
動画 USB 設定ファイル

ファイルの検索

音楽写真

活用ガイド

本書には、本製品の基本的な使用方法について記載されてい
ます。

リモコンの機能

ホーム画面の操作方法

本書をお読みいただく前に

PDFマニュアルについて

本書をお読みいただく前に、必ず「設定ガイド」に従って機器
を正しく接続してください。

PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその
他の機能・操作方法等について説明しています。
下記ＵＲＬよりダウンロードしてご利用ください。
http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp1lp.html

本体が起動した後に表示される画面を、「ホーム」画面と呼びます。
使用する機能を、リモコンで選択します。

内蔵ハードディスクやUSB機器のデータを再生/表示する
メディアプレーヤー

動画、写真、音楽ファイルを読み込むまでに時間がかかる場合がございます。表示されない

または、表示に時間がかかる場合は、ファイルから内蔵ハードディスク／USB機器を閲覧して、

再生/表示したいコンテンツを再生してください。

自動読込がオフの状態の場合は、最新のリストに更新されない場合がございます。その場合

は、リストにある動画が再生できないことがあります。自動読込の初期設定時はオンとなってお

ります。

地上デジタル放送など暗号化されたデータは再生できません。

著作権保護されたデータ/コンテンツは再生できません。

［オプション］ボタンを押すと、表示方法の変更やコンテンツの種類別に表

示する事ができます。

内蔵ハードディスク／USB機器が接続されていない場合、またはUSB機

器のみ接続時に接続機器の電源がOFFになっている場合、「本体設

定」以外は、選択および操作できません。

内蔵ハードディスク／USB機器を接続して正しく認識されると、アイコン

の色が変わり選択および操作可能となります。

※ＰＤＦファイルを開くには別途Acrobat Readerが必要となります。

PAV-MP1LP

Enterボタン

巻戻しボタン 早送りボタン

前へボタン 次へボタン

→ボタン

音量ボタン
音量を調整します。

戻るボタン
一つ前の階層（画面）に戻ります。

オプションボタン
オプション設定を変更します。
詳細は「オプションメニュー」をご覧ください。

拡大／縮小ボタン
表示中の映像を拡大または縮小します。

電源をON／OFFします。

電源ボタン

音声をミュート（消音）
します。

ミュートボタン

選択している項目を決定します。

再生ボタン 停止ボタン

リプレイボタン

約10秒前に戻ります。

解像度ボタン
解像度を変更します。

サブタイトルボタン
字幕表示を変更します。

リピートボタン
リピートを設定します。

INFOボタン
再生中のソースに関する情報を表示します。

サーチボタン
（動画再生時）  サーチメニューを表示します。
（ファイル検索時）  編集メニューを表示します。

スキップボタン
（コンテンツ再生中）

（コンテンツ再生中）

（画像表示中）

（画像表示中）

約30秒後に進みます。

回転ボタン
画像を時計回りに回転します。

ガイドボタン
コンテンツ選択画面を
表示します。

ホームボタン
ホーム画面を表示します。

右の項目を選択します。

↓ボタン
下の項目を選択します。

回転ボタン
画像を反時計回りに回転します。

↑ボタン
上の項目を選択します。

←ボタン
左の項目を選択します。

音声切替えボタン
音声出力設定を変更します。

チャプターなど指定箇所ま
で進みます。
2 度 ボ タ ン を 押 す と 次 の
ファイルへ進みます。

チャプターなど指定箇所ま
で戻ります。
2 度 ボ タ ン を 押 す と 前 の
ファイルへ戻ります。

メニュー選択

現在選択されている内容は、アイコンが大きく表示されます。

決定

動画機能
動画の検索と再生をすることができます。

動画

写真機能
写真の検索と表示をすることができます。写真

音楽機能
音楽の検索と再生をすることができます。音楽

USB接続解除機能
USB接続を解除することができます。USB

本体設定
本体の設定の変更/確認をすることができます。

設定

ファイル機能
ファイルの検索をフォルダ階層毎にすることができます。ファイル

[動画/写真/音楽/ファイル] アイコンの中から再生/表示したいコンテンツに合わせて選択します。

内蔵ハードディスク／USB機器に保存されているファイル一覧（リスト画面）が表示されます。

内蔵ハードディスクが取り付けられている、またはUSB機器の電源がONになっていることを確認します。
バスパワーで動作するUSB機器が接続されている場合は、本製品の電源がONになると、自動的に電源がONになります。
自動的に電源がONにならないUSB機器は、手動で電源をONにしてください。

動画 写真 音楽 USB 設定ファイル

ファイル検索

DVDを楽しむ USB接続が可能なDVDドライブを使用して、ご自分で作成したDVDなどの再生も可能です。

本体にDVDドライブを接続して、DVDドライブにディスクを挿入して、しばらくすると再生をうながすメッセージが表示されるので［再生］を選択します。
DVDドライブを取り外す際は、ディスクを取り出した後にDVDドライブを取り外してください。

DVD-VR形式のDVDディスクは再生できません。

接続するDVDドライブの性能や作成したDVDメディアの問題により正常に再生できない場合があります。

リモコンの          ボタンを押すとディスクを取り出せます。

DVDドライブ

■ズーム位置の調整

ズーム再生機能
動画を再生中に、[拡大]を押すと映像の
一部分をズームした状態で再生します。

[←↑↓→]ボタンで、ズーム位置を調整
できます。

スキップ（リプレイ）再生機能
動画を再生中に、[スキップ]（リプレイ）を
押すと30秒後（10秒前）にジャンプして
再生します。 ３０秒後10秒前

字幕切り替え機能
字幕が収録されている動画を再生中に
リモコンの[サブタイトル]ボタンを押すと、
字幕表示を変更できます。

サーチ機能
動画を再生中にリモコンの[サーチ]ボタ
ンを押すと、お好みの位置から再生を開
始できます。

ホーム画面から動画機能を選択すると、内蔵ハードディスク／USB機器に保存されている動画ファイルが一覧表示されます。
動画を［←↑↓→］ボタンで選択し[Enter]ボタンを押すと、動画の再生を開始します。

内蔵ハードディスク／USB機器に保存されている動画ファイルを再生します。DVDドライブが接続されている場合も、この機能を使用します。動画機能
動画

20101206 午後のニュース  AAAテレビ

20101207 スポーツ  BBBテレビ

20101208 日本代表サッカー試合  CCCテレビ

20101209 ミュージックプログラム  DDDテレビ

20101211 土曜ロードショー  AAAテレビ
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名前 (A-Z)すべての映像を表示

ファイル数

動画ファイル一覧

並べ替え方法

検出方法

内蔵ハードディスク／USB機器を接続す
る前は、アイコンが白く表示されます。

リストが表示されている状態で[オプション]ボタンを押します。
リストの表示方法変更や、ファイルの検索が可能です。

[ガイド]ボタンを押すと、各機能へのショートカット画面を表示することができます。

動画再生中に一時停止した状態で設定項目の変更を行えるので便利です。

検索

サムネイル表示

リスト表示

プレビュー表示

すべての映像を表示

ＩＳＯを表示

フォルダ参照

名前（A-Z)

名前（Z-A)

サイズ

最近追加

最多再生

オプションメニュー

「検索」
検索画面が表示されます。（アルファベットの検索のみ）

「サムネイル表示」「リスト表示」「プレビュー表示」
リスト画面の表示方法を変更します。

「すべての映像を表示」
ハードディスク内の動画コンテンツをすべて表示します。

「ＩＳＯを表示」
ハードディスク内のＩＳＯファイルをすべて表示します。

「フォルダ参照」
動画ファイルの保存先を表示します。

「名前（A-Z)」「名前（Z-A)」「サイズ」「最近追加」「最多再生」
　リストの並び順を変更します。

リピート再生機能

動画を再生中に[リピート]ボタンを押す
とリピート機能の切替ができます。

動画 USB 設定ファイル

ファイルの検索

音楽写真

Superレジューム機能
再生を中断した箇所から続きを再生す
ることができます。
ACアダプタを抜いても再生場所を記憶
できるので車載した場合でも便利な機
能です。

レジューム機能の設定につ

いては、ホーム画面の「本体

設定」から行います。詳しくは、PDF

マニュアルを参照してください。

初期設定時：オン

レジューム再生の確認画面時の動作について

 「OK」 前回再生を中断した箇所から動画の再生をおこないます。

 「キャンセル」 動画の最初の場面から再生をおこないます。

時短再生機能（音声付早送り）
動画を再生中に、[早送り]を押すと映像
を早送りで再生します。
その際、「1.5倍速」と「2倍速」では、音声
を出力したまま再生を行います。

1.5～2倍速は
音付きで早送り再生！

RAW出力時は音声付き早送り再生には対応いたしません。

※ボタンを押してもディスクを取り出せない場合はDVD ドライブ側の操作を行なってください。　
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編集USB/C:/MUSIC

USB（すべて）

Track-001.mp3

Track-002.mp3

Track-003.mp3

日本のうた.mp3

ハッピーバースデー.mp3

困った時は？
電源が切れない。
リモコンの電源ボタンを押しても電源オフができない場合は、一度ACアダプタ
を抜いて、本体を再起動後にもう一度お試しください。

リモコンの電池を新しい電池に交換してみてください。

レジューム再生が正しく働かない。

動画の「停止」もしくは「電源OFF」を行わずにコンセントを抜いた場合（電源が
給電されない状態）には、正しくレジューム機能が働かない場合があります。

車で使用する方法がわからない。

車の中で使用する場合には、別途PAV-MP1LPDC（シガレット電源コード）が必
要となります。

車の中で使用する場合には、本体及びHDDの動作環境（温度/湿度）などを
考慮してご使用ください。

※ＰＤＦファイルを開くには別途Acrobat Readerが必要となります。

PDFマニュアルの入手方法

http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp1lp.html

PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその他の機能・操作方法等につい
て説明しています。
下記ＵＲＬよりダウンロードしてご利用ください。

アルファベット（英語）の大文字または小文字入力のみ対応しておりますので、日本語の

入力はできません。あらかじめご了承ください。

ソフトウェアキーボードの詳細は、「PDFマニュアル」を参照してください。

ACアダプタおよび接続しているケーブルを取り外して、本体の電源がオフの状態で作業

をおこなってください。

ソフトウェアキーボードは「検索」や「名前の変更」時に使用します。

ソフトウェアキーボードの使い方

１． 本製品の電源をOFFにします。

２． ACアダプタおよび本製品に接続されているケーブ
ルを本製品から取り外します。

３． 本体底面蓋を取り外します。

４． ハードディスク取り出し用のフラップでハードディス
クを持ち上げてからハードディスクを取り外します。

内蔵ハードディスクを取り外す

ガイドボタンについて

DVDやブルーレイディスクが再生できない。

接続するDVD/ブルーレイドライブの性能や作成したDVD/ブルーレイメディア
の問題により正常に再生できない場合があります。

著作権保護されたコンテンツは再生できません。

写真が表示されている状態でリモコンの↑↓ボタンを押すごとに、

写真が90度回転します。

[ガイド]ボタンを押すと、各機能へ
のショートカット画面を表示するこ
とができます。

■システム設定

・ メニュー言語
・ テキストエンコーディング
・ R/RW 自動再生
・ 自動オフ
・ ミニキーボード言語
・ メディアの読込
・ レジューム再生

■初期設定の復元

■オーディオ設定

・ ナイトモード
・ ＨＤＭＩ出力
・ ＳＰＤＩＦ出力

■映像

・ 縦横比
・ テレビシステム
・ ズーム
・ ノイズ補正
・ 1080P 24HZ
・ Deep Color

■管理

・ バージョン情報

■USBアップグレード※

OK

Move L Move R Delete Aa @# －

Space Clear

Input history

英語（大文字）

ホーム画面から写真機能を選択すると、内蔵ハードディスク／USB機器に保
存されている写真ファイルがサムネイルで一覧表示されます。

写真を[←↑↓→]ボタンで選択して、[Enter]ボタンを押すと
写真の表示をします。

音楽を[←↑↓→]ボタンで選択して、[Enter]ボタンを押すと
音楽の再生をします。

フ ォ ル ダ / フ ァ イ ル を
[←↑↓→]ボタンで選択
して、[Enter]ボタンを押す
とフォルダの中を閲覧また
はファイルの再生をします。

リモコンの[戻る]ボタ
ンを押すと一つ上の
階層に戻ります。

内蔵ハードディスク／USB機器に保存されている写真ファイルを再生します。
スライドショーやアルバム作成でお気に入りの写真を楽しむことができます。写真機能

写真

ホーム画面からファイル機能を選択すると、内蔵ハードディスク／USB機器に保
存されているファイルが一覧表示されます。

内蔵ハードディスク／USB機器に保存されている色々なファイル
を検索、編集することができます。ファイル機能

ファイル

ホーム画面から本体設定を選択すると、本体の設定変更を行う画面が表示さ
れます。この機能では、本体の動作に関わる設定を行うことができます。
設定項目の詳細は、「PDFマニュアル」を参照してください。

本体の設定の変更/確認をすることができます。本体設定
ファイル

接続されているUSB機器を取り外す際に使用します。

1. ホーム画面から、「USB機能」を選択します。

2. 接続中のＵＳＢデバイスを選び[Enter]ボタンを押します。

3. 「ＵＳＢ接続が解除されました。」とメッセージが表示されＵＳＢデバイスを取り
外すことができます。

USB機器を取り外す（USB接続解除機能）

20101208_001.jpg 20101208_002.jpg 20101208_003.jpg 20101208_004.jpg

20101209_001.jpg 20101209_002.jpg 20101209_003.jpg 20101209_004.jpg
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名前（A-Z）すべての写真を表示

ファイル数

写真ファイル一覧

並べ替え方法検出方法

リストが表示されている状態で[オプション]ボタンを押します。
リストの表示方法変更や、ファイルの検索が可能です。

オプションメニュー

「検索」
検索画面が表示されます。（アルファベットの検索のみ）

「サムネイル表示」「リスト表示」「プレビュー表示」
リスト画面の表示方法を変更します。

「写真のディレクトリ」
ルートディレクトリに作成された [PHOTO] フォルダ内の写真を
表示します。

「日付参照」
写真の日付毎に表示します。

「すべての写真を表示」
ハードディスク内の写真をすべて表示します。

「アルバム」
アルバムリストを表示します。

「フォルダ参照」
写真ファイルの保存先を表示します。

「名前（A-Z)」「名前（Z-A)」「最近追加」「最近再生」
リストの並び順を変更します。

検索

サムネイル表示

リスト表示

プレビュー表示

すべての写真を表示

アルバム

写真のディレクトリ

日付参照

フォルダ参照

名前（A-Z)

名前（Z-A）

最近追加

最近再生

Track-001.mp3

Track-002.mp3

Track-003.mp3

日本のうた.mp3

ハッピーバースデー.mp3
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名前（A-Z）すべての映像を表示

ホーム画面から音楽機能を選択すると、内蔵ハードディスク／USB機器に保存
されている音楽ファイルが一覧表示されます。

内蔵ハードディスク／USB機器に保存されている音楽ファイルを再生します。
アルバム作成でお気に入りの音楽を楽しむことができます。音楽機能

音楽

ファイル数

音楽ファイル一覧

並べ替え方法

ファイル数

ファイル一覧

［サーチ]を押すと
編集メニューを表
示します。

USB

主な設定項目

動画再生中などに設定項目の

変更を行う際に使用すると便

利です。

動画を一時停止した状態で設定の変

更ができます。

20101208_001.jpg 20101208_002.jpg 20101208_003.jpg 20101208_004.jpg

20101209_001.jpg 20101209_002.jpg 20101209_003.jpg 20101209_004.jpg
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名前すべての写真を表示

ファイルの検索

動画 設定ファイル 音楽写真

接続されているUSB機器は、むやみに取り外さないでください。
USB機器を取り外す際は、本機能からUSB機器の接続解除を行ってくだ
さい。

■DVDドライブの取り外しについて
DVD／ブルーレイドライブなど、光学式ドライブ接続時はUSB機能は
選択できません。ディスクを取り出したら、そのままDVDドライブを取
り外すことができます。

リストが表示されている状態で[オプション]ボタンを押します。
リストの表示方法変更や、ファイルの検索が可能です。

オプションメニュー

「サムネイル表示」「リスト表示」「プレビュー表示」
リスト画面の表示方法を変更します。

「すべてを表示」
選択されているディレクトリ内のファイルを全て表示します。

「映像を表示」「写真を表示」「音楽を表示」
選択されたソースのみ表示します。

サムネイル表示

リスト表示

プレビュー表示

すべてを表示

映像を表示

写真を表示

音楽を表示

写真が表示されている状態で[オプション]ボタンを押すと、
スライドショーの設定メニューが表示されます。

スライドショーの設定

スライドショー間隔

エフェクト

リピートオフ

リピート（すべて）

シャッフルリピート

BGMの選択

２秒、５秒、１０秒、３０秒からお好みの間隔を選択して [Enter]
ボタンを押すとスライドショー間隔を設定します。

「スライドショー間隔の設定」

「エフェクト」を選択して [Enter] ボタンを押すとエフェクト設
定画面が表示されます。

「エフェクト」（スライドショーエフェクトの設定）

ＢＧＭのＯＮ/ＯＦＦやＢＧＭ選択からお好みの音楽ファイル
を再生することができます。

「BGM設定」

「リピートオフ」「リピート（すべて）」「シャッフルリピート」か
らお好みのリピート方法を選択して [Enter] ボタンを押して設
定します。

「リピート設定」

写真が表示されている時に[オプション]を押します。
「画質設定」を選択して[Enter]ボタンを押します。

画質設定画面が表示され、明るさ、コントラスト、彩度、色相
の設定ができます。

画質設定

写真や音楽機能では、お気に入りのファイルだけを集めて、写真のアル
バムを作成したり音楽ファイルの再生リストを作成することができます。

1. ホーム画面で「ファイル」機能を選択します。

2. 写真や音楽ファイルが保存されているフォルダを選択します。

3. ファイルのリストが表示された状態でリモコンの[サーチ]ボタンを押すと、
編集画面が表示されます。

4. 「複数選択」を選択すると、左側のウィンドウに、選択したフォルダの内容が
表示されます。

5. アルバムや再生リストに追加したいファイルを選択して[再生]ボタンを押す
と右側のリストに追加することができます。同様の操作で、他のファイルも
追加します。

6. リストが完成したら[サーチ]ボタンを押してファイル編集画面を表示します。

7. 「アルバムの保存」または「再生リストの保存」を選択します。

8. ファイル名を入力して、「ＯＫ」を選択するとアルバムまたは再生リストが作
成されます。

9. 作成されたアルバムまたは再生リストを選択して[Enter]ボタンを押すと、リ
スト内のファイルだけを表示/再生します。

アルバム＆再生リスト作成
写真 音楽

Track-001.mp3

Track-002.mp3

Track-003.mp3

日本のうた.mp3

日本のうた2.mp3

Track-001.mp3

Track-002.mp3

Track-003.mp3

日本のうた.mp3

日本のうた2.mp3
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アッパーレベル

リストに追加

すべてクリア ●●メニュー

リストから削除

●●●

●●●

USB/C:/MUSIC ファイルリスト

[←↑↓→]ボタンを押して

文字を選択します。

[Enter]ボタンを押して、

文字を決定します。

すべての文字入力完了後に[再生]
ボタンを押すと、文字入力が完了します。

（Move R） 
文字入力欄のカーソルを右へ移動

（Move L）
文字入力欄のカーソルを左へ移動

（Delete） 
1文字削除

（Aa）
大文字と小文字の切替

（@#）
英語⇔シンボルの入力切替

キャンセルする場合は「キャンセル」を選択するか、リモコンの[戻る]ボタンを押してください。

お 気 に 入 り の 写 真 だ け を 表 示 し た い 場 合 な ど 、

［PHOTO]フォルダを作成しその中にお気に入りの写真

を保存すると便利です。

検出方法
ファイル
保存先

写真に日付に関する情報が無い場合は表示されません。

リストが表示されている状態で[オプション]ボタンを押します。
リストの表示方法変更や、ファイルの検索が可能です。

オプションメニュー

「検索」
検索画面が表示されます。（アルファベットの検索のみ）

「サムネイル表示」「リスト表示」「プレビュー表示」
リスト画面の表示方法を変更します。

「フォルダ参照」
音楽ファイルの保存先を表示します。

「すべての音楽」
ハードディスク内の音楽をすべて表示します。

「アルバム」「アーティスト」「ジャンル」「年代」
ID3 タグの情報に応じて表示します。

「再生リスト」
再生リストを表示します。

「名前（A-Z)」「名前（Z-A)」「最近追加」「最近再生」
リストの並び順を変更します。

検索

サムネイル表示

リスト表示

プレビュー表示

フォルダ参照

すべての音楽

アルバム

アーティスト

ジャンル

年代

再生リスト

名前（A-Z)

名前（Z-A)

最近追加

最近再生

※FWの更新を行います。


