が表示されます。　　　　　　　ボタンを押して時計アイ
コンを選択し　　　 ボタンで確定します。

※時間、日時設定については6ページをご確認ください。
※設定画面にてBGMモードをオンに設定した場合は音楽が流れます。

※設定画面にて背景色を黒に変更することも可能です。

ALARM    10:00

09:59
1

1

2020年01月01日　　水曜日

午前

ALARM    10:00

09:59
2020年01月01日　　水曜日

午前

カレンダーの選択　　　　

ホワイト

ブラック

アラーム設定⑧
アラーム音設定
アラーム音量設定
背景色設定
自動明るさ設定
明るさ調節設定
写真サイズ設定
スライドスピード設定

ホーム画面 [ 時計・カレンダー ] アイコンを選択後、左の画
面が表示されます。　　　　　　　ボタンを押してカレンダー
アイコンを選択し　　　 ボタンで確定します。OK

カレンダー表示

OK

オン動画サイズ設定
動画リピート設定
BGMモード設定
音楽リピート設定

オフ

選択ボタン戻る
(キャンセル ) 決定

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

音量調節戻る
(キャンセル ) 決定

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

選択ボタン戻る
(キャンセル ) 決定

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

BGMモード設定

背景色設定

月の移動戻る
(キャンセル )

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

デフォルト画像が表示されます。
※画像の変更は出来ません。

本日の日付

現在時間
アラーム設定時刻

※翌日以降のアラーム設定・毎日同じ時間を設定した場合、当日のアラーム始動後
一旦表示が消え、翌日の００：００分に更新され再表示します。
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写真の選択

写真スライドショー　　　　

音楽の選択　　

ホーム画面 [ 写真・音楽・動画 ] アイコンを選択後、左の画
面が表示されます。　　　　　　　ボタンを押して [写真 ]
アイコンを選択し　　　 ボタンで確定します。OK

ホーム画面 [ 写真・音楽・動画 ] アイコンを選択後、左の画
面が表示されます。　　　　　　　ボタンを押して [音楽 ]
アイコンを選択し　　　 ボタンで確定します。OK

OK
音楽再生中画面
※　　　　ボタンを再度押すと音楽は一時停止します。　　
　

※ランダム再生やリピート機能はありません。
※デフォルト音楽の再生が可能です。　　　

① SDカードまたはUSBを正しく挿入します。

SDカードまたはUSBに保存され、本機に対応した写真デー
タはスライドショー再生が可能です。

② 写真一覧から最初に表示する写真を
　　　　　　　　　　　　　　 ボタンで選択してください。

③　　　　ボタンを押すとスライドショーが始まります。OK

① 音楽一覧から再生したい曲を

　　　　　　　　ボタンで選択してください。
 
②　　　　ボタンを押すと音楽が再生します。

SDカードまたはUSBに保存され、本機に対応した音楽デー
タは再生が可能です。

OK

音楽再生

スライドショー再生中画面
OK

選択ボタン戻る
(キャンセル ) 決定

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

選択ボタン戻る
(キャンセル ) 決定

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

決定
(音楽再生開始 )

戻る
(キャンセル )

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

スライドショー
再生／一時停止 音楽 音量戻る

(キャンセル )

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

写真選択

音楽
再生／一時停止 音楽 音量戻る

(キャンセル )

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

音楽選択

音楽 音量 音楽選択

選択ボタン戻る
(キャンセル )

決定
(スライドショー再生開始 )

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

※　　     ボタンを再度押すとスライドショーは一時停止します。
※BGMモードをオンに設定した場合は音楽が流れます。(BGM設定は9P参照）

※USBポートは上段をお使いください。下段は充電専用です。
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動画の選択

動画再生　

ホーム画面 [ 写真・音楽・動画 ] アイコンを選択後、左の画
面が表示されます。　　　　　　　ボタンを押して [ 動画 ] ア
イコンを選択し　　　 ボタンで確定します。

各種設定メニューの選択　　

OK

ホーム画面 [ 設定 ] アイコンを選択後、本体設定項目が表示
されます。　　　　　　　ボタンを押して各設定項目を選択。
　　　　　　 ボタンで詳細項目を選択し　　　　ボタンで決
定します。

言語　　　　　　　　　　表示する言語を選べます
時間設定　　　　　　　　現在の時刻を設定します
時間形式　　　　　　　　12時間・24 時間表示を選べます
日付設定　　　　　　　　年・月・日を設定します
日付表示形式　　　　　　年・月・日の表示順を選べます
音量設定　　　　　　　　音量を設定できます
自動電源ON 　　　　　　設定した時間に電源が入ります
自動電源OFF　　　　　　設定した時間に電源が切れます
初期設定に戻す　　　　　全ての設定を工場出荷状態に戻します
アラーム設定１　　　　　アラーム設定時刻や表示メッセージ等を設定します
アラーム設定２
アラーム設定３
アラーム設定４
アラーム設定５
アラーム設定６
アラーム設定７
アラーム設定８
アラーム音設定　　　　　アラーム時の音を設定します
アラーム音量設定　　　　アラーム時の音量を設定します
背景色設定　　　　　　　背景色を白・黒から選べます
自動明るさ設定　　　　　あらかじめ設定した時間に自動で明るさを調整します
明るさ調節設定　　　　　設定した時間で明るさを調整します
写真サイズ設定　　　　　オリジナルとオートが選べます
スライドスピード設定　　写真をスライド表示する際の時間を設定します
動画サイズ設定　　　　　オリジナルとオートが選べます
動画リピート設定　　　　リピートのオン・オフが選べます
BGMモード設定　　　　　BGMのオン・オフが選べます
音楽リピート設定　　　　リピートのオン・オフが選べます

OK

① SDカードを正しく挿入します。

②　　　　ボタンを押すと左の表示（SD内の表示可能な動
　 画一覧）に切替わります。

OK

OK

OK

SDカードまたはUSBに保存され、本機に対応した動画デー
タを再生します。

※HD, FHDの場合は再生出来ませんので、
    解像度を変更し、ご利用ください。

動画再生中画面
※　　　 ボタンを再度押すと動画再生は一時停止します。
※動画再生中はBGMモードをオンに設定していても再生で
　きません。

③ 動画一覧から表示する動画を
　　　　　　　　　　　　　　ボタンで選択してください。

④　　　　ボタンを押すと再生が始まります。

各種設定項目

選択ボタン戻る
(キャンセル ) 決定

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

選択ボタン戻る
(キャンセル )

決定
(スライドショー再生開始 )

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

動画
再生／一時停止 動画 音量戻る

(キャンセル )

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

動画選択

詳細項目選択戻る
(キャンセル ) 決定

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

選択ボタン
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参考資料

電源を設定した時間に自動的に[オフ]にするには前項と同様に設定してください。

自動電源ON設定 (＊[オフ]に設定すると自動電源ON機能が無効になります。）

自動電源OFF設定 (＊[オフ]に設定すると自動電源OFF機能が無効になります。）

電源を設定した時間に自動的に[オン]にするには以下の通りに設定してください。

オフ

12 : 00 午前

オン

BGM モード (バックグラウンドミュージックモード)

BGM モード オン : 写真、時計、カレンダー、音楽選択時に再生します。
 （※アラーム、動画作動中は停止します。）

BGM モード オフ : 音楽選択時のみ再生します。

① オリジナル設定
※ 撮影画面４:３表示の場合

<写真サイズ設定＞

[オフ]にカーソルを合わせて本体の　　　 ボタンを押すと
表示が[オン]に切替わります。

STEP 1  

トラブルシューティング

• サポートされていないビデオファイルフォーマットがいくつかあります。 
　製品仕様を確認してください。

• SDカード（データ保存・正しく挿入されているか）を確認してください。

• サポートされていないミュージックファイルフォーマットがいくつかあります。 
　製品仕様を確認してください。

• SDカード（データ保存・正しく挿入されているか）を確認してください。
• 音量を上げてください。

スクリーンに何も表示されない？ 
●　電源がONにならない。 

●　使用中に電源がオフになる。 

●　写真が表示されない？  

●　ビデオが再生されない？  

●　ミュージックが再生されない？   

●　SDカードが認識されない？

●　画面が真っ暗になった。
      またはボタンが機能しない？

●　システムエラー

電　　　源

表　　　示

SDカード

●　USBが認識されない？

USB ポート

その他

• コンセントにプラグが差し込まれているかどうかを確認してください。
　再度電源ボタンを押して確認してください。

• オン／オフタイマーの設定を確認してください。

• WVGA(800x480)・VGA(640x480) のみ再生が可能です。
　製品仕様を確認してください。

• SDカード（データ保存の有無・正しく挿入されているか）を確認してください。
• パソコンで加工したファイルは正しく表示されない場合があります。

• SDカードが適切に差し込まれているかどうかを確認してください。 
  サポートされていないSDカードフォーマットがいくつかあります。 
   製品仕様を確認してください。

• 正しく機能していない可能性があります。本体の電源を切り、電源プラグを
  一度抜いて強制終了した後に、再度電源を入れてください。

本体の ボタンで項目を選択し、　　　　　 ボタンで
時刻を変更して ボタンを押すと確定します。

STEP 3

OK

表示が[オン]に切替わると左図のように表示されますので、本体の
 ボタンを押し、時刻設定にカーソルを移動してください。

STEP 2

設定方法は9ページを参照してください。

• 無効なファイル形式、または予期せぬ状況により製品が応答しなくなった可能性が
  あります。本体の電源を切り、電源プラグを一度抜いて強制終了した後に、
  再度電源を入れてください。

• USBが適切に差し込まれているかどうかを確認してください。
• USBが上のポートに差し込まれているかどうかを確認ください。
  ※下のポートは充電専用の為、ファイル読み込みはできません。

② オート設定
※ 画像左右合わせ拡大
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Q  &  A　 よくある質問

Q．対応しているファイル形式は？ 

Q.  写真が横に伸びる、黒帯が出る、
     上下が切れる。 

Q.  SDカードを読み込みません。  

Q.  製品使用中に電源がオフになる。

  

Q. 画面の照度が勝手に変わる。 

  

Q.  日本語のファイル名、フォルダ名
　 に対応していますか？   

質　　　　問 回　　　　　答

　A. 静止画：JPG, BMP, PNG
 　   動画　：MPEG-1（mpg), MPEG-4 AVC/H.264（mp4), MotionJPEG（avi）
 　   音楽　：MP3（mp3）, AAC（m4a）, PCM（wav）
 　   ※P18「仕様」をご確認ください。

　A.【オリジナル】
　     縦横比を変えずに表示します。画像によっては、黒い帯（余白）が表示されます。
　　  【オート】
　     スクリーンサイズいっぱいに表示します。画像によっては、縦横比が変更されます。
　　  ※P15「写真サイズの設定」をご確認ください。

　A. 適合するSDカードであるかご確認ください。また、正しく挿入されているか
　　 確認して下さい。正しく挿入されているのに認識されない場合は、製品または
       メディアの故障が考えられます。
       【対応状況】   SDスピードクラスClass2の SDHC。

　A. 対応しています。

　A. 時計設定内の自動電源OFFの設定をご確認ください。

Q.  電波時計でしょうか？ 

  

　A.「自動明るさ設定」がオフになっているか確認してください。
　     オンになっている場合は、初期設定で設定された
　      「昼：7:00am～ 20:59pm / 明るさ８」「夜：21:00pm～ 6:59am / 明るさ２」
　     に自動的に調整されます。

　A. 本製品は電波時計ではありません。 

仕　様

形名 : SAC0700

液晶画面サイズ : ７インチ

液晶タイプ ： TFT LCD 液晶（IPS）

解像度 ： 1024x600

輝度： 280 cd/ ㎡

電源 : 100-240V ~ 50/60Hz 0.5 MAX

消費電力 : DC 5V/3A MIN 

本体外形寸法 : 178 * 151 * 13.5 mm

本体重量 : 270g

動作環境温度 : 0 ~ 40 ℃

対応フォーマット　 写真 : JPEG, JPG, BMP

　　　　　　　　　 音楽 : MP1/MP2/MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV, ACC 

　　　　　　　　　 映像 : AVI, MOV, MP4, 3GP, MPG, VOB, DAT, WMV, ASF 

●製品のデザイン・仕様は予告なしに変更する場合があります。
●本製品は一般家庭用に設計されたものです。業務用途では使用しないでください。
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アフターサービス

保証規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの

    販売店、または当社にご連絡ください。当社が修理・交換いたします。

2. 保証期間内に故障して修理・交換をお受けになる場合には、レシート等のご購入履歴をご持参の上、ご依頼ください。

3. ご転居やご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社へご相談ください。

4. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。

（イ） 使用上の誤りや、お客様による修理や改造による故障および損傷

（ロ） お買い上げ後の落下等による故障および損傷

（ハ） 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷

（ニ） 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷

（ホ） 本体および本体同梱付属品の消耗・摩耗・故障・損傷・紛失

5. レシート等のご購入履歴を紛失しないように大切に保管してください。

● 故障や修理に関するお問い合わせの際は、レシート等のご購入履歴をご確認の上ご連絡ください。

● 保証期間中は、１年以内で修理もしくは交換致します。
　 ただし、本証に記載の安全及び仕様に関する注意事項を無視した上での故障や破損、
　 無断で分解・改造を加えた場合などは、お断りする場合があります。
　 また、保証期間を過ぎた場合は有償での修理・交換となります。

● 廃棄について：本製品及び梱包材の廃棄方法については、自治体の指示に従って
　 行ってください。本証の内容及び製品仕様は、予告なく変更されることがあります。

● 修理・点検に関するご相談・ご不明な点は、ご購入店または「株式会社サンテクノロジー」
　 までお問合せください。

お客様個人情報のお取扱いについて

アフターサービス及びお問合せ窓口

弊社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を
遵守すると共に電話問い合わせ時、あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を適切に管理
いたします。また、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
＜利用目的＞
  お客様の個人情報はお客様のお問合せに対する弊社からの回答、修理サービスのために利用し、
 その記録を残すことがあります。

〒650-0004　兵庫県神戸市中央区中山手通６丁目1-16　

www.santekshop.jp

株式会社サンテクノロジー 

s.shop@santekshop.jp



Instruction Manual
Please read this instruction manual carefully before use and use it properly.

Please pay special attention to "Safety Precautions" in P1 to P4.
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Sa f e t y  P r e c a u t i o n s
Please read this precaution before using this product for the safety of the user or other people.

●　 Do not use in the bath room.
       It may cause fire or electric shock.

●　Do not place in an unstable/uneven place.
      It may fall and cause injuries.

●　Do not block the ventilation openings.
      Heat will be trapped inside, causing malfunction and fire.

●　Do not use outdoor in particular when snowing or raining.
      It is designed for indoor use only.

●　Keep out of reach of children.
　　 It may fall and cause injuries.

●　Do not place/install on or near a range or humidifier.
　　 It may cause fire or electric shock.

●　Do not place under direct sunlight or near the heat source.
　　 The housing and internal circuits may be affected and cause fire.

●　 Do not place near inflammable solvent (e.g. alcohol or paint thinner).
       It may cause fire or electric shock.

●　Remove the AC adapter from the outlet and clean it periodically.
　　 Dirty unit might cause a short circuit and fire hazard.

●　Do not use beyond the ratings of outlets and extension cables.
　　 It may cause fire.

●　Be sure to use the included AC adapter with this product.
　　 Do not use them on other company's products. It may damage the unit.

Attention

Warning

Attention

Warning

Warning

Warning

Degree of harm which the user is expected to suffer death 

or serious injury if handled incorrectly

Degree of harm or damage which the user is expected to 

suffer minor injury or physical damage if handled incorrectly

Setting • Storage Location • Use Environment

Warning AC Adapter • Outlet Socket • Connector

S a f e t y  P r e c a u t i o n s

●　Do not use other AC adapters on this product.
　　 It may cause fire and damage the unit.

●　Do not connect to a direct current (DC) power source.
　　 It may cause a fire.

●　Attaching multiple extension cords to a single power socket is a fire hazard.
　　 It may cause fire or electric shock.

●　Do not disassemble. 
　　 Refer to "Troubleshooting and Q & A" section of this manual when in trouble.

●　Replace AC power adapter if damaged or lost. We sell replacement AC power adapter.

●　Turn off the power and disconnect the AC adapter immediately if there is smoke, unusual odor, 
      or unusual noise.
　　 Failure to do so may cause fire or electric shock.

●　Turn off the power and disconnect the AC adapter immediately 
      if water or foreign matter gets inside.
      Failure to do so may cause fire or electric shock.

●　Turn off the power and disconnect the AC adapter immediately if the unit gets overheated.
　　 It is a fire hazard if used continuously.

●　Turn off the power and disconnect the AC adapter immediately 
      if it is damaged by dropping or impact during use

Troubles

●　Keep out of reach of children. 
      In the unlikely event that an infant swallowed the battery, consult a doctor immediately.

●　Do not use the built-in battery for other purposes. Install following the polarity.

●　Do not decompose, process or heat the battery.

●　Do not drop or impact the battery.

Built-in Battery

●　Do not touch the power plug, adapter and product with wet hands.
      It may cause electric shock.

Warning
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Sa f e t y  P r e c a u t i o n s

●　Do not place heavy objects on top of the unit.
　　 It may lose balance or drop which cause damage.

●　Do not hit or scratch the LCD screen with a pointed object.

●　This product is for indoor use only
　　 It is not waterproof.

●   AC adaptor may get hot during use, this is normal.

●　 Do not drop or impact the unit.

●　Avoid following environments:
　　Direct sunlight or hot / Extremely cold /Violently vibrating / Water / Sand.
　　Strong EM waves (broadcast tower/ cables/magnets/ radar/motor,etc.) 
      Prolonged contact with rubber, vinyl products, or chemicals.

　　●　Beware of condensation
　　When suddenly brought into a warm room from the cold, 
      condensation may form on outside and inside of the unit. 
      Disconnect the power, wait until it gets dry before use. 
      Remove SD card at the same time, and put back only after a while. 
      * Pay special attention on condensation for use in cold environment.

　　●　Remove the battery and SD card if you do not use it for a long period of time.

　　
●　Do not touch the unit or AC adaptor for long, when plugged.
　　It may cause a low-temperature burn on skin.
　　

●　Do not throw or drop the unit or the package. Also do not place heavy objects on top.
　　It may damage the LCD panel and housing.

●　Keep a distance from radio to avoid noise signals.

●　Turn off the power and disconnect the AC adapter immediately 
      if it is damaged by dropping or impact during use.

Attention

Attention

Attention

AttentionSetting • Storage Location • Use Environment

S a f e t y  P r e c a u t i o n s

●　Do not use the plug when it is damaged or the outlet is loose.
　
●　Do not cover the product or AC adapter with cloth or bedding. 
　　Heat accumulated may deform the housing and cause a fire.

●　Do not insert metal pieces (e.g. clips or screw driver) inside connectors.
　　 It may cause short circuit, burn, and damage.

●　Connect connectors by inserting straightly.
　　Inserting at an an angle may cause short circuit, burn and damage.

●　Do not place AC adaptor near heat source (e.g. stove, heater).
　　The plastic housing of AC adaptor may melt. This may cause a fire and/or electric shock.

　　
●　Hold plug firmly and remove slowly when unplugging.
　　Pulling the AC adaptor may cause circuit break, or fire.
　　

●　Magnetic or electromagnetic interference may cause distorted images, noise, or loss of important data.

●　Even files format are supported, there is a possibility they cannot be played.

●　Back-up important data to other storage media.

●　Clean the product and its LCD monitor with a blower brush, or wipe gently with a dry soft cloth.

      Do not wipe with hard objects.

●　Remove the AC adaptor while cleaning.

　　

●　If the LCD panel is damaged, please do the following:

  ・Skin contact: Wipe off any deposits, flush with water, wash thoroughly with soap 
                          and then get medical attention
  ・Eye contact: Wash thoroughly with clean water, wash for at least 15 minutes, 
                         then get medical attention.
  ・If swallowed: Wash the mouth often with water. 
                         Drink plenty of water and exhale, then get medical attention.

　　

AC Adapter • Outlet Socket Connector • LCD Panel • Miscellaneous

Troubles

Others



Use                     to move to [Date format] in menu, 

then press           for further options. 

Use                     to select desired date format, 

then press           to confirm.

Use                    to select [Language] in menu then 

press          for further options. Use                  to 

select desired language on right side of screen then 

press           to confirm.
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Features

Top View

Front View

Rear View

Side View

Stand

Language Settings

OK

OK

English
Japanese
Spanish

Simplified Chinese
Traditional Chinese

German

Language
Time
Time Format
Date
Date Format
Volume
Auto Power On
Auto Power Off

Date & Time Settings
Choose [Time] / [Time format] / [Date] / [Date Format] from menu.

Time

Time Format

00：00Language
Time
Time Format
Date
Date Format
Volume
Auto Power On
Auto Power Off

Language
Time
Time Format
Date
Date Format
Volume
Auto Power On
Auto Power Off

Date2020 - 01 - 01Language
Time
Time Format
Date
Date Format
Volume
Auto Power On
Auto Power Off

Date formatLanguage
Time
Time Format
Date
Date Format
Volume
Auto Power On
Auto Power Off

12 h 
24 h

MONTH ‒ DATE - YEAR
DATE ‒ MONTH - YEAR
YEAR ‒ MONTH ‒ DATE

OK

Select [Setting] icon, then press           to enter [Language] setting.OK

MENU OK

❶　　❷　　❸　❹　❺　❻　　❼

❾

10
11

❽

12

13

❶ Menu
❷ OK
❸ Left (Volume Decrease)
❹ Right (Volume Increase)
❺ Up
❻ Down
❼ Power
❽ SD Card Slot
❾ USB port (Read & Charge)
10 USB port (Charge-only)
11 Power Jack
12 Wall Mount Hole
13 Hole for Stand Installation
14 Stand

Name

・AC adaptor
・Stand

Accessories

Use                     to select then press           to confirm. 
Following is an example for [Time] settings

Use                     to select time format, 
then press           to confirm.

OK

e.g. 00 : 00 09 : 00 09 : 30
OK

OK

e.g.

0000-00-00

OK

2020-00-00 2020-01-00
2020-01-01

OK

14

Wall Mounting
When hanging the product on wall, 
consider to use push pins and/or double-sided tape to adjust the tilt and level the clock. 
Beware of the dropping.
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Alarm mode

Following message patterns will show when alarm is set.

Alarm message screens

Alarm settings
Select Alarm 1~8 from menu, then press          for further options.

Use                   to move within settings and                   to set alarm time. 
Press          to confirm when finished.OK

OK

Home Screen (Main Menu Selection) 
In [Home Screen], select icons to enter following modes: 
[Clock & Calendar] / [Photo,Music & Video] / [Settings]

Home Screen (Main Menu Selection)

SelectReturn
(Cancel) Confirm

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

Alarm ①
Alarm ②
Alarm ③
Alarm ④
Alarm ⑤
Alarm ⑥
Alarm ⑦

00:00 | ON | Weekday | MESSAGE 

Alarm time setting

Message options

On/ Off options

Alarm frequency options

　　00：00　ON　Daily   MESSAGE 

　　00：00　ON　Daily   MESSAGE 

　　00：00　ON　Daily   MESSAGE 

　　00：00　ON　Daily   MESSAGE

ON/OFF

Weekday/Daily/Once/Weekend

MESSAGE

※ Regarding time/ date setting please refer to P.6

09:00

Reset

Medication time
Morning medication time

Afternoon medication time
Evening medication time

Bed-time medication
Time to wake up
Time to go to bed

No Message

MEDICATION
TIME

12. 30  WEDNESDAY, 2020

09:59AM

MORNING 
MEDICATION

TIME

AFTERNOON
MEDICATION

TIME

EVENING
MEDICATION

TIME

BED-TIME
MEDICATION

12. 30  WEDNESDAY, 202012. 30  WEDNESDAY, 2020 12. 30  WEDNESDAY, 2020

12. 30  WEDNESDAY, 202012. 30  WEDNESDAY, 202012. 30  WEDNESDAY, 2020

12. 30  WEDNESDAY, 2020

TIME TO
WAKE UP

TIME TO
GO TO BED

09:59AM 09:59PM

PM 09:59PM09:59AM09:59PM

09:59PM

To [Clock] / [Calendar] menus
・Clock
・Calendar

To [Photo]/ [Music]/ [Video] menus
・Photo slide shows
・Music select & play
・Video select & play

To [Setting] menu
[Language], [Time], [Date], [Alarm], etc.



29 30

Selecting [Clock] 

Clock features

Alarm time

Current time

Year / Month / Date

AM / PM
※(No AM/PM if time format is 24h)

After entering [Clock]/ [Calendar] menu,
use                   to choose [Clock] icon and then 
press            to confirm.

※ Refer to P.6 for Time & Date settings
※ If BGM mode is on, background music will play.

※ Background color can be switched to black in [Setting] menu.

Selecting [Calendar]

After entering [Clock]/ [Calendar] menu, 
use                      to choose [Calendar] icon 
and then press           to confirm.OK

Calendar features

OK

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

Adjust 
Music Volume

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

BGM mode setting

Background Color setting

Select Month

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

Default picture
※ Cannot be changed

Today's date

Current time
Alarm time

SelectReturn
(Cancel) Confirm

Return
(Cancel)

Return
(Cancel) Confirm

SelectReturn
(Cancel) Confirm

ALARM    10:00

09:59
1

 30     DECEMBER,   2020

AM
WEDNESDAY

ALARM    10:00

09:59
1

 30, DECEMBER, 2020

AM
WEDNESDAY

Video Size
Video Repeat
BGM
Music Repeat

ON

OFF

Alarm ⑧
Alarm Sound
Alarm Volume
Background Color
Auto Dimming
Brightness Setting
Photo Size Setting
Auto Slideshow Setting

White
Black
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Selecting [Photo]

Photo slide shows

Selecting [Music] 

After entering [Photo]/ [Music]/ [Video] menu, 
use                      to choose [Photo] icon 
and then press            to confirm.OK

After entering [Photo]/ [Music]/ [Video] menu,
use                      to choose [Music] icon
and then press           to confirm.OK

OK

During music play
※ When           is pressed, music will stop.

※ Random play and repeat function are not available.
※ Possible to play default music.　　　

① Insert SD card/ USB correctly.

Play photos (in supported format) in the form of 
slideshows from loaded SD card/ USB memory 

② From photo overview, use 
    to select preferred photo to begin with.

③ Press          and then slide show will start.OK

Play songs (in supported format) from loaded SD 
card/ USB memory stick.

OK

Playing music

During slide show
OK

OK ▼▼

▼ ▼

MENU OK ▼▼

▼ ▼

MENU

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

Resume/Stop
(Slide Show)

Adjust 
Music Volume

OK ▼▼

▼ ▼

MENU
Resume/Stop

(Music)

Select Photo

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

Enter 
(Start Slide Show)

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

※ When            is pressed, slide show will stop.
※ If [BGM mode] is on, then music will be played. 
    (Refer to P.9 for BGM setting)

※Please use the upper USB port. 
   (Bottom USB port is designed for charging only)

Select

Return
(Cancel) Confirm

Return
(Cancel)

Return
(Cancel)

Enter
(Play Music)

Adjust 
Music Volume Select Music

Return
(Cancel)

Adjust 
Music Volume Select Music

Return
(Cancel)

Select SelectReturn
(Cancel) Confirm

② Press            to play.

② From music list, 
    use                      to select preferred song.
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Selecting [Video]

Playing video

Selecting in Setting Menu

Slect Setting Icon in Home Screen then press 
Use                     to select settings.

Language Setting　　　　　　　　　　Select display language
Set Time　　　　　　        Set current time
Format　　　　　　　  　Set time format (12 hours /24 hours)
Set Date　　　　　　        Set Year/Month/Date
Display Format　　　　    Set sequence of Year/Month/Date
Volume Setting　　　　   Set music volume (0-10)
Auto Power On 　　　       Set auto power-on time
Auto Power Off　　　        Set auto power-off time
Alarm１　　　　　             Set alarm time, frequency, messages
Alarm２
Alarm３
Alarm４
Alarm５
Alarm６
Alarm７
Alarm８
Alarm Sound　　　　    　Set alarm sound
Alarm Volume　　      　　Set alarm volume (0-10)
Background Color　　　   Set background color (white/ black)
Auto Dimming　　　         Set to auto-adjust brightness in preset time
Brightness Setting　           Set brightness (1-10)
Photo Size Setting    　       Set display photo size(original/ automatic adjustment)
Auto Slideshow Setting     Set slide show frequency
Video Size　　　　　         Set video size (original/ auto-adjustment)
Video Repeat　　　            Select video repeat setting
BGM　　　　　                     Set BGM (ON/OFF)
Music Repeat　　                Select music repeat settings
Reset                    　　　　   Reset to factory setting

OK

OK

① Insert SD card/ USB memory stick.

② Press           button 
    and then available videos will show as in photo.

OK

OK

OK

Play videos (in supported format) 
from loaded SD card and USB memory stick.

※ HD/ FHD resolution are not supported, 
　 adjust video resolution before use.

During video play
※ When press           , video will stop.
※ When video is being played, even BGM mode
    is on, background music will not be played.

③ Use                                          to select video.

④ Press           button and then video will play.

Select display language

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

Detail Select

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

After entering [Photo]/ [Music]/ [Video] menu, 
use                      to choose [Video] icon 
and then press            to confirm.OK

OK ▼▼

▼ ▼

MENU

Return
(Cancel) Confirm

Return
(Cancel) Confirm

Select
Select

Return
(Cancel) SelectEnter

Adjust 
Video Volume Select Video

Return
(Cancel)

.

Use                     to select options 
for corresponding settings, then press          to confirm.

Resume/Stop
()
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Reference information

To set automatic power off time, 
follow same steps as above [Auto Power On] settings.

[Auto Power On] Setting (＊When set [OFF], this setting will not function）

[Auto Power Off] Setting (＊When set [OFF], this setting will not function)

Follow below steps, to set automatic power on time.

OFF

12 : 00 AM

ON

[BGM Mode]  (Background Music Mode)

BGM Mode [On]  :  Music plays in [Photo Slide Show] /[Clock]/ [Calendar]/ 
  when a music is selected in [Music]

BGM Mode [OFF] :  Music only plays when a music is selected in [Music]

① Original Setting
※ Photo ratio 4:3 in sample photo

<Photo Size Setting>

Under [Auto Power On] setting, move cursor under [OFF] 
then press           to change to [ON]

STEP 1  

T r o u b l e  S h o o t i n g

• Some formats are not supported. it only support WVGA&VGA in video.
• Check the SD card and USB memory stick 
  (whether data is saved or inserted properly).

Nothing is displayed
●　The power does not turn on.

●　The power turns off during use

●　The picture is not displayed

●　Cannot play video

●　Cannot play music

●　SD card not recognized

●　Blank Screen
      (Buttons stop working)

●　System error

Power

Display

SD Card

●　USB is not recognized

 USB Port

Other

•  Make sure the plug is plugged into the outlet. Press the power
   button again to confirm.

•  Check the Auto Power Off setting.

• Some formats are not supported. Refer to Q&A session (P.17) 
  for supported format.
• Check the SD card and USB memory stick 
  (whether data is saved or inserted properly).

•  Check the SD card and USB memory stick 
   (whether data is saved or inserted properly).
•  Some formats are not supported.

• It might not be functioning properly. 
  Turn the power off and  unplug then turn it back on.

Press                     to select between items, 
and press                      to adjust time. 
Press           to confirm when set.

STEP 3

OK

Press            to move cursor to time setting

STEP 2

Refer to P.9 for setting.

• The product may be unresponsive due to an invalid file format.
  Turn off the unit and turn it back on.

• Make sure that USB is inserted properly.
• Make sure that USB is plugged into the upper port.
  ※ The lower port is dedicated for charging, 
      so files can not be read.② Auto setting

※ Photo stretches to fit screen size

on the screen. 

• Some formats are not supported
• Check volume setting.
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Q  &  A

Q．Which file formats 
      do you support?

Q.  The picture is stretched 
      horizontally, 
      black band on the screen, 
      and top and bottom are cut off.

Q.  Will not read the SD card

Q.  Power turns off while using

  

Q. Brightness changes by itself

  

Questions Answers

　A. Images：JPG, PNG
 　   Videos ：MPEG-1 (mpg), MPEG-4 AVC / H.264 (mp 4),   Motion JPEG (avi)
 　   Music   ：MP3（mp3）, AAC（m4a）, PCM（wav）
 　   ※ Refer to P.18 Specifications.

　A.【Original】
　     It displays without changing the aspect ratio.
        Depending on the image, a black band (margin) maybe displayed.
　　  【Auto】
　     It displays full screen size. Depending on the image, 
        the aspect ratio will be changed accordingly.
　　  ※ Refer to P.15 <Photo Size Setting>

　A. Check if it is a compatible SD card. 
       Also, check if it is inserted correctly. 
       If it is not recognized even if inserted correctly, 
       the product or media may be defective.
      【Support Status】 SD Speed Class class2 SDHC.
      

　A. Check the Auto Power OFF setting

Q.  Is it radio controlled clock?

  

　A. Make sure "Auto brightness setting" is [OFF] 
　    If the setting is [ON], the brightness is adjusted automatically as following:
       [Day time: 7: 00 am - 20: 59 pm / Brightness 8] 
       [Night time: 21: 00pm - 6: 59 am / Brightness 2]

　A. It is not.

S p e c i fi c a t i o n

Part name : SAC0700

Display size : ７ inch

Display type： TFT LCD （IPS）

Resolution ： 1024x600

Luminance： 280 cd/ ㎡

Voltage : 100-240V ~ 50/60Hz 0.5 MAX

Power consumption : DC 5V/3A MIN 

Product Dimensions : 178 * 151 * 13.5 mm

Product Weight : 270g

Operating environment : 0 ~ 40 ℃

Supported format 　Photo : JPEG, JPG, BMP

　　　　　　　　　    Music : MP1/MP2/MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV, ACC 

　　　　　　　　　    Video : AVI, MOV, MP4, 3GP, MPG, VOB, DAT, WMV, ASF  

● Product design and specification is subject to change without notice.
● Designed for consumer use, not for industrial purpose.
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Cu s t ome r  S e r v i c e  &  L im i t e d  Wa r r a n t y

C u s t ome r ' s  P e r s o n a l  I n f o rm a t i o n

    We strictly comply with the privacy laws that deal with the regulating, storing, 
    and using of personal information such as address, name, and telephone number of our customers.

● Santek warrants that for a period of one year from original date of purchase. 

● Santek’ s sole obligation under this warranty will be at its option to repair or replace the product.

● This warranty does not apply to products damaged by misuse, accident, or normal wear and tear.

● Please contact San Technology Customer Support for further assistance. 

● Disposal: The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help 
                   conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects 
                   human health and the environment. 
                   Please contact your local authorities for proper disposal procedures.

Purpose of Use

Customer Service

Your personal information may be used and recorded 
for our inquiry reply and repair service purposes.

6210 Marindustry Drive, San Diego, CA 92121

www.santekshop.jp

San Technology, Inc.

s.shop@santekshop.jp
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