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ユーザーズマニュアル

この度は、VM-BOXをお買い上げいただき
ましてありがとうございます。
お使いになる前に、このユーザーズマニュア
ルをよくお読みの上、十分にご理解いただい
た上で本製品をお使いください。
このユーザーズマニュアルをお読みになった
あとは、いつでも見られるところに大切に保
管してください。
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モード 1 センサー 1
センサー1のみを使用します。センサー1が人を検出すると、センサー1用の動画ファ
イルを再生します。

モード 2 センサー 1&2（シングル）
センサー1とセンサー2を交互に使用します。はじめにセンサー1のみが有効になり、
センサー1が人を検出すると、センサー1用の動画ファイルを再生します。次にセンサー
2が人を検出すると、センサー2用の動画ファイルを再生します。再度、センサー1が
有効になり、センサー2が無効になります。
このように、交互に使用するセンサーが切り替わります。モーターショーや美術館、博覧
会などで利用できます。
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VM-BOX でできること
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モード 3 センサー 1&2（ツイン）
センサー1とセンサー2を同時に使用します。いずれかのセンサーで人を検出すると、
検出した方のセンサー用の動画ファイルを再生します。

モード 4 通常再生
VM-BOXの電源を入れると、動画ファイルの再生を開始します。
センサーを使用せず、メディアプレイヤーとして利用できます。
再生回数（無限繰り返し、または1～99回）を設定できます。詳細は、⇒6ページの「設
定ファイル」を参照してください。
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安全にご使用いただくために

パッケージ内容の確認

各部の名称

本製品を正しく安全にご使用いただくために、ここで説明している注意事項を必ずお守りください。

 警告

本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。•.
火災や感電、事故の原因になります。また、故障時の保証の対象外になります。
ACアダプターは本製品に付属のものを使用してください。また、ACアダプターは国内の商用電源•.
100V以外は使用しないでください。
付属のもの以外のACアダプターを使用すると、火災や故障の原因になります。
本製品から煙や異臭がしたときは、すぐにACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあと、•.
ご購入店または弊社まで連絡してください。
そのまま使用すると、火災や感電、事故の原因になります。
本製品に水などの液体や異物が入った場合は、すぐにACコンセントから電源プラグを抜いてください。•.
そのあとで、ご購入店または弊社まで連絡してください。
そのまま使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

 注意

本製品を次のようなところで使用しないでください。
高温または多湿なところ、結露をおこすようなところ••
直射日光のあたるところ••
平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するところ••
静電気の発生するところ、火気の周辺••
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センサー×2個

ゴム足
×4個

HDMI ケーブル
（2m）

ユーザーズマニュアル
（本書、保証書付）

センサー用モジュラーケーブル（10m）
×2個

ACアダプター
SDメモリーカード

■VM-BOX（前面） ■VM-BOX（背面） ■センサー

メモリーカードスロット

電源ランプ

電源スイッチ 電源コネクター

モジュラーコネクター
（センサー1用）

モジュラーコネクター
（センサー2用）

モジュラーコネクター

人感センサー
HDMI コネクター

ご使用になる前に、本体と付属品が揃っているか、また破損していないかを確認してください。



5

センサーの検出エリア

製品仕様

機器との接続

対応ビデオフォーマット MPEG4形式（拡張子 .mp4）、フルHD（1920x1080）まで
対応メモリーカード SDメモリーカード、SDHCメモリーカード
電源 ACアダプター（DC5V•2A）
外形寸法 138× 42× 89.5（mm）

各機器は、付属のケーブルを使用して下図のように接続します。

センサーを右図のように正面（壁と平行）に取り付けた場合、センサーが人を検知
するエリアは、下図のようになります。
人が• •のエリアに入れば、センサーが人を検出します。

•••周囲の温度によって、検出距離が変わる場合があります。
センサーに対して人が正面から近づくと検出しにくい場合があります。••
できるだけ検出エリアを横切るように取り付けてください。••
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Y方向から見た図 X方向から見た図

0

モジュラーコネクターへ

モジュラーコネクターへ

機器の
HDMI コネクターへ

AC100V
コンセントへ センサー1

として使用

HDMI ケーブル

モニター、プロジェクターなど

センサー用モジュラーケーブル

センサー2
として使用

センサー用モジュラーケーブル

ACアダプター

VM-BOX（背面）

 注意
機器の取り付け、取りはずしは、
必ず機器の取扱説明書をよくお
読みになり、注意事項に従って
ください。

Y方向Y方向

X方向X方向
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VM-BOXの動作や再生する動画ファイル、再生回数は、設定ファイルで指定します。
メモ帳や市販のテキストエディタなどを使用して、各セクションの項目と設定内容を記述し、ファイル
名を「vm-box.ini」としてメモリーカードのルート（第1階層）に保存します。
設定ファイルは、次の4つのセクションで構成します。

記述例
[mode] セクション
VM-BOXのモードを指定します。

[mode]
mode=3

[advertise] セクション
モード4時の詳細を指定します。

[advertise]
times0=0
file0=Hiyori_iriguchi.mp4

[sensor1] セクション
センサー1使用時の詳細を指定します。

[sensor1]
delay1=0
times1=1
dead1=0
file1=Hiyori_iriguchi.mp4

[sensor2] セクション
センサー2使用時の詳細を指定します。

[sensor2]
delay2=0
times2=1
dead2=0
file2=Hiyori_deguchi.mp4

設定内容の詳細は、次のとおりです。
[mode] セクション
mode
VM-BOXのモードを次の4つの中から指定します。
1：モード1（センサー1）
2：モード2（センサー1&2（シングル））
3：モード3（センサー1&2（ツイン））
4：モード4（通常再生）
各モードの詳細は、⇒2～ 3ページの「VM-BOXでで
きること」を参照してください。

以降の設定は、特定のモードのみ有効になります。
設定項目の右側に有効になるモードをアイコンで
示しています。
[advertise] セクション
times0 モード4
再生回数を0～99（回）で指定します。
0は無限繰り返しになります。
file0 モード4
モード4で再生する動画ファイルを指定します。

[sensor1] セクション
delay1 モード1 モード2 モード3
動画再生開始までの時間を0～60（秒）で指定します。
times1 モード1 モード2 モード3
再生回数を1～10（回）で指定します。
dead1 モード1 モード3
センサー1の動画再生終了後、センサーの無効時間を0
～60（秒）で指定します。
file1 モード1 モード2 モード3
センサー1検出時に再生する動画ファイルを指定します。

[sensor2] セクション
delay2 モード2 モード3
動画再生開始までの時間を0～60（秒）で指定します。
times2 モード2 モード3
再生回数を1～10（回）で指定します。
dead2 モード3
センサー2の動画再生終了後、センサーの無効時間を0
～60（秒）で指定します。
file2 モード2 モード3
センサー2検出時に再生する動画ファイルを指定します。

設定ファイル

•動画ファイルは、MPEG4形式のビデオフォーマット（拡張子 .mp4）、フルHD（1920x1080）
まで対応しています。ファイル名は、半角英数字の小文字を使用してください。また、メモリーカー
ドのルート（第1階層）に保存してください。
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ご使用の流れ

エラーメッセージ

1 . VM-BOXに各機器を接続し、配置します。
詳細は、⇒5ページの「機器との接続」を参照してください。

 警告
センサーは強力な両面テープなどで、しっかりと固定してください。また、センサーがしっかり固
定されているか、定期的に点検してください。
落下などでけがの原因になります。

 注意 センサーの付近に検出の妨げになるような器具（非常灯など）がないことを確認してください。•.
センサーのレンズに手を触れないでください。検出感度が低下する恐れがあります。•.

•VM-BOXを配置するときは、底面の4隅に付属のゴム足を貼り付けてください。

2 .メモリーカードに設定ファイルと動画ファイルを保存します。

3 . VM-BOX のメモリカードスロットに
メモリーカードを挿入します。

4 . VM-BOXの電源スイッチをオンにします。
電源ランプが緑色に点灯し、モードが判別されたあと、モードに応じて
メッセージが表示されます。
モード1～3：•人感センサー安定待ち
モード4：• しばらくお待ち下さい

メッセージが消えると、正常に起動されています。
設定ファイルの内容に従って、動画ファイルを再生・停止します。

メモリーカードスロット

メモリーカード
（ラベル面を上）

VM-BOXの起動時に異常が見つかった場合は、エラーメッセージが表示されます。
エラーメッセージの内容に従って、対処してください。

「SDカードが見つかりません」と表示された場合
設定ファイルと動画ファイルを保存したメモリーカードをメモリーカードスロットに挿入してください。

•VM-BOXの使用中にメモリーカードを取り出した場合も、このメッセージが表示されます。再度
メモリーカードを挿入すると、VM-BOXが再起動されます。

「設定ファイルに異常があります」と表示された場合
メモリーカードに設定ファイルまたは動画ファイルが保存されていません。••
設定ファイルと動画ファイルをメモリーカードのルート（第1階層）に保存してください。
設定ファイルと動画ファイルを保存したメモリーカードをメモリーカードスロットに挿入してください。
モードが正しい値ではありません。正しい値を記述してください。••
設定ファイルに記載しているファイル名の動画ファイルがありません。設定ファイルに記載している動••
画ファイルをメモリーカードのルート（第1階層）に保存してください。



お客様
フリガナ

お名前

ご住所　〒

TEL　（　　　　）　　　　　-　　　　　

ご購入店

保証期間　　　　ご購入日より1年間
ご購入日

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

ご住所・店名・TEL・ご担当者名

VM-BOX　保証書

保証規定
■保証内容
本ユーザーズマニュアルの注意書きに従った正常な使用
状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき
無償修理いたします。

■無償保証内容
本製品が故障した場合、お客様は保証書に記載された保
証期間内において、弊社に対し無償修理を依頼すること
ができます。ただし下記の場合、弊社は無償修理を承れ
ません。
(1)•保証書をご提示いただけない場合。
(2)•保証書にご購入店印ならびにご購入年月日の記載がな
い場合。

(3)•保証書が弊社から発行した保証書でない場合、または
偽造・改変などが認められた場合。

(4)•弊社より発行した保証書と認められない程に破損・汚
れが付着している場合。

(5)•故障した本製品をお送りいただけない場合。
(6)•弊社が動作を保証するとして指定した機器以外でご使
用したために故障または破損した場合。

(7)•お客様の過失により本製品が故障または破損した場
合。

(8)•火災・水害など天変地変および静電気などの異常な電
圧などの外的要因により故障または破損した場合。

(9)•消耗部品の自然な消耗・劣化により故障した場合。
(10)•輸送中の振動・落下により故障した場合。
(11)•その他、弊社の判断に基づき、無償保証が認められ

ない場合。

■有効範囲
本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This•warranty•is•valid•only•in•Japan.
この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して
ください。
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