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重要な安全上のご注意 

 
重要: 

Qumi Z1V を開始する前に、本セクションを慎重にお読みになるように強くお勧めします。

これらの安全および使用手順により、Qumi Z1V を安全に長年にわたり使用することが保証

されます。いつでも参照できるように、本説明書を保管してください。 

使用する記号 

装置上および本説明書内では、危険な状況を警告するために、警告記号を使用します。重要情報に注

意を喚起するために、次の記号を使用します。 

 
注: 

トピックに関する追加情報を手元に提供します。 

 

 重要: 

必ず確認が必要な追加情報を提供します。 

 

 
注意: 

装置を損傷する可能性のある状況を警告します。 

 

 
警告: 

装置を損傷したり、危険な環境を作りだしたり、怪我を発生させたりする状況を警告しま

す。 

 

本説明書を通して、コンポーネント部品および OSD (オンスクリーンディスプレイ) 内の項目を、

次の例のように、太文字フォントで示します：  

「設定メニューを開くために、プロジェクタ上部またはリモコンのメニューボタンを押してくださ

い」。  
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全般的な安全上のご注意 

 RG1 IEC 62471-5:2015 

 ケースを開かないでください。装置内部にユーザー保守可能な部品はありません。保守について

は、資格のあるサービス技術者に連絡してください。 

 装置上または本説明書内のすべての警告および注意事項を遵守してください。 

 設計に従い、投射用光源は極めて明るくなっています。LED がオンのときは、目を傷めないよ

う、レンズを直視しないようにしてください。 

 装置を不安定な面またはスタンド上に配置しないようにしてください。 

 水の近く、直射日光下、または、加熱装置の近くで使用しないようにしてください。  

 重い物 (本またはバッグなど) を装置の上に置かないようにしてください。 

Qumi Z1V の設置に関する注意事項 

 排気口の周りに少なくとも 500 mm (20 インチ) のクリアランスを確保してください。 

 

 吸気口が排気口から排出される熱せられた空気を取り込まないようにしてください。 

 Qumi Z1V を閉じた空間で動作させるときは、Qumi Z1V が動作している間にエンクロージ

ャ内の周囲空気温度が動作温度を超えないようにしてください。また、吸気口および排気口を塞

がないようにしてください。 

 Qumi Z1V が排気された空気を吸い込まないことを保証するために、認定熱評価に合格したエ

ンクロージャのみを使用してください。そうしないと、エンクロージャ温度が許容動作温度範囲

内にある場合でも、装置がシャットダウンする可能性があります。 

 
注意: 

Qumi Z1V を埃の多い環境で使用しないでください。 
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電源装置に関する安全上のご注意 

 付属のアダプタのみを使用してください。 

 コードの上に物を置かないようにしてください。人が通る場所にコードを配置しないようにして

ください。 

 保管するとき、または、長期間使用しないときは、電池をリモコンから取り外してください。 

Qumi の掃除 

 掃除する前に、電源ケーブルを抜いてください。プロジェクタの電源を入れる/電源を切る 

(16 ページ) を参照してください。  

 

 注: 

Qumi Z1V は、使用後熱くなります。保管する前に、Qumi Z1V を冷却させてください。 

制御に関する警告 

Qumi Z1V を設置・使用する前に、規制遵守 ( ページ) の規制に関する注意事項をお読みください 

7。 
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規制遵守 

FCC に関する警告 

本装置は試験され、FCC 規則第 15 部に従うクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが判

明しています。これらの制限は、本装置を商用環境で動作させるとき、有害な干渉に対する合理的な

保護を提供するために設計されています。 

本装置は、無線周波数エネルギーを発生、使用し、さらに放射する可能性があります。説明書に従っ

て設置・使用しなければ、無線通信に有害な障害を与える可能性があります。本装置を住宅地域で動

作させると、有害な干渉を発生させる可能性があります。その場合、ユーザーは、その費用において、

干渉を修正する必要があります。 

規制遵守に責任を負う当事者による明示的な承諾のない変更または修正により、ユーザーの本装置を

操作する権限が無効になる場合があります。 

カナダ 

本クラス B デジタル装置は、カナダ ICES-003 に準拠しています。 

安全に関する認定 

プロジェクタ: CENB、REACH、ROHS、WEEE、FCCID、TUV NORTH AMERICA、SRRC、CB、BQB 

電源アダプタ: DOE、WEEE、FCC、UL、EAC、TUV-GS、CB、PSB、TUV-S、EAC、KCC、CCC、CECP、

BIS、BSMI、ISC 

廃棄およびリサイクル 

本製品には、適切に廃棄しないと、危険となる可能性がある他の電子機器廃棄物が含まれる場合があ

ります。現地法、州法または連邦法に従って、リサイクルまたは廃棄してください。詳細については、

アメリカ電子機械工業会 (www.eiae.org) にお問合せください。 

 

廃棄: 

電気・電子機器を廃棄する場合は、家庭ごみまたは一般廃棄物収集サービスを使用し

ないようにしてください。EU 諸国では、個別のリサイクル収集サービスを使用する

必要があります。 
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はじめに 

本説明書について 

本説明書は、エンドユーザーを対象としており、Qumi Z1V を設置・操作する方法を説明します。

可能な限り、図およびその説明などの関連情報は 1 ページにまとめられています。このプリンタに

適したフォーマットは、あなたの便宜を図り、紙を節約し、環境を保護するためのものです。あなた

のニーズに関連するセクションのみを印刷することをお勧めします。 

Qumi Z1V の主な特徴 

 最大 1080p (1920 x 1080) のネイティブ WVGA (854 x 480) 解像度 

 長期にわたり正確な色、画質、低消費電力を実現する Texas Instruments DLP®  チップ技術 

 最大 30,000 時間の動作を可能にする、長寿命でエネルギー効率の高い RGB LED 光源  

 5 ワットのデュアルスピーカーが鮮明でクリアでダイナミックなサウンドを送り出し、素晴ら

しいシアター品質のオーディオ体験を実現 

 スマートフォン、タブレット、またはその他の BT 対応オーディオデバイスからの便利なオー

ディオ再生用のスタンドアロン Bluetooth®  スピーカー 

 HDMI、USB、マイクロ SD、イヤホンオーディオ出力などのさまざまな接続オプション 

 内蔵マルチメディアプレーヤーで写真、ビデオ、オーディオファイルを PC なしで再生  

 内蔵 8,000 mAh 電池で最大 2 時間の連続オンザゴーエンターテイメント 

 前面または背面からの便利なリモートコントロール用のデュアル赤外線センサー 

 簡単な移動と輸送のための軽量でフレンドリーな外形 

 プロジェクタの便利な設定と位置決めのための三脚ポート 
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パッケージの内容 

 
 

Qumi Z1V リモコン 

 

アダプタ 

 

 

キャリーバッグ マニュアル 
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プロジェクタ 

左前面図 

 

1 前面 IR センサー 3 前面スピーカー 
    

2 レンズ 4 フォーカスダイアル 

背面図 

 

1 マイクロ SD スロット 4 タイプ A USB ポート 7 リセットボタン 
    

2 
オーディオ出力 (3.5 mm) 

ジャック 
5 HDMI ポート 8 背面スピーカー 

    

3 空気口 6 背面 IR センサー 9 DC 入力ポート 
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上面図  

 

1 メニューボタン 5 電源ボタン 9 右ボタン 
    

2 上ボタン 6 
LED ステータスインジ

ケータ 
10 下ボタン 

    

3 左ボタン 7 終了ボタン 11 
Bluetooth®  スピーカーモードボ

タン 
    

4 ホームボタン 8 Enter ボタン   
 

プロジェクの

ステータス 

LED の動作と定義 

アダプタ切断済み アダプタ切断中 

電源オフ オフ 
赤: 充電中 

緑: 完全充電済み 

プロジェクタ

モード 

赤色の点滅: 電池が消耗 赤: 充電中 

緑: 投影中 緑: 電池が完全に充電された状態で投影中 

Bluetooth 

スピーカーモ

ード 

赤色の点灯: 電池が消耗 青色の点滅: ペアリングを待機中* 

青色の点滅: ペアリングを待機中* 青色のブリージング: ペアリング失敗* 

青色のブリージング: ペアリング失

敗* 青色の点灯: Bluetooth 接続済み 

青色の点灯: Bluetooth 接続済み 

* Bluetooth ペアリングに失敗した場合は、Bluetooth スピーカーモードを終了して、再試行してください。 
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底面図 

 

1 三脚コネクタ 
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リモコン 

リモコンキーパッド 

 

1 電源オン/オフ 6 音量 - 11 Enter 
    

2 メニュー 7 オーディオモード 12 右 
    

3 上 8 ホーム 13 下 
    

4 左 9 マウス* 14 Bluetooth®  スピーカーモード 
    

5 音量 + 10 終了 15 ミュート 

 

 注: 

* この機能は、Qumi Z1V の現在のモデルでは利用できません 
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リモコンの電池を有効にする  

初めてリモコンを使用するときは、電池を覆っているプラスチック製ステッカーをはがしてください。

プラスチック製ステッカーをはがすには、リモコンの底部にあるタブを引いて、プラスチック製ステ

ッカーを電池ケースから取り外してください。   

 

リモコンの電池を交換する 

リモコンの電池を交換するには: 

1. 電池ケースカバー上の線がリモコンの 1つ

の点を指すように、電池ケースカバーを反

時計回りに回転させます。 

2. 電池ケースカバーを取り外します。 

  

3. 古い電池を取り外し、新しい電池と交換し

ます。 

4. 電池ケースカバーを電池ケースに戻し、電

池ケースカバー上の線が二重位置合わせド

ットを指すように、電池ケースカバーを時

計回りに回転させます。 
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プロジェクタの電源を入れる/充電する 

Qumi Z1V に電源を供給するために: 

1. 電源ケーブルを電源ソケットに接続します  

2. 電源ケーブルを付属のアダプタに接続します。  

3. アダプタケーブルをプロジェクタの DC 入力ポートに接続します。 

 

4. アダプタと電源ケーブルがプロジェクタに接続されると、プロジェクタの上部にある LED ステ

ータスインジケータが点灯し、充電ステータスを示します (LED 動作の詳細については、上面

図 (11 ページ) を参照してください)。 

 

充電ステータスはホームスクリーンにも表示されます。 
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プロジェクタの電源を入れる/電源を切る 

プロジェクタの電源を入れるには: 

1. プロジェクタ上部の電源 ( ) ボタンまたはリモコンの電源 ( ) ボタンを押します。 

 

 重要: 

プロジェクタが電源に接続されているときのみ、リモコンはプロジェクタに電源を入れるこ

とができます。 

 

2. ファンが動作を開始し、Qumi ロゴがスクリーン上に表示されます。 
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プロジェクタの電源を切るには: 

1. プロジェクタ上部の電源 ( ) ボタンまたはリモコンの電源 ( ) ボタンを押します。 

 

2. 電源オフを確認するメッセージが、投影スクリーンに表示されます。プロジェクタ上部の電源 

( ) ボタンまたはリモコンの電源 ( ) ボタンを再度押します。 
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接続する 

 

番号 ポート 接続デバイス 対応セクション 

1 オーディオ出力 ヘッドホン  

2 HDMI 

Blu-Ray/DVD プレーヤ

ー、セットトップボック

ス、PC 

ビデオソース (HDMI) から再生する  

(27 ページ) 

3 マイクロ SD 
マイクロ SD カード 

(メディアファイル) 

ビデオをストレージデバイス (USB フラッシュド

ライブ、マイクロ SD カード) から再生する (20 

ページ) 

写真をストレージデバイス (USB フラッシュドラ

イブ、マイクロ SD カード) から表示する (22 ペ

ージ) 

オーディオをストレージデバイス (USB フラッシ

ュドライブ、マイクロ SD カード) から再生する 

(25 ページ) 

4 USB タイプ A 
USB フラッシュドライブ 

(メディアファイル) 

ビデオをストレージデバイス (USB フラッシュド

ライブ、マイクロ SD カード) から再生する (20 

ページ) 

写真をストレージデバイス (USB フラッシュドラ

イブ、マイクロ SD カード) から表示する (22 ペ

ージ) 

オーディオをストレージデバイス (USB フラッシ

ュドライブ、マイクロ SD カード) から再生する 

(25 ページ) 
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プロジェクタを使用する 

フォーカスを調整する 

投影画像のフォーカスを調整するために、正しいフォーカスが達成されるまで、プロジェクタ側面の

ダイアルを回転させてください。 

 

 



- 20 - 

ビデオをストレージデバイス (USB フラッシュドライブ、

マイクロ SD カード) から再生する 

ビデオファイルをストレージデバイスから再生するには: 

1. デバイスをプロジェクタに接続します。接続する のセクション (18 ページ) を参照してくだ

さい。 

2. プロジェクタの電源を入れます。プロジェクタの電源を入れる/電源を切る のセクション (16 

ページ) を参照してください 。 

 注: 

異なるソースから、ビデオを視聴したり、音楽を再生したりしている場合は、キーパッドま

たはリモコンのホーム ( ) または終了 ( ) ボタンを押して、ホームスクリーンに戻っ

てください。 

 

3. キーパッドまたはリモコンを使用して、ホームスクリーンから、ビデオを選択し、Enter ( ) 

ボタンを押します。 

 

 注: 

USB フラッシュドライブとマイクロ SD カードが同時にプロジェクタに接続されている場

合は、両方のストレージオプションと共にメニューが表示されます。続行するために、ビデ

オファイルが入っているストレージメディアを選択します。 

 

4. ビデオファイルが入っているフォルダに移動し、Enter ( ) ボタンを押します。 
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5. 再生するビデオファイルを選択し、Enter (( )) ボタンを押します。 

 

 注: 

次のビデオ形式のみがサポートされます: AVI、VOB、MOV、MKV、DAT、MPG、MP4。 

 

6. 投影スクリーン上でビデオの再生が始まります。  

 

番号 アイコ

ン 

機能 説明 

1  前へ 前のファイルに移動するために選択します 

2  巻戻し  
2 倍、4 倍、8 倍または 16 倍足で巻き戻すために選択

します 

3  停止  現在のビデオの再生を停止するために選択します 

4   再生/一時停止  
再生を一時停止するために選択します。再生を再開する

ために再度選択します 
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番号 アイコ

ン 

機能 説明 

5  高速早送り  
2 倍、4 倍、8 倍または 16 倍足で高速早送りするため

に選択します 

6  次へ  次のファイルに移動するために選択します 

7 

 すべてを繰り返す 
プレイリスト内のすべてのビデオファイルをループして

再生するために選択します 

 1 つを繰り返す  
1 つのビデオファイルをループして再生するために選択

します 

 繰り返しなし  
現在のビデオファイルを 1 回のみ再生するために選択し

ます 

8  その他の情報 その他の情報メニューを表示するために選択します 

 

 注: 

ビデオファイルの再生を停止し、そのファイルを後で再度選択した場合、以前に再生を停止

した場所から再生を再開するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。再生を続行する

ためにはいを選択します。 

写真をストレージデバイス (USB フラッシュドライブ、マ

イクロ SD カード) から表示する 

画像ファイルをストレージデバイスから表示するには: 

1. デバイスをプロジェクタに接続します。接続する のセクション (18 ページ) を参照してくだ

さい。 

2. プロジェクタの電源を入れます。プロジェクタの電源を入れる/電源を切る のセクション (16 

ページ) を参照してください。 

 注: 

異なるソースから、ビデオを視聴したり、音楽を再生したりしている場合は、キーパッドま

たはリモコンのホーム ( ) または終了 ( ) ボタンを押して、ホームスクリーンに戻っ

てください。 
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3. キーパッドまたはリモコンを使用して、ホームスクリーンから、写真を選択し、Enter ( ) ボ

タンを押します。 

 

 注: 

USB フラッシュドライブとマイクロ SD カードが同時にプロジェクタに接続されている場

合は、両方のストレージオプションと共にメニューが表示されます。続行するために、画像

ファイルが入っているストレージメディアを選択します。 

 

4. 画像ファイルが入っているフォルダに移動し、Enter ( ) ボタンを押します。 

5. 表示する画像ファイルを選択し、Enter ( ) ボタンを押します。 

 

 注: 

次の画像形式のみがサポートされます: JPG、JPEG、BMP、PNG。 

 

6. 以前のステップで選択された画像を使って、画像スライドショーの再生が投影スクリーン上で始

まります。  

 注: 

スライドショーは、各画像ごとに 5 秒ずつ表示しながら、フォルダ内のすべての画像を使っ

て繰り返されます。 



- 24 - 

 

 

番号 アイコン 機能 説明 

1   
音楽をミュート/ミュー

ト解除します 

バックグランド音楽をミュート/再生するために選

択します  

2  前へ 
スライドショーの前の画像を表示するために選択し

ます 

3  停止  
画像の表示を停止し、スライドショーに戻るために

選択します 

4   再生/一時停止  
再生を一時停止するために選択します。再生を再開

するために再度選択します 

5  次へ  
スライドショーの次の画像を表示するために選択し

ます 

6 

 すべてを繰り返す  
スライドショー内のすべての画像ファイルをループ

して再生するために選択します 

 1 つを繰り返す  
1 つの画像ファイルを連続して再生するために選択

します 

 繰り返しなし  
現在の画像ァイルを 1 回のみ再生するために選択

します 

7  回転 
現在の画像を時計回りに 90 度回転させるために選

択します 

 

 注: 

スライドショー中にバックグランド音楽を再生するめに、音楽ファイルを画像ファイルと同

じストレージデバイスのフォルダに入れてください。 
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オーディオをストレージデバイス (USB フラッシュドライ

ブ、マイクロ SD カード) から再生する 

オーディオファイルをストレージデバイスから再生するには: 

1. デバイスをプロジェクタに接続します。接続する のセクション (18 ページ) を参照してくだ

さい。 

2. プロジェクタの電源を入れます。プロジェクタの電源を入れる/電源を切る のセクション (16 

ページ) を参照してください。 

 注: 

異なるソースから、ビデオを視聴したり、音楽を再生したりしている場合は、キーパッドま

たはリモコンのホーム ( ) または終了 ( ) ボタンを押して、ホームスクリーンに戻っ

てください。 

 

3. キーパッドまたはリモコンを使用して、ホームスクリーンから、オーディオを選択し、Enter 

( ) ボタンを押します。 

 

 注: 

USB フラッシュドライブとマイクロ SD カードが同時にプロジェクタに接続されている場

合は、両方のストレージオプションと共にメニューが表示されます。続行するために、音楽

ファイルが入っているストレージメディアを選択します。 

 

4. オーディオファイルが入っているフォルダに移動し、Enter ( ) ボタンを押します。 
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5. 再生するオーディオファイルを選択し、Enter ( ) ボタンを押します。 

 

 注: 

次のオーディオ形式のみがサポートされます: MP3、WMA、M4A、AAC。 

 

6. 以前のステップで選択された画像を使って、オーディオプレイリストの再生が投影スクリーン上

で始まります。  

 注: 

プレイリストは、以前のステップで選択された画像を使って開始され、フォルダ内のすべての曲の間、

繰り返されます。 

 

番号 アイコン 機能 説明 

1  前へ 
プレイリスト内の前のオーディオファイルを再生するために選

択します 

2  巻戻し  
2 倍、4 倍、8 倍または 16 倍足で巻き戻すために選択しま

す 

3  停止  
オーディオファイルの再生を停止し、プレイリストに戻るため

に選択します 
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番号 アイコン 機能 説明 

4   再生/一時停止  
再生を一時停止するために選択します。再生を再開するために

再度選択します 

5  高速早送り  
2 倍、4 倍、8 倍または 16 倍足で高速早送りするために選

択します 

6  次へ  
プレイリスト内の次のオーディオファイルを再生するために選

択します 

7 

 すべてを繰り返す  
プレイリスト内のすべてのオーディオファイルをループして再

生するために選択します。 

 1 つを繰り返す  
1 つのオーディオファイルをループして再生するために選択し

ます; 

 繰り返しなし  
現在のオーディオファイルを 1 回のみ再生するために選択し

ます 

ビデオソース (HDMI) から再生する 

ビデオを HDMI ポートに接続されたデバイスから投影するには: 

1. デバイスをプロジェクタに接続します。接続する のセクション (18 ページ) を参照してくだ

さい。 

2. プロジェクタの電源を入れます。プロジェクタの電源を入れる/電源を切る のセクション (16 

ページ) を参照してください。 

 注: 

異なるソースから、ビデオを視聴したり、音楽を再生したりしている場合は、キーパッドま

たはリモコンのホーム ( ) または終了 ( ) ボタンを押して、ホームスクリーンに戻っ

てください。 

 

3. キーパッドまたはリモコンを使用して、ホームスクリーンから、HDMI を選択し、Enter 

( ) ボタンを押します。 
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4. ビデオは、スクリーン上に自動的に投影されます。  

 

5. ビデオ再生を制御するために、制御オプションをビデオソースから直接使用します。ホームスク

リーンに戻るために、キーパットまたはリモコンの終了 ( ) ボタンを押します。  

 注: 

ビデオソースの情報を表示するために、キーパットまたはリモコンの Enter ( ) ボタンを押しま

す。 
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BLUETOOTH® スピーカーを使用する 

Qumi Z1V をモバイルデバイスを介して、モバイルデバイスから音楽をワイヤレスで再生するためのスピーカ

ーとして使用することができます。プロジェクタをスピーカーとして使用するには: 

1. プロジェクタの電源を入れます。プロジェクタの電源を入れる/電源を切る のセクション (16 ページ) 

を参照してください。 

2. プロジェクタの Bluetooth®  を有効にするために、キーパッドまたはリモコンの Bluetooth®  スピーカー

モード ( ) ボタンを押します。 

           

3. 有効になると、プロジェクタレンズがオフに切り替わり、LED ステータスインジケータは、以下に基づく

動作で、青色に点灯します。 

 青色の点灯 - 正常に接続されました。 

 青色の点滅 - ペアリングを待機しています。 

 青色のブリージング - 接続に失敗しました。Bluetooth®  スピーカーモードを終了し、再試行してく

ださい。 
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4. お使いのモバイルデバイス上で Bluetooth®  を有効にして、モバイルデバイスの Bluetooth®  ペアリン

グメニューで、ver を選択します。  

 

 注:  

ペアリングされると、お使いのモバイルデバイスは、自動的にプロジェクタに接続されます。今後、お

使いのモバイルデバイスがプロジェクタの範囲内にあり、両方のデバイスで、Bluetooth®  が有効であ

る場合、自動的に相互に接続されます。 

 

5. 音楽をお使いのモバイルデバイスで再生します。 

 

Bluetooth®  スピーカーモードを無効にするには: 

1. キーパッドまたはリモコンの Bluetooth®  スピーカーモード ( ) ボタンを押します。 

           

2. 無効になると、プロジェクタレンズがオンに切り替わり、LED ステータスインジケータの青色

の点灯は終了します。 
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設定メニューを使用する 

設定メニューにより、プロジェクタの表示、オーディオ、その他の設定を調整することができます。 

設定メニューにアクセスするには:  

1. 次のいずれかを選択します: 

 リモコンまたはキーパッドのメニュー ( ) ボタンを押します。  

                   

 

 ホームスクリーンから 設定 を選択し、Enter ( ) ボタンを押します。 
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2. 設定メニューが、投影スクリーン上に表示されます。  

 

3. 設定メニューをナビゲートするために、リモコンまたはキーパッドの次のキーを使用します。 

 メニュー項目に移動するための、上 ( ) または下 ( ) ボタン 

 メニュー項目またはサブメニューを選択するための、Enter ( ) ボタン 

 前のメニューまたはサブメニューに戻るための、終了 ( ) ボタン 

 メニューまたはサブメニュー項目の設定を変更するための、左 ( ) または右 ( ) ボタン 
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設定メニュー 

表示設定 

 

カテゴリ メニュー項目 サブメニュー項目 説明 

表示モード 

プレゼンテーショ

ン 
-- 

表示設定をプレゼンテーションに最適な事前定

義済み設定に切り替えます 

明るい -- 
表示設定を輝度を最大化する事前定義済み設定

に切り替えます 

ムービー -- 
表示設定をムービーに最適な事前定義済み設定

に切り替えます 

ユーザー 

コントラスト コントラストレベルを調整します  

輝度 輝度レベルを調整します 

カラー カラー値を調整します 

シャープネス 画像のシャープネスを調整します 

色合い 色合いを画像に追加します 

色温度 
色温度プロファイルをユーザー、冷色、標準ま

たは暖色から選択します  
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オーディオ設定 

 

カテゴリ メニュー項目 
サブメニュー

項目 
説明 

オーディオ

設定 

音量 -- Qumi Z1V の音量を調整します 

サウンド モード 

標準 
オーディオ設定を標準の事前定義済み設定に切り替えま

す 

音楽  
オーディオ定を音楽に最適な事前定義済み設定に切り替

えます 

ムービー 
オーディオ設定をムービーに最適な事前定義済み設定に

切り替えます 

ユーザー オーディオ設定の周波数レベルを調整します 
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画像設定 

 

カテゴリ メニュー項目 
サブメニュー

項目 
説明 

画像設定 

縦横比 -- 縦横比を自動、4:3 または 16:9 に設定します 

自動台形補正 
手動 台形補正を手動で調整できるようにします 

自動 台形補正設定を自動で調整します 

投影 -- 
プロジェクタを正面、背面、正面/天井、背面/天井

に投影するように設定します  

ライトモード -- 
ライトモードを自動、標準または省電力に設定しま

す 



- 36 - 

タイマー 

 

カテゴリ メニュー項目 説明 

タイマー タイマー 
プロジェクタをオフに切り替えるタイマーを 10 分、20 分、30 分

または 60 分に設定します。 

その他の設定 

 

カテゴリ メニュー項目 説明 

その他の設定 

言語 OSD の言語を選択します  

すべてリセット 
すべての設定を工場出荷時デフォルト設定にリセットしま

す  

更新 

USB ポートに接続された USB フラッシュドライブを介

して、プロジェクタのソフトウェアを更新できるようにし

ます 

状態 
現在のソフトウェアバージョンおよびプロジェクタのラン

プに使用した LED 時間を表示します 
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トラブルシューティング/FAQ 

これらのガイドラインは、Qumi を使用中に発生する可能性のある問題を対処するためのヒントを

提供します。  問題が解決しない場合は、サポートを受けるため、販売店に連絡してください。 

問題は、ケーブルの不適切な接続のような簡単なものである場合があります。 問題固有の解決策に

進む前に、次の可能性のある問題を再確認してください。 

 コンセントが正常に機能していることを確認するために、別な電気装置を使用してください。 

 Qumi の電源がオンであることを確認してください。 

 すべての接続がしっかり接続されていることを確認いｓてください。 

 接続されたデバイスの電源がオンであることを確認してください。 

 接続された PC が一時停止モードまたはスリープモードではないことを確認してください。 

ヒント 

各問題固有のセクションでは、提案される順序に従って、手順を実行してください。そうすることに

より、問題を迅速に解決できる場合があります。 

欠陥のない部品の交換を避けるために、問題を検出・分離するようにしてください。 

例えば、電池を交換しても問題が解決しない場合は、交換前の電池に戻してから、次の手順に進んで

ください。 

トラブルシューティングを行うときは、実施した手順を記録してください。この情報は、技術サポー

トに電話をかけるとき、または、Qumi をサービス担当者に持ち込むときに有用となる場合があり

ます。 

システムリセット方法 (再起動) 

Qumi の背面の IR センサーの隣に小さな穴があります。Qumi を再起動するために、ペーパーク

リップ (または、同じサイズの物体) をその穴に差し込み、3 秒間押してください。 
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画像の問題 

問題: 画像がスクリーン上に表示されません。 

1. ソース (PC、フラッシュドライブ、DVD プレーヤー、セットトップボックスなど) が適切に

構成されていることを確認してください。 

2. 正しい順序で、すべての装置の電源を切り、再度、電源を入れてください。 

問題: 画像がぼやけます。 

1. プロジェクタのフォーカスダイアルを介して、フォーカスを直接調整してください。 

2. Qumi とスクリーンの間の距離が指定されは範囲内にあることを確認してください。 

3. 汚れている場合は、Qumi レンズを光学レンズ用に清潔な布を使って掃除してください。 

問題: 画像の上部または下部が広くなっています (台形効果)。 

1. Qumi を可能な限りスクリーンに対して垂直になるように配置してください。 

2. 問題を解決するために、自動台形補正機能をオンに切り替える、または、台形補正設定を手動で

調整する (設定 > 画像> 台形補正) ことにより、設定メニューの台形補正設定を調整してくだ

さい。 

問題: 画像が反転します。 

1. 設定メニュー (設定 > 画像 > 投影) でプロジェクタの画像向きを確認してください。 

リモコンの問題 

問題: Qumi がリモコンのコマンドに応答しません。 

1. リモコンを Qumi の前面はたは背面センサーに向けてください。 

2. リモコンとセンサーに間に障害物がないことを確認してください。 

3. 部屋の蛍光灯をオフに切り替えてください。 

4. 電池の極性が正しいかどうかを確認してください。 

5. 電池を交換してください。 

6. 近くにある他の赤外線対応デバイスをオフに切り替えてください。 

7. リモコンの修理を依頼してください。  

問題: リモコンの電源ボタンにより Qumi がオンに切り替わりません。 

1. Qumi が電源アダプタを使用していることを確認してください。 
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オーディオの問題 

問題: 音声が出ません。 

1. オーディオソースの音量を調整してください。 

2. 他のスピーカーを使って、オーディオソースの出力をテストしてください。 

3. Bluetooth を使用する場合は、Qumi が Bluetooth モードであり、ペアリングが完了してい

ることを確認してください。 

4. Qumi の修理を依頼してください。 

問題: Bluetooth スピーカーモードでサウンドが不安定です。 

1. Qumi がお使いの Bluetooth デバイス (スマートフォン、タブレットなど) の範囲内にあるこ

とを確認してください。 

2. オーディオソースの出力をテストするために、別な Bluetooth スピーカーを使用してください。 

3. Qumi の修理を依頼してください。 

FAQ 

1. Qumi を Microsoft®  Xbox または Sony®  Playstation などのゲーム機に接続すること

はできますか？ 

はい。Xbox または Playstation ゲーム機からのコンテンツを表示するために、Qumi を使用

することができます。これは、ゲーム機からの HDMI ケーブルを Qumi に接続することによ

り、行うことができます。 

2. Qumi はテレビからのコンテンツを投影することができますか ? 

ケーブルボックス、デジタルセットトップボックスまたは衛星受信機を Qumi に直接接続する

ことにより、テレビコンテンツを視聴することができます。例えば、ケーブルボックスを使用す

る場合、HDMI ケーブルにより Qumi に接続することができます。 

3. USB ストレージデバイスからの画像を表示する方法は ? 

次のデバイスを Qumi に接続することにより、画像および他のコンテンツを表示することがで

きます。 

 USB フラッシュドライブ 

 マイクロ SD カード 

デバイスが接続されたら、Qumi Photo Player を使用して、画像を表示することができます。 

4. ビデオデバイスを Qumi に接続するには、どのケーブルが必要ですか ? 

ビデオデバイスに適切な HDMI 出力ポートがある場合、HDMI ケーブルを使用して、ビデオデ

バイスを Qumi に接続することができます。  

5. Qumi はどのビデオ形式をサポートしていますか ? 

AVI//VOB/MOV/MKV/DAT/MPG/MP4 
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6. Qumi はどのオーディオ形式をサポートしていますか ? 

MP3/WMA/M4A/AAC 

7. Qumi はどの写真形式をサポートしていますか ? 

JPG/JPEG/BMP/PNG 

8. Qumi はどのドキュメント形式をサポートしていますか ? 

Qumi does は、ドキュメントの再生 (例: Microsoft®  Office、Adobe®  PDF または TXT) 

の再生をサポートしていません。 

9. Qumi の LED 光源はどのくらいの寿命ですか ? 

Qumi は、標準的な光源を使用していません。画像を照明・投影するために一連の発光ダイオ

ード (LED） を使用しています。LED の寿命は、従来のランプよりも長くなっています。

Qumi の LED の寿命は約 30,000 時間と推定されています。LED の寿命は、輝度、使用、環

境条件などの要因によります。LED の輝度は、時間の経過と共に低下することがあります。LED 

モジュールを交換することはできません。 

10. 電源投入後、Qumi でフォーカスを再調整する必要があるのはなぜですか ? 

最良の画質を実現するために、動作温度が達成されたら、プロジェクタのフォーカスダイアルの

調整が必要となる場合があります。 

11. リモコンを失くしました。どこで交換品を入手できますか ? 

リモコンの交換品を入手するために、再販業者または Vivitek サービス 

(www.vivitekcorp.com 経由 (地域を選択)) に連絡してください。 

12. Qumi が USB フラッシュドライブを認識しないのはなぜですか ? 

USB ドライブが、FAT32、FAT16 または NTFS でフォーマットされていることが必要です。 

13. Bluetooth が私の BT デバイス (例: キーボード、マウスまたは他の類似デバイス) と共に

動作しないのはなぜですか ? 

Qumi の Bluetooth 機能は、スマートフォン、タブレット、またはその他の BT 対応オーデ

ィオデバイスの間のオーディオ再生のみを対象としています。 

14. リモコンに電源オンボタンにより Qumi がオンにならないのはなぜですか ? 

プロジェクタがオフであり、電源アダプタに接続されていない場合、リモコンは、「電源オン」

をサポートしません。  電源アダプタが接続されると、リモコンの「電源オン」機能は、正常に

機能します。 

Vivitek サポートサイト 

詳細情報、サポートおよび製品登録については、www.vivitekcorp.com にアクセスして、お住ま

いの地域を選択してください。 
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追加情報 

投影距離対投影サイズ 

 

画像対角  

(cm/インチ) 

画像幅  

(cm/インチ) 

画像高さ  

(cm/インチ) 

投影距離  

(cm/インチ) 

39.3/15.5 33.3/13.1 20.8/8.2 40/15.8 

59.0/23.6 50.0/19.7 31.2/12.3 60/23.6 

78.6/31.0 66.7/26.2 41.7/16.4 80/31.5 

98.3/38.7 83.3/32.8 52.1/20.5 100/39.4 

117.9/46.4 100.0/9.4 62.5/24.6 120/47.2 

137.6/54.2 116.7/45.9 72.9/28.7 140/55.1 

157.2/61.9 133.3/52.5 83.3/32.8 160/63.0 

176.9/69.6 150.0/59.1 93.7/36.9 180/70.9 

196.5/77.4 166.7/65.6 104.2/41.0 200/78.7 

 

 注: 

光学部品の偏差により、オフセット表には 10% の許容誤差があります。 
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タイミングモード表 

解像度 水平同期 [kHz] 垂直同期 [Hz] 

VESA640x480_60 31.47 59.94 

VESA640x480_72 37.86 72.81 

VESA640x480_75 37.5 75 

VESA800x600_60 37.88 60.32 

VESA800x600_72 48.08 72.19 

VESA800x600_75 46.88 75 

VESA1024x768_60 48.36 60 

VESA1024x768_70 56.48 70.07 

VESA1024x768_75 60.02 75.03 

VESA1280x768_60-RB 47.4 59.99 

VESA1280x768_60 47.78 59.87 

VESA1280x800_60 49.7 59.81 

VESA1280x800_75 62.79 74.93 

VESA1280x1024_60 63.98 60.02 

VESA1280x1024_75 79.98 75.02 

VESA1280x960_60 60 60 

VESA1400x1050_60 65.32 59.98 

VESA1440x900_60 55.93 59.89 

VESA1600x1200_60 75 60 

VESA1680x1050_60-RB 64.67 59.88 

VESA1680x1050_60 65.29 59.95 

VESA1920x1080_60 67.5 60 

VESA1920x1200_60-RB 74.04 59.95 

IBM-720x400-70 31.467 70.08 

MAC-640x480-66 35 66.67 

MAC-832x624-75 49.722 74.55 

MAC-1024x768-60 48.773 59.99 

MAC-1152x870-75 68.681 75.06 

854 x 480 31.8 60.6 

SDTV-480i60 15.734 59.94 

SDTV-480P59 31.469 59.394 

SDTV-576i50 15.625 50 

SDTV-576P50 31.25 50 

HDTV-720P50 37.5 50 

HDTV-720P60 45 60 

HDTV-1080i50 28.125 50 

HDTV-1080i60 33.75 60 

HDTV-1080p24 27 24 

HDTV-1080p25 28.13 25 

HDTV-1080P30 33.75 30 

HDTV-1080P50 56.25 50 

HDTV-1080P60 67.5 60 
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仕様 

モデル番号: Qumi Z1V 

ネイティブ解像度 WVGA (854 x 480) 

最大解像度 1080p (1920 x 1080) 

スロー比 (距離/幅) 1.2:1 (手動調整フォーカス) 

画像 (対角) 0.5 m ～ 1.9 m (19.7 インチ ～ 75 インチ) 

投影距離 0. 5m ～ 2.0 m (1.6 フィート ～ 6.6 フィート) 

縦横比 16:9 ネイティブ 

台形補正 垂直 l ± 30 ° (自動台形補正) 

Bluetooth® オーディオ 対応 (Bluetooth®  4.0)  

ストレージ拡張 対応 (マイクロ SD、USB フラッシュドライブ) 

マルチメディアプレーヤー  対応 (ビデオ、画像、オーディオ) 

スピーカー 5W (x2) (ステレオ) 

三脚マウント 対応 (標準 1/4-20 L6.3 mm カメラマウント穴) 

I/O 接続ポート 
HDMI v1.4b、イヤホン出力 (3.5mm)、USB タイプ A 

(5V/0.5A)、マイクロ SD カードスロット 

電池タイプ (内蔵) 
8,000 mAh (3.7V) リチウムポリマー充電式電池 (最大 2 時

間使用可能) 

電源装置 AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz 

消費電力 36 W (標準モード) 

投影方法 机上、天井取り付け (正面または背面) 

寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) 86 x 86 x 136 mm (3.4 x 3.4 x 5.1 インチ) 

 

アダプタ 仕様  

モデル番号: ADP-36PH A 

メーカー Delta Electronics, Inc 

評価 
Input: 100-240V~, 1A, 50-60Hz 

Output: 12Vdc, 3A 

動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 
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