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安全のために
本機は正しく使用すれば事故が起きないように、安全に

は充分配慮して設計されています。しかし、まちがった

使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けが

など人身事故につながることがあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

4 ～ 5 ページの注意事項をよくお読みください。製品全

般の安全上の注意事項が記されています。

29 ページの「本機の性能を保持するために」も併せてお

読みください。

定期点検をする

長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をする

ことをおすすめします。点検の内容や費用については、

お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡くだ

さい。

故障したら使わない

すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご

連絡ください。

万一、異常が起きたら

a 電源コードや接続ケーブルを抜きます。

b お買い上げ店またはソニーのサービス窓口までご相談

ください。

･ 煙が出たら

･ 異常な音、においがしたら

･ 内部に水、異物が入ったら

･ 製品を落としたり、キャビネットを破損したと

きは

･ ファンが停止していたら

警告表示の意味

この取扱説明書および製品では、次のような表示

をしています。表示の内容をよく理解してから本

文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電な

どにより死亡や大けがなど人身事故につながるこ

とがあります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他

の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与

えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号
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下記の注意を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがにつなが

ることがあります。
指定の電源で使用する
付属の AC アダプターでお使いください。

指定以外の製品でのご使用は、火災の原因

となります。

雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿
気、ほこりの多い場所には設置しな
い。
上記のような場所やこの取扱説明書に記さ

れている仕様条件以外の環境に設置すると、 

火災や感電の原因となることがあります。

ACアダプターの上に布などをかぶ
せない。
熱がこもってケースが変形したり、火災の

原因となることがあります。

電源コードのプラグ及びコネクター
は突き当たるまで差し込む
真っ直ぐに突き当たるまでさしこまないと、

火災や感電の原因となります。

高温下では使用しない
高温の場所で本機を使用すると、火災、発

火、発煙の原因となることが あります。

周囲温度が４０℃を超える場所や、直射日

光のあたる場所では 使用しないでくださ

い。

通気孔をふさがない
通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災

や故障の原因となることがあります。

風通しをよくするために次の項目をお守り

ください。

･ 密閉された狭い場所に押し込めない。

･ 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など）

の上に設置しない。

･ 布などで包まない。

･ あお向けや横倒し、逆さまにしない。

ファンが止まったままの状態で使用
しない
ファンモーターが故障すると、火災の原因

となることがあります。

交換は、本機を購入された販売店にご依頼

ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると、火災の原因となります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに

ＤＣ 電源ケーブルや接続ケーブルを抜い

て、お買い上げ店またはソニーのサービス

窓口にご相談ください。



下記の注意を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。
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電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原

因となることがあります。

･ 設置時に、製品と壁やラック、棚などの

間に、はさみ込まない。

･ 電源コードを加工したり、傷つけたりし

ない。

･ 重いものをのせたり、引っ張ったりしな

い。

･ 熱器具に近付けたり、加熱したりしない。

･ 電源コードを抜くときは、必ずプラグを

もって抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ

店またはソニーのサービス窓口に交換をご

依頼ください。

ぬれた手で電源プラグをさわらない
ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、

感電の原因となることがあります。

お手入れや運搬をするとき、または
使用しないときは、電源プラグをコ
ンセントから抜く
 電源を接続したままお手入れや運搬をする

と、感電の原因となることが あります。ま

た、不用意な事故を防ぐため、使用しない

ときは電源プラグを抜いてください。

分解や改造をしない
分解や改造をしたりすると、感電の原因と

なることがあります。
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概要

特長
ネットワークプレーヤー NSP-100 は、MPEG フォー

マットのビデオ / オーディオデータを再生 ( デコード )

し、アナログ信号として出力します。広告、プレゼン

テーション、トレーニングなどに最適のデジタルコンテ

ンツプレーヤーです。

本機の主な特長は次のとおりです。

高画質

MPEG-2 MP@ML でエンコードされた動画とフルカラー

の静止画を再生します。DVD プレーヤーに匹敵する高画

質を実現しています。

動画、静止画、テキストのオーバーレイ表

示

プレイリストに従って動画、静止画、テロップなどのテ

キストを指定した時間に再生し、接続したディスプレイ

に同時に表示することができます。

大容量

容量 40GB のハードディスクドライブを内蔵しています。

ビットレート 8Mbps で圧縮されたビデオを約 9 時間分、

4Mbps で圧縮されたビデオなら約 18 時間分、保存する

ことができます。1)

1) 保存時間数はいずれも動画のみ保存する場合の時間数で、使用条件によ

り上記より短くなることがあります。

多様なインターフェースを装備

･ アナログビデオ出力：コンポーネントビデオ (Y/R － Y/

B － Y または RGB)、S ビデオ、およびコンポジットビ

デオの出力が可能です。接続するディスプレイ / ビデオ

モニターを柔軟に選択できます。

･ アナログオーディオ出力：左右 2 チャンネルの出力が

可能です。

･ 10BASE-T/100BASE-TX：ネットワークへの接続が

可能です。

･ RS-232C/GPI：本機に接続したディスプレイや外部

機器をコントロールすることができます。

リモコンによる簡単操作

付属のリモコン RM-NSP1 を使用して簡単に操作するこ

とができます。動画のコントロールは VTR を操作するの

と同様の感覚で行うことができます。

1 台のリモコンで本機 2 台の操作が可能です。

小型、軽量

サイズは 180 × 44 × 130mm( 幅 / 高さ / 奥行き )、重

量は約 1kg と、大容量のハードディスクドライブ内蔵に

もかかわらず小型、軽量の設計になっています。
特長



各部の名称と働き

本体前面と左側面

1 POWER( 電源 ) インジケーター

本機に電源が供給されているとき点灯します。

2 NEW CONTENTS( 新着データ ) インジケーター

点滅、点灯、消灯により、新着データに関する情報を示

します。

点滅：新着データ受信中。

点灯：新着データ受信完了。

消灯：新着データが 1 つ以上再生または削除された。

3 ACCESS( アクセス ) インジケーター

データ読み取り / 書き込みのため、内蔵 HDD( ハード

ディスクドライブ ) へのアクセスが行われているとき点滅

します。

4 ALARM( アラーム ) インジケーター

システムエラーが発生したとき点滅、点灯します。

点滅：修復可能なエラーが発生した。

点灯：修復不可能なエラーが発生した。

5 リモートコントロール受光部

本機をリモコン ( 付属 ) でコントロールするとき、リモコ

ンの先端をここに向けて操作します。

6 DC IN 12V(DC 電源入力 ) 端子

AC アダプター ( 付属 ) の DC ケーブルを接続します。

DC IN 12V

1 POWER インジケーター

2 NEW CONTENTS インジケーター

3 ACCESS インジケーター

5 リモートコン

トロール用受光部
6 DC IN 12V 端子

4 ALARM インジケーター
7各部の名称と働き
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本体後面

1 S VIDEO(S ビデオ出力 ) 端子 ( ミニ DIN 4 ピン )

再生ビデオを S ビデオ信号で出力します。

2 COMPOSITE(コンポジットビデオ出力 )端子(BNC

型 )

再生ビデオをアナログコンポジット信号で出力します。

3 G/Y、R/R － Y、B/B － Y( コンポーネントビデオ出力

) 端子 (BNC 型 )

再生ビデオをアナログコンポーネント信号で出力します。

Y/R － Y/B － Y 信号または RGB 信号のどちらを出力す

るかは、DIP スイッチにより設定します。

4 AUDIO OUT ( オーディオ出力 )1、2 端子 ( ピン

ジャック )

再生オーディオをアナログ信号で出力します。ステレオ

の場合は 1 端子から左チャンネルの音声、2 端子から右

チャンネルの音声が出力されます。

5 (ネットワーク)端子(RJ-45型モジュラージャッ

ク )

ネットワーク (Ethernet) 接続用の 100BASE-TX コネク

ターです。

ご注意

LAN ケーブルを使用するときは、安全のため、この端子

を過大電圧がかかる可能性のある周辺機器接続用コネク

ターには接続しないでください。

6 RS-232C/GPI(汎用インターフェース)端子(D-sub 

9 ピン、オス )

プラズマディスプレイ / ビデオモニターの D-sub 9 ピン

端子と接続します。

7 DIP( ディップ ) スイッチ

4 個のスイッチでビデオ出力信号のフォーマット、コン

ポーネントビデオ出力信号、およびリモコンに関する設

定を行います。スイッチバンク上方の DIP スイッチ設定

表に、各スイッチの位置 (1、2) と設定内容の関係が示

AUDIO OUTVIDEO OUT

RS-232C/GPI

COMPOSITE 1
VIDEO IRD REMOTE

NTSC
PAL

12
S VIDEO

G/Y

B/
B-Y

R/
R-Y

2

1
2

COMPONENT
RGB

ON
OFF

1
2

1 S VIDEO 端子

2 COMPOSITE 端子

3 G/Y、R/R － Y、B/B － Y 端子

5 ネットワーク端子

6 RS-232C/GPI 端子

4 AUDIO OUT 1、2 端子

7 DIP スイッチ
各部の名称と働き



されています。

VIDEO( ビデオ出力信号フォーマット / コンポーネント
ビデオ出力信号に関する設定 )

NTSC/PAL( 左端のスイッチ )：ビデオ出力信号の

フォーマットを選択します。

COMPONENT/RGB( 左から 2 番目のスイッチ )：G/

Y、R/R － Y、B/B － Y 端子から Y/R － Y/B － Y 信

号または RGB 信号のどちらを出力するかを設定しま

す。

IRD REMOTE( リモコンに関する設定 )

ON/OFF( 左から 3 番目のスイッチ )：リモコンからの操

作を受け入れる (ON) か受け入れない (OFF) かを設定

します。

1/2( 右端のスイッチ )：2 台の NSP-100 を使用する場

合、操作したい 1 台だけがリモコンに反応するよう

に、それぞれ別のリモコンコードを設定します。

◆ 詳しくは「準備」 （11 ページ）をご覧ください。

リモコン

ご注意

リモコンから NSP-100 本体を操作するためには、本体

後面の DIP スイッチとリモコンの設定が必要です。

◆ 詳しくは「準備」 （11 ページ）をご覧ください。

1 DISPLAY( 表示 ) ボタン

動画 / 静止画再生中：押すと、再生中の動画 / 静止画のタ

イトルが表示されます。もう一度押すと表示が消えま

す。

プレイリスト再生中：押すと、再生中プレイリストの何

番目のイベントであるかを示す数字が表示されます。

( 例：「0003/0010」は、10 のイベントのうち 3 番

目のイベントが現在再生中であることを示します。)

もう一度押すと表示が消えます。

2 LIST( リスト ) ボタン

待機画面表示時：押すと、最後に表示したリスト画面が

表示されます。以後は押すたびにリスト画面が切り換

わります。画面の切り換わり順は次のとおりです。

VIDEO IRD REMOTE
NTSC
PAL

1
2

1
2

COMPONENT
RGB

ON
OFF

1
2

DIP スイッチ設定表

1 2 3

4 5 6

7 8 9 0

DISPLAY

PAUSE

PLAY STOP

PUSH
ENTER

LIST MENU

1 DISPLAY ボタン

2 LIST ボタン

3 MENU ボタン

4 ENTER/b、B、v、V ボタン

5 STOP ボタン

6 順方向シャトル再生ボタン

7 数値ボタン

8 逆方向シャトル

再生ボタン

9 PAUSE ボタン

q; PLAY( 再生 ) ボタン

「プレイリスト」画面 ( プレイリストの一覧表示画面 )

「動画」( ファイルリスト ) 画面

「静止画」( ファイルリスト ) 画面
9各部の名称と働き
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プレイリスト再生中：押すと、該当プレイリストの詳細

が表示されます。もう一度押すと詳細表示が消えま

す。

3 MENU( メニュー ) ボタン

メニューが表示されていないとき：押すと、メニュー操

作モードに入り、「MENU」画面が表示されます。

メニューが表示されているとき：押すと、メニュー操作

モードから抜け、メニュー表示が消えます。

◆ メニューについて、詳しくは「操作」 （11 ページ）をご覧く

ださい。

4 ENTER( エンター )/b、B、v、V ボタン

中央を押すと ENTER ボタンとして働きます。また b、

B、v、V マークに近い部分を押すと、それぞれ b、B、v、

V ボタンとして働きます。

ENTER ボタン

「プレイリスト」画面、「動画」画面、または「静止画」

画面表示中：押すと、選択されている ( 反転表示され

ている ) プレイリスト、動画、または静止画が再生さ

れます。

メニュー表示中：押すと、反転表示されている項目の選

択が確定され、メニュー表示が切り換わります。

b、B、v、V ボタン

それぞれ次のように働きます。

a) ｢プレイリスト」画面、「動画」画面、または「静止画」画面。

b) メニューについて、詳しくは「操作」 （11 ページ）をご覧ください。

c) 画面調整について、詳しくは 21 ページをご覧ください。

5 STOP( 停止 ) ボタン

再生中に押すと、再生が停止されます。

6 順方向シャトル再生ボタン ( )

動画再生中に押すと、順方向でのシャトル ( 高速 ) 再生に

切り換わります。

シャトル再生中、オーディオはミュートされます。

7 数値ボタン (0 ～ 9)

表示された項目の選択、数値の設定、パスワードの入力

などに使用します。

「プレイリスト」画面、「動画」画面、または「静止画」

画面表示中：押して番号を入力すると、対応する番号

のプレイリスト、動画ファイル、または静止画ファイ

ルが選択されます ( 反転表示になります )。

「MENU」画面表示中：押して番号を入力すると、対応す

る番号の項目が選択されて画面が切り換ります。

8 逆方向シャトル再生ボタン ( )

動画再生中に押すと、逆方向でのシャトル ( 高速 ) 再生に

切り換わります。

シャトル再生中、オーディオはミュートされます。

9 PAUSE( 一時停止 ) ボタン

再生中に押すと、再生が一時停止されます。もう一度押

すと一時停止が解除され、再生に戻ります。

q; PLAY( 再生 ) ボタン

待機画面表示時：押すと、PLAY ボタンワンタッチ再生

が指定されたプレイリストが再生されます。

◆ PLAY ボタンワンタッチ再生について、詳しくは 14 ページ

をご覧ください。

再生一時停止中 : 押すと、一時停止が解除されて再生に戻

ります。

「プレイリスト」画面、「動画」画面、または「静止画」

画面の表示中：選択されているプレイリスト、動画ま

たは静止画が再生されます。

ボタン リスト画面

表示中 a)

メニュー表示中 b) 画面調整モード時 c)

b 前のページ

に移行する

選択されている項目

の設定を切り換える

画面の位置を左へ移

動する / 画面の幅を

縮小する

B 次のページ

に移行する

選択されている項目

の設定を切り換える

画面の位置を右へ移

動する / 画面の幅を

拡大する

v 1 つ上の行

を選択する

1 つ上の項目を選択

する

画面の位置を上へ移

動する / 画面の高さ

を拡大する

V 1 つ下の行

を選択する

1 つ下の項目を選択

する

画面の位置を下へ移

動する / 画面の高さ

を縮小する
各部の名称と働き



操作

準備
ここでは、必要な接続 (27 ページ参照 ) を行った後、付属

のリモコンで NSP-100 本体を操作するための準備につ

いて説明します。

◆ プレイリスト編集、コンテンツ配信などの機能を使用するに

は、ネットワーク プレーヤー マネージメント ソフトウェア

BZNP-100LE ( 付属品 ) /BZNP-100 ( 別売品 ) 1) のヘルプを

ご覧ください。

1) 以下、本書ではこれら BZNP-100LE ( 付属品 ) /BZNP-100 ( 別売品 )

のソフトウェアを「BZNP-100 Software 」と総称します。

リモコンを準備する
出荷時、リモコンにはリチウム電池 CR2025 と絶縁フィ

ルムが入っています。絶縁フィルムを抜き取ると、電池

を使用できる状態になります。

電池を交換するときは

図のようにリモコン裏面にある電池ホルダーを引き出し

ます。リチウム電池 CR2025 の＋面を上にして入れ、電

池ホルダーを元通りに差し込みます。

ご注意

電池の交換は、正しい方法で行わないと電池が破裂する

危険性があります。

電池を交換するときは、必ず同じ電池 (CR2025) または

メーカーの推奨する同等品をご使用ください。

本体の DIP スイッチとリモコンを設
定する
リモコンで NSP-100 本体を操作するときは、本体後面

にある DIP スイッチのうち、左から 3 番目のスイッチを 

1 側 (ON) にしておきます。

また、右端のスイッチによるコード番号の設定に合わせ

て、リモコンを次のように設定します。

コード番号が 1( スイッチの設定が 1 側 ) の場合：リモ

コンの STOP ボタンと PAUSE ボタンを押したまま、

数値ボタンの「1」を押す。

コード番号が 2( スイッチの設定が 2 側 ) の場合：リモ

コンの STOP ボタンと PAUSE ボタンを押したまま、

数値ボタンの「2」を押す。

1 台のリモコンで 2 台の NSP-100 ユニットを操作する
ときは

一方の NSP-100 ユニットのコード番号を 1 に設定し、

他方のユニットのコード番号を 2 に設定します。操作対

象を切り換えるには、前記のようにしてそのつどリモコ

ンの設定を変更します。

1
2

ON (1 側 ) に設定

このスイッチの設定に応じて、リ

モートコントローラーの STOP ボタ

ンとPAUSEボタンを押したまま、数

値ボタンの「1」または「2」を押す。
11準備



12
起動と初期設定
本機にディスプレイを接続し、初めて電源を入れると起

動中画面に続いて言語選択画面が表示されます。

r

ご注意

･ 本体後面の DIP スイッチ（8 ページ参照）で、ビデオ

出力信号のフォーマットとして PAL を選択している場

合は、言語の選択はできません。「初期設定」画面が表

示されます。

･ 本機を日本語でご使用の場合は、必ず NTSC を選択し

てください。

言語選択画面が表示されたら、リモコンを使用して以下

のように操作します。

1 b、B ボタンで、使用するメニュー言語を選択し

ENTER ボタンを押す。

言語の選択が確定し、「初期設定」画面が表示されま

す。

2 「1. システム日時設定」が選択された状態で、

ENTER ボタンを押す。

日時の設定ができるようになります。

3 b、B ボタンを使用して設定対象（年月日、時間）を

選択する。

ご注意

システムの内蔵時計により動作する機能があります

ので、必ず日付と時刻を設定してください。

4 数値ボタンで設定したい値を入力する。

または、v または V ボタンを押して設定値を増減す

る。

5 日時を設定し終わるまで手順 3 と 4 を繰り返す。

6 日時の設定が終了したら、ENTER ボタンを押す。

7 以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「2」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「2. IP アドレス設

定」を選択し、ENTER ボタンを押す。

IP アドレスの設定を自動にするか、固定にするかの

選択ができるようになります。

8 ネットワーク環境と運用状況に応じて、b、B ボタン

を使用して「自動」または「固定」を選択し、

ENTER ボタンを押す。

「自動」を選択すると

画面が以下のように変わります。
起動と初期設定



この場合は、手順 14 に進む。

「固定」を選択すると

画面が以下のように変わります。

この場合は、手順 9 に進む。

9 v、V ボタンで設定したい項目を選択し、ENTER ボ

タンを押す。

選択した項目の設定が可能になります。

10 b、B ボタンを使用して、選択した項目の設定ブロッ

クを選択する。

11 数値ボタン (0 ～ 9) で設定値を入力する。

または、v、V ボタンで設定値を増減する。

◆ 入力する設定値については、システム管理者にお問い合

わせください。

12 ENTER ボタンを押す。

選択した項目の設定が確定します。

13 必要なすべての項目の設定が終わるまで手順9～12を

繰り返す。

14 MENU ボタンを押す。

設定を有効にするために、本機をリセットするかど

うかを確認するメッセージが表示されます。

15 直ぐリセットする場合は「はい」を、後でリセット

する場合は「いいえ」を選択し ENTER ボタンを押

す。

「はい」を選択した場合はリセット後に、「いいえ」

を選択した場合は直ちに、待機画面が表示されます。

待機画面のデザインを変更するには

BZNP-100 Software を使用します。

◆ 詳しくは、BZNP-100 Software のヘルプをご覧ください。
13起動と初期設定



14

「
MENU」画面を表示す
る
待機画面で MENU ボタンを押します。

「MENU」画面が表示されます。

「MENU」画面では、次に表示したい画面を選択すること

ができます。

選択できる画面は次表のとおりです。

｢ MENU ｣画面から抜けるには

MENU ボタンを押します。

ご注意

メニュー画面を表示している状態で、およそ 5 分間リモ

コン操作が行われないと待機画面に戻ります。

異常の表示

本機の内部温度異常などが検出されると、メニュー画面

左下にアラームアイコンが表示されます。

◆ 詳しくは、30 ページをご覧ください。

プレイリストを再生する
「プレイリスト」画面で希望のプレイリストを選択して再

生することができます。

また、以下の指定をすることができます。

･ 自動電源オン再生

本機の電源を入れると自動的に再生が開始するプレイリ

スト

･ PLAY ボタンワンタッチ再生

待機画面で PLAY ボタンを押すと直ぐに再生が開始す

るプレイリスト

◆ これらの指定の方法については、「「プレイリストのモード設

定」を行う」 （20 ページ）をご覧ください。

希望のプレイリストを選択して再生するには、以下のよ

うに操作します。

1 「MENU」画面で以下のいずれかの操作を行う。

･  数値ボタンの「1」を押す。

･ v または V ボタンを使用して「1. プレイリスト」

を選択し、ENTER ボタンを押す。

「プレイリスト」画面が表示されます。

1) 新着プレイリスト表示は、前回のプレイリスト表示後に追加さ

れたプレイリストを示します。

2) 表示例です。実際にこの表示がある場合は、本機に電源を入れ

たときに再生が開始しています。

選択できる画面 詳細参照箇所

1. 「プレイリスト」画面 「プレイリストを再生する」 （14 ペー

ジ）

2.「動画」画面 「動画ファイルを再生する」 （15 ペー

ジ）

3.「静止画」画面 「静止画ファイルを再生する」 （16

ページ）

4. 「ファイルの削除」画面 「不要なプレイリストやファイルを削

除する」 （16 ページ）

0. 「環境設定」画面 「動作に関する設定を行う（環境設

定）」 （18 ページ）

アラームアイコン

1

2

3

1新着ファイル表示 1)

2自動電源オン再生表示２）

3 PLAY ボタンワンタッチ再生表示
「MENU」画面を表示する / プレイリストを再生する



2 v、V ボタンを使用して、再生したいプレイリストを

選択する。

3 ENTER ボタンまたは PLAY ボタンを押す。

選択したプレイリストの再生が開始します。

再生が完了すると、「プレイリスト」画面に戻りま

す。

再生を途中で停止するには
STOP ボタンを押す。

再生が停止し、「プレイリスト」画面が表示されま

す。

ご注意

BZNP-100 Software で設定したスケジュールに基づく

プレイリストの自動再生中にリモコンなどで再生を停止

させた場合、約 5 分間リモコン操作が行われないと待機

画面に戻ります。この状態で、プレイリスト再生スケ

ジュールで設定された時間がくると該当プレイリストの

自動再生が開始します。

プレイリスト再生中にイベントのタ
イトルを表示するには
LIST ボタンを押します。

再生中のプレイリストを構成するイベントのタイトルが

表示されます。

プレイリスト再生画面に戻るには

LIST ボタンを押します。

希望のイベントを先頭から再生するには

v または V ボタンを使用してイベントを選択し、ENTER

ボタンまたは PLAY ボタンを押します。

動画ファイルを再生する
「動画」画面で希望の動画ファイルを選択して再生するこ

とができます。

以下のように操作します。

1 「MENU」画面で以下のいずれかの操作を行う。

･  数値ボタンの「2」を押す。

･ v または V ボタンを使用して「2. 動画」を選択

し、ENTER ボタンを押す。

「動画」画面が表示されます。

ページを切り換えるには
「動画」画面が複数ページにわたっている場合にペー

ジを切り換えるには、b または B ボタンを押す。

2 ▲、▼ボタンを使用して、再生したい動画ファイル

を選択する。

3 ENTER ボタンまたは PLAY ボタンを押す。

選択した動画ファイルの再生が開始します。

再生が完了すると、「動画」画面に戻ります。

再生を途中で停止するには
STOP ボタンを押す。

再生が停止し、「動画」画面が表示されます。

静止画ファイル表示

動画ファイル表示動画ファイル表示

新着動画

ファイル表示
15動画ファイルを再生する



16
静止画ファイルを再生す
る

「静止画」画面で希望の静止画ファイルを選択して再生す

ることができます。

以下のように操作します。

1 「MENU」画面で以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「3」を押す。

･ ▲または▼ボタンを使用して「3. 静止画」を選択

し、ENTER ボタンを押す。

「静止画」画面が表示されます。

ページを切り換えるには
「静止画」画面が複数ページにわたる場合にページを

切り換えるには、b または B ボタンを押す。

2 ▲、▼ボタンを使用して、再生したい静止画ファイ

ルを選択する。

3 ENTER ボタンまたは PLAY ボタンを押す。

選択した静止画ファイルが再生されます。

再生を終了するには
STOP ボタンを押す。

再生が終了し「静止画」画面に戻ります。

不要なプレイリストや
ファイルを削除する
不要になったプレイリストや動画ファイル、静止画ファ

イルを削除することができます。

不要なプレイリストを削除する
以下のように操作します。

1 「MENU」画面で以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「4」を押す。

･ ▲または▼ボタンを使用して「4. ファイルの削除」

を選択し、ENTER ボタンを押す。

パスワード設定済みの場合は
パスワード入力ウィンドウが表示されます。

この場合は、数値ボタンでパスワードを入力して、

ENTER ボタンを押す。

「ファイルの削除」画面が表示されます。

新着静止画

ファイル表示
静止画ファイルを再生する / 不要なプレイリストやファイルを削除する



2 以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「1」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ ▲または▼ボタンを使用して「1. プレイリスト」

を選択し、ENTER ボタンを押す。

「プレイリスト削除」画面が表示されます。

ページを切り換えるには
「プレイリスト削除」画面が複数ページにわたってい

る場合にページを切り換えるには、b または B ボタ

ンを押す。

3 ▲、▼ボタンを使用して、削除したいプレイリスト

を選択する。

4 ENTER ボタンを押す。

削除を実行してよいかの確認を求めるメッセージが

表示されます。

選択されたプレイリストの詳細画面がバックグラウ

ンドに表示されます。

ご注意

「環境設定」画面で「2. 削除時に確認」の設定が「し

ない」になっている場合は、この確認のメッセージ

は表示されません。

5 b または B ボタンを使用して「はい」または「いい

え」を選択し、ENTER ボタンを押す。

･「はい」：手順 3 で選択したプレイリストが削除さ

れる。

･「いいえ」：プレイリストの削除は行われず、手順 4

実行前の画面に戻る。

不要な動画ファイルや静止画ファイ
ルを削除する
以下のように操作します。

1 前記「不要なプレイリストを削除する」の手順 1 を実

行する。

「ファイルの削除」画面が表示されます。

2 以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「2」または「3」を押した後、

ENTER ボタンを押す。

･ v または V ボタンを使用して「2. 動画」または

「3. 静止画」を選択し、ENTER ボタンを押す。

選択に応じて、「動画削除」画面または「静止画削

除」画面が表示されます。 
17不要なプレイリストやファイルを削除する



18
ページを切り換えるには
「動画削除」画面または「静止画削除」画面が複数

ページにわたっている場合にページを切り換えるに

は、b または B ボタンを押す。

3 v、V ボタンを使用して、削除したい動画ファイルま

たは静止画ファイルを選択する。

4 ENTER ボタンを押す。

削除を実行してよいかの確認を求めるメッセージが

表示されます。

削除対象ファイルがバックグラウンドに再生されま

す。動画ファイルの場合は、ファイルの最後まで再

生されると静止画になります。

ご注意

「環境設定」画面で「2. 削除時に確認」の設定が「し

ない」になっている場合は、この確認のメッセージ

は表示されません。

5 b または B ボタンを使用して「はい」または「いい

え」を選択し、ENTER ボタンを押す。

･「はい」を選択した場合は、手順 3 で選択した動画

ファイルまたは静止画ファイルが削除されます。

･「いいえ」を選択した場合は、ファイルの削除は行

われず、手順 4 実行前の画面に戻ります。

動作に関する設定を行う
（環境設定）

本機の動作に関する設定を行うには、「環境設定」画面を

表示します。

「環境設定」画面を表示する
「環境設定」画面を表示するには、「MENU」画面で以下

のいずれかの操作を行います。

･ 数値ボタンの「0」を押す。

･ v または V ボタンを使用して「0. 環境設定」を選択し、

ENTER ボタンを押す。

「環境設定」画面が表示されます。 

「環境設定」画面から選択できる設定

「環境設定」画面から選択できる設定は以下のとおりで

す。詳細については、それぞれの参照ページをご覧くだ

さい。

選択できる設定 設定の内容 参照ページ

「1. システム日時設定」 システム日時を設定し

ます。

19 ページ

「2. 削除時に確認」 プレイリスト、動画、

静止画を削除するとき

に、確認メッセージを

表示するかどうかの設

定を行います。

19 ページ
動作に関する設定を行う（環境設定）



「環境設定」画面から抜けるには

MENU ボタンを押します。

システム日時を設定する
システム日時を設定するには、以下のように操作します。

1 「環境設定」画面で以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「1」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「1. システム日時設

定」を選択し、ENTER ボタンを押す。

日時の設定ができるようになります。

2 b、B ボタンを使用して設定対象（年月日、時間）を

選択する。

3 数値ボタンで設定したい値を入力する。

または、v または V ボタンを押して設定値を増減す

る。

4 設定が終了したら、ENTER ボタンを押す。

設定が完了します。

「削除時に確認」の設定をする

不要ファイルやプレイリストを削除するとき、削除実行

前に確認メッセージを表示するかどうかを設定するには、

以下のように操作します。

1 「環境設定」画面で以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「2」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「2. 削除時に確認」

を選択し、ENTER ボタンを押す。

設定の変更が可能になります。

2 b、B ボタンを使用して、「する」または「しない」

を選択する。

･「する」：削除実行前に確認メッセージが表示され

る。

･「しない」：削除実行前に確認メッセージが表示さ

れない。

3 ENTER ボタンを押す。

設定が確定します。

「ブレイク中の表示」の設定をする
プレイリストのブレイク（次のイベント再生待ち）中に、

最後の静止画を表示するかブラック画を表示するかの設

定を行います。

以下のように操作します。

1 「環境設定」画面で以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「3」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「3. ブレイク中の表

示」を選択し、ENTER ボタンを押す。

設定の変更が可能になります。

「3. ブレイク中の表示」 プレイリストのブレイ

ク（次のイベント再生

待ち）中に、最後の静

止画を表示するかブ

ラック画を表示するか

の設定を行います。

19 ページ

「4. 送出ログを保存」 再生を実行したときの

ログを保存するかどう

かの設定を行います。

20 ページ

「5. プレイリストのモー

ド設定」

プレイリストに自動電

源オン再生 /PLAY ボ

タンワンタッチ再生

モードの設定を行いま

す。

20 ページ

「6. MENU 画面調整」 メニュー画面の位置と

サイズを調整します。

21 ページ

「7. システム管理者設定」 システム管理者設定を

行います。

22 ページ

選択できる設定 設定の内容 参照ページ
19動作に関する設定を行う（環境設定）
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2 b、B ボタンを使用して「スチル」（静止画）、「ブ

ラック」（無表示）のいずれかを選択する。

3 ENTER ボタンを押す。

設定が確定します。

「送出ログを保存」の設定をする
本機からの再生画送出ログを保存しておくかどうかを選

択します。

送出ログは、BZNP-100 Software を使用して管理しま

す。

◆ 詳しくは、BZNP-100 のヘルプをご覧ください。

以下のように操作します。

1 「環境設定」画面で以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「4」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「4. 送出ログの保

存」を選択し、ENTER ボタンを押す。

設定変更が可能になります。

2 b、B ボタンを使用して「する」、「しない」のいずれ

かを選択する。

･「する」：送出ログを保存する。

･「しない」：送出ログを保存しない。

3 ENTER ボタンを押す。

設定が確定します。

「プレイリストのモード設定」を行う
選択したプレイリストに以下の設定をすることができま

す。

･ 自動電源オン再生

本機の電源を入れると自動的に再生が開始するプレイリ

スト

･ PLAY ボタンワンタッチ再生

待機画面で PLAY ボタンを押すと直ぐに再生が開始す

るプレイリスト

これらの指定によるプレイリスト再生を開始すると、

STOP ボタンを押すまで繰り返し再生が行われます。

STOP ボタンを押すと、待機画面に戻ります。

以下のように操作します。

1 「環境設定」画面で以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「5」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「5. プレイリストの

モード設定」を選択し、ENTER ボタンを押す。

「プレイリストのモード設定」画面が表示されます。

ページを切り換えるには
「プレイリストのモード設定」画面が複数ページにわ

たっている場合にページを切り換えるには、b また

は B ボタンを押す。

2 v、V ボタンを使用して設定対象プレイリストを選択

し、ENTER ボタンを押す。

プレイリストのモード設定用ウィンドウが表示され

ます。
動作に関する設定を行う（環境設定）



3 v、V ボタンを使用して「電源オン」または「ワン

タッチ」のいずれかを選択する。

･「電源オン」：自動電源オン再生

･「ワンタッチ」：PLAY ボタンワンタッチ再生

既存の設定を取り消すには
「未設定」を選択する。

4 ENTER ボタンを押す。

設定が確定します。

画面調整を行う
メニュー画面の位置またはサイズを調整するには、以下

のように操作します。

1 「環境設定」画面で以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「6」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ ▲または▼ボタンを使用して「6. MENU 画面調

整」を選択し、ENTER ボタンを押す。

「位置調整 / サイズ調整」選択ウィンドウが表示され

ます。

画面の位置とサイズを初期設定に戻すには
「初期設定に戻す」を選択し、ENTER ボタンを押し

てから手順 6 に進む。

2 v、V ボタンを使用して「位置調整」または「サイズ

調整」のいずれかを選択し、ENTER ボタンを押す。

選択された項目の表示色が変わります。

調整順序
通常は、まず「位置調整」を選択して画面左上隅の

位置合わせをしてから、サイズ調整に進むことをお

勧めします。

3 画面の位置またはサイズを調整する。

･「位置調整」が選択されているときは、v、V、b、

B ボタンを使用して画面位置を上下左右に調整す

る。

カッコ内に横位置と縦位置の座標値が表示されま

す。

･「サイズ調整」が選択されているときは、v、V ボ

タンで画面の高さを拡大 / 縮小し、b、B ボタンで

画面の幅を縮小 / 拡大する。

カッコ内に幅と高さのピクセル数が表示されます。

調整を取り消してメニュー画面から抜けたいときは
MENU ボタンを押す。

4 ENTER ボタンを押す。

調整値が設定され、調整項目選択画面に戻ります。

5 必要に応じて、手順 2 ～ 4 を繰り返してもうひとつの

項目を調整する。

6 必要な調整が終わったら、v ボタンで「確定」を選択

し、ENTER ボタンを押す。

調整結果が画面に反映されます。
21動作に関する設定を行う（環境設定）



22
システム管理者設定
システム管理者設定を行うには「システム管理者設定」

画面表示します。

「システム管理者設定」画面を表示す
る

「システム管理者設定」画面を表示するには、「環境設定」

画面で以下のいずれかの操作を行います。

･ 数値ボタンの「7」を押した後、ENTER ボタンを押

す。

･ v または V ボタンを使用して「7. システム管理者設定」

を選択し、ENTER ボタンを押す。

パスワード設定済みの場合は

パスワード入力ウィンドウが表示されます。

この場合は、数値ボタンでパスワードを入力して ENTER

ボタンを押す。

「システム管理者設定」画面が表示されます。

「環境設定」画面に戻るには

以下のいずれかの操作を行います。

･ 数値ボタンの「1」を押した後、ENTER ボタンを押

す。

･ v または V ボタンを使用して「1. 環境設定に戻る」を

選択し、ENTER ボタンを押す。

「システム管理者設定」画面から選択できる設定

「システム管理者設定」画面から選択できる設定は以下の

とおりです。詳細については、それぞれの参照ページを

ご覧ください。

「ネットワーク設定」を行う
ネットワークに関する設定を行うには、以下のように操

作します。

1 「システム管理者設定」画面で以下のいずれかの操作

を行う。

･ 数値ボタンの「2」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「2. ネットワーク設

定」を選択し、ENTER ボタンを押す。

「ネットワーク設定」画面が表示されます。

「システム管理者設定」画面に戻るには
以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「1」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「1. システム管理者

設定に戻る」を選択し、ENTER ボタンを押す。

2 以下のいずれかの操作を行う。

選択できる設定 設定の内容 参照ページ

「2. ネットワーク設定」 ネットワークに関する設定

を行います。

22 ページ

「3. RS-232C 設定」 RS-232C/GPI 端子とプラ

ズマディスプレイに関する

設定を行います。

23 ページ

「4. 言語設定」 メニュー言語として日本語

または英語を選択します。

24 ページ

「5. 自動削除を使用」 自動削除日が設定されてい

るファイルの自動削除を有

効にするか、無効にするか

を選択します。

25 ページ

「6. 全データ削除」 本機の全データを削除しま

す。

25 ページ

「7. パスワード設定」 パスワードを設定します。 25 ページ
システム管理者設定



･ 数値ボタンの「2」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「2. IP アドレス設

定」を選択し、ENTER ボタンを押す。

IP アドレスの設定を自動にするか、固定にするかの

選択ができるようになります。

3 ネットワーク環境と運用状況に応じて、b、B ボタン

を使用して「自動」または「固定」を選択し、

ENTER ボタンを押す。

「自動」を選択すると

画面が以下のように変わります。

この場合は、手順 9 に進む。

「固定」を選択すると

画面が以下のように変わります。

この場合は、手順 4 に進む。

4 v、V ボタンで設定したい項目を選択し、ENTER ボ

タンを押す。

選択した項目の設定が可能になります。

5 b、B ボタンを使用して、選択した項目の設定ブロッ

クを選択する。

6 数値ボタン (0 ～ 9) で設定値を入力する。

または、v、V ボタンで設定値を増減する。

◆ 入力する設定値については、システム管理者にお問い合

わせください。

7 ENTER ボタンを押す。

選択した項目の設定が確定します。

8 必要なすべての項目の設定が終わるまで手順 4 ～ 7 を

繰り返す。

9 以下のいずれかの操作を行う。

･ メニュー表示から抜けるときは、MENU ボタンを

押す。

･「システム管理者設定」画面に戻るときは、数値ボ

タンの「1」を押すか、v または V ボタンを使用

して「1. システム管理者設定に戻る」を選択し、

ENTER ボタンを押す。

新しいネットワーク設定を有効にするために、本機

をリセットするかどうかを確認するメッセージが表

示されます。

10 直ぐリセットする場合は「はい」を、後でリセット

する場合は「いいえ」を選択する。

「はい」を選択した場合はリセット後に、「いいえ」

を選択した場合は直ちに、待機画面または「システ

ム管理者設定」画面に戻ります。

「RS-232C 設定」を行う

「RS-232C 設定」画面から、以下の制御に関する選択を

行うことができます。

･ プロトコル制御

制御用の専用プロトコルを使用するとき選択します。

･ メンテナンス
23システム管理者設定
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RS-232C/GPI 端子をメンテナンス用に使用するとき選

択します。

･ 外部機器制御

RS-232C/GPI 端子を外部機器からの制御用に使用する

とき選択します。

･ プラズマ制御

プラズマディスプレイを使用するとき選択します。

以下のように操作します。

1 「システム管理者設定」画面で以下のいずれかの操作

を行う。

･ 数値ボタンの「3」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「3. RS-232C 設定」

を選択し、ENTER ボタンを押す。

「RS-232C 設定」画面が表示されます。

「システム管理者設定」画面に戻るには
以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「1」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「1. システム管理者

設定に戻る」を選択し、ENTER ボタンを押す。

2 以下のいずれかの操作を行う。

･ 数値ボタンの「2」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「2. 設定」を選択

し、ENTER ボタンを押す。

設定変更が可能になります。

3 b、B ボタンを使用して希望の設定を選択し、

ENTER ボタンを押す。

･「プラズマ制御」以外を選択をしたときは、設定が

確定します。

･「プラズマ制御」を選択したときは、手順 4 に進

む。

4 b、B ボタンを使用して、制御するプラズマディスプ

レイを選択し ENTER ボタンを押す。

設定が確定します。

「RS-232C 設定」画面から抜けるには

以下のいずれかの操作を行います。

･ MENU ボタンを押す。

･ 数値ボタンの「1」を押すか、v または V ボタンを使用

して「1. システム管理者設定に戻る」を選択し、

ENTER ボタンを押す。

新しい RS-232C 設定を有効にするために、本機をリセッ

トするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

直ぐリセットする場合は「はい」を、後でリセットする

場合は「いいえ」を選択してください。

「はい」を選択した場合はリセット後に、「いいえ」を選

択した場合は直ちに、待機画面または「システム管理者

設定」画面に戻ります。

「言語設定」を行う

メニュー言語として日本語または英語を選択することが

できます。

ご注意

･ 日本語で使用する場合は、日本語を選択してください。

英語を選択すると、日本語のタイトルやテロップは文字

化けします。
システム管理者設定



･ 本体後面の DIP スイッチで、ビデオ出力信号のフォー

マットとして PAL を選択している場合は、日本語を選

択することはできません。

以下のように操作します。

1 「システム管理者設定」画面で以下のいずれかの操作

を行う。

･ 数値ボタンの「4」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「4. 言語設定」を選

択し、ENTER ボタンを押す。

設定変更が可能になります。

2 b、B ボタンを使用して、メニュー言語として「日本

語」または「英語」を選択する。

3 ENTER ボタンを押す。

設定が確定します。

「自動削除を使用」の設定を行う
自動削除日が設定されているファイルの自動削除を有効

にするか、無効にするかを選択します。

◆ 自動削除の設定について詳しくは、BZNP-100 Software の

ヘルプをご覧ください。

以下のように操作します。

1 「システム管理者設定」画面で以下のいずれかの操作

を行う。

･ 数値ボタンの「5」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「5. 自動削除を使

用」を選択し、ENTER ボタンを押す。

設定変更が可能になります。

2 b、B ボタンを使用して以下のいずれかを選択する。

･「する」：自動削除の設定を有効にする。

･「しない」：自動削除の設定を無効にする。

3 ENTER ボタンを押す。

設定が確定します。

「全データ削除」を行う
配信されたファイルおよび送出ログなどを削除します。

以下のように操作します。

1 「システム管理者設定」画面で以下のいずれかの操作

を行う。

･ 数値ボタンの「6」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「6. 全データ削除」

を選択し、ENTER ボタンを押す。

全データ削除を実行してよいかの確認を求めるメッ

セージが表示されます。

2 b または B ボタンを使用して「はい」または「いい

え」を選択し、ENTER ボタンを押す。

･「はい」：本機の全データが削除される。

･「いいえ」：全データ削除は実行されず、元の画面

に戻る。

「パスワード設定」を行う
以下のように操作します。
25システム管理者設定
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1 「システム管理者設定」画面で以下のいずれかの操作

を行う。

･ 数値ボタンの「7」を押した後、ENTER ボタンを

押す。

･ v または V ボタンを使用して「7. パスワード設

定」を選択し、ENTER ボタンを押す。

「パスワード設定」ウィンドウが表示されます。

2 数値ボタンで 4 桁のパスワードを入力し、ENTER ボ

タンを押す。

入力を修正するには
b ボタンを押す。

押すたびに 1 文字削除して前の桁に戻ります。

3 手順 2 で入力したパスワードをもう一度入力し、

ENTER ボタンを押す。

パスワードが設定されます。

パスワードの設定を解除するには

手順 2 と 3 で何も入力せずに ENTER ボタンを押します。
システム管理者設定



接続

電源を接続する
付属の AC アダプターと AC ケーブルを使用して図のよ

うに接続します。

システム接続例

ネットワークを介してコンテンツおよびプレイリストを
配信する場合

DC IN 12V 端子へ

DC ケーブル

AC 入力端子へ

AC100V 電源へ

AC アダプター

AC ケーブル

ご注意 

・このシステムを運用するためには、BZNP-100 Software

が必要です。

・接続用ケーブルは本機の付属品ではありません。

ビデオ入力端子

プラズマディスプレイ /

ビデオモニター

RS-232C

ビデオ出力端子

(Y/R － Y/B － Y、

RGB、S VIDEO、

COMPOSITE)

AUDIO OUT 

1、2 RS-232C/GPI

( ネットワーク )

Ethernet

オーディオ

モニターシステム
27電源を接続する / システム接続例
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ネットワークを介して複数台の NSP-100 にコンテンツ
およびプレイリストを配信する場合

ご注意 

・BZNP-100 Software をコンピューターにインストールす

る必要があります。

・接続用ケーブルは本機の付属品ではありません。

コンピューター

Ethernet

ビデオモニター

オーディオモニター

NSP-100

ビデオモニター

オーディオモニター

NSP-100

ビデオモニター

オーディオモニター

NSP-100
システム接続例



その他

本機の性能を保持するた
めに

使用・保管場所

次のような場所での使用および保管は避けてください。

･ 極端に寒いところや暑いところ（使用温度は 5°C ～

40°C です。）

･ 直射日光が長時間当たるところや暖房器具の近く（真夏

の窓を締め切った自動車内では 50°C を越えることがあ

りますので、ご注意ください。）

･ 湿気、ほこりの多いところ

･ 激しく振動するところ

･ 強い磁気を発生するものの近く

･ 強力な電波を発生するテレビ、ラジオの送信所の近く

水平位置で使用してください

本機は水平位置で使用するように設計してあります。垂

直にしたり、極端に（20° 以上）傾けて使うことは避け

てください。

強い衝撃を与えないでください

落としたりして強い衝撃を与えると故障することがあり

ます。

通風口をふさがないようにしてください

温度上昇を防ぐため、動作中に布などで包まないでくだ

さい。

お手入れ

キャビネットやパネルの汚れは、乾いた柔らかい布で軽

くふきとってください。汚れがひどいときは、中性洗剤

溶液を少し含ませた布で汚れをふきとり、乾いた布で仕

上げてください。アルコール、ベンジン、シンナー、殺

虫剤など、揮発性のものをかけると、変質したり塗装が

はげたりすることがあります。

輸送のときは

付属のカートン、または同等品で梱包し、急激な衝撃を

与えないように注意してください。

保証書とアフターサービ
ス

保証書

･ この製品には保証書が添付されていますので、お買い上

げの際お受け取りください。

･ 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切

に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお確かめください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店またはお近くのソニーのサービス窓口にご

相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有

料修理させていただきます。

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不

明な点は、お買い上げ店またはお近くのソニーのサービ

ス窓口にお問い合わせください。
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アラームアイコンの表示
本機の動作保証温度は、5 ℃～ 40 ℃です。この温度範囲

外でご使用になると、本機の寿命短縮や内蔵ハードディ

スクの故障の原因になります。

本機の内部温度異常などが検出されると、メニュー画面

左下に以下のアイコンが表示されます。

仕様

一般

電源 DC12V、 AC アダプターから供給

消費電力 18 Ｗ

動作温度 5 ℃～ 40 ℃

保存温度 － 20 ℃～＋ 55 ℃

質量 約 1kg

外形寸法 180 × 44 × 130 mm

（幅 / 高さ / 奥行き）

ハードディスク容量

40GB

システム

ビデオ圧縮方式 MPEG2 MP@ML

オーディオ圧縮方式

MPEG1（Layer2)

映像信号 NTSC/PAL

記録時間 9 時間（8Mbps)、18 時間（4Mbps)

入・出力端子

映像出力

COMPOSITE BNC 型 (1)、1Vp-p (75Ω 不平衡）

S VIDEO ミニ DIN 4 ピン (1)

Y： 1Vp-p (75Ω 不平衡）

C： 0.286Vp-p (NTSC)/0.3Vp-p 

(PAL) (75Ω 不平衡）

G/Y、R/R － Y、B/B － Y

BNC 型 (3)

コンポーネント選択時

Y： 1Vp-p (75Ω 不平衡）

R － Y： 1Vp-p (NTSC)/0.7Vp-p 

(PAL) (75Ω 不平衡）

B － Y： 1Vp-p (NTSC)/0.7Vp-p 

(PAL) (75Ω 不平衡）

 RGB 選択時

R： 1Vp-p (75Ω 不平衡）

G： 1Vp-p (75Ω 不平衡）

B： 1Vp-p (75Ω 不平衡）

表示 意味と対処

高温警告

内部温度が 50 ℃～ 64 ℃に上昇しています。

g・上面および底面の通風孔がふさがれていないか確

認してください。

・周囲の温度を確認してください。

高温異常

内部温度が 65 ℃以上に上昇しています。

g・上面および底面の通風孔がふさがれていないか確

認してください。

・周囲の温度を確認してください。

低温警告

内部温度が 1 ℃～ 5 ℃に低下しています。

g周囲の温度を確認してください。

低温異常

内部温度が 0 ℃以下に低下しています。

g周囲の温度を確認してください。

ＨＤＤ 警告

内蔵ハードディスクの機能が低下しています。なるべ

く早く交換してください。

gお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡

ください。

ＨＤＤ 異常

内蔵ハードディスクが動作不能になりました。交換し

てください。

gお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡

ください。

ファン停止

本機内部のファンが停止しています。

放置しておくと、内部温度が上昇し故障の原因になり

ます。

gお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡

ください。

リモコン拒否

リモコンによる操作を行えません。

（BZNP-100 Software によりコントロールされている

ときなど )
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音声出力

AUDIO OUT ピンジャック (2)、－ 11dBu ( 不平衡）

ネットワーク

100BASE-TX/10BASE-T

RJ-45 型 (1)

その他

RS-232C/GPI D-sub 9 ピン（オス） (1)

RS-232C 選択時

RS232C 規格準拠

GPI 選択時

入力 (4)、TTL レベル

出力 (4)、 オープンコレクター

付属品

リモコン RM-NSP1、DC3V（ボタン電池 CR2025 付

属） (1)

AC アダプター (1)

AC ケーブル (1)

オペレーションガイド (1)

CD-ROM（取扱説明書、BZNP-100LE ネットワークプ

レーヤーマネージメントソフトウェアなどを収録 ) (1)

保証冊子 (1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが

ありますが、ご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会

（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。

この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こす

ことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講

ずるよう要求されることがあります。
31仕様
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