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プロジェクターT80 Pro
取扱説明書兼保証書

クイック操作ガイド

プロジェクターの概要 プロジェクターの概要

プロジェクター 電源アダプター 取扱説明書兼保証書 Bluetoothリモコン

１.２　インタフェースの紹介

プロジェクターレンズ

プロジェクターの正面

フォーカス
カメラ

左 右
上/音量+

下/音量‒

戻る 確認

フォーカス

放熱穴

リセット
保存

標準ねじ口

赤外線受信口
HDMI

USB
電源
スイッチボタン

プロジェクターの上部 プロジェクターの右側面

プロジェクターの裏面 プロジェクターの底面 プロジェクターの左側面 43

１.1　包装概要



プロジェクターの概要 プロジェクターの使用

表示灯

電源ボタン

方向案内ボタン

HOMEボタン

音量-

メニューボタン
確認ボタン
（文字を入力すると、
キーボードを呼び出
すことができます。）

戻るボタン
マウスボタン
音量+
自動フォーカスボタン

●リモコンのBluetoothペアリング設定
「OK」と「音量-」を同時に5秒間押すと、リモコン
表示灯が高速点滅から低速点滅に変わり、デバ
イスをリモコンとして操作できます。（P8参照）

●リモコンランプ状態の説明
Bluetoothペアリングモード：高速点滅
Bluetoothモード：操作中に1回点滅

65

１.3　リモコンの説明

1.オン
　右のオン/オフボタンを3秒間押し、デバイスの電源
をオンにします。（図1）
2.オフ
　右のオン/オフボタンを3秒間押し、デバイスの電源
をオフにします。（図1）
　リモコンの電源ボタンを長押しし、電源を切ります。

2.1　プロジェクターのオン/オフ

図1



●本体から操作する場合
　1.プロジェクター本体の「M」キーを1~2秒間押し続けて円を表示
します。
　2.次に本体の左右キーを押して手動でフォーカス調整をします。
●リモコンから操作する場合
1.リモコンのフォーカスボタンを1~2秒間押し続けて円を表示させま
す。
2.リモコンの左右キーボタンを押してフォーカス調整をします。

2.２　フォーカス/明るさの調整

図2

プロジェクターの使用 プロジェクターの使用

●起動時の自動フォーカス
　プロジェクターは壁から50cm離れている必要があります。プロジ
ェクターの電源を入れた後、プロジェクターを約45°持ち上げて下に
置きます。プロジェクターはオートフォーカスし、鮮明な画像が消える
と、フォローアップ操作を実行します。（図２）　

●明るさの調整
　メインインタフェースで「設定」→「画像」→「輝度モード」より省エネ、正常、ハイライトから選択します。
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●初期設定
　本製品を初めて開くと、以下の画面が出できます。
　提示された内容に応じて、リモコンとWi-Fiに接続してください。
　（詳しいリモコンとWi-Fiの接続方法は「Bluetoothリモコンのペアリング」と「Wi-Fiネットワークの接
続」を参照してください。）

※リモコンのBluetoothペアリングが完了しないと、マウスボタンが利用できません。動画配信サービス
など、マウス操作が必須になりますので、必ず行ってください。



2.3　Bluetoothリモコンのペアリング

ペアリング方法：
　「設定」→「Bluetooth設定」→「デバイスをスキャン」に入り、リモコンの「OK」ボタンと「音量-」ボタンを長
押しし、5秒間待ってから離します。使用可能なデバイスにリモコンのネームが表示されると、リモコン接続を
選択します。

プロジェクターの使用 プロジェクターの使用

2.４　Wi-Fiネットワークの接続
　「設定」→「Wi-Fi」から「付近のWiFiを選択」でネット
ワークを選択してパスワードを入力します。

2.5　操作メインインタフェース
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プロジェクターの使用 プロジェクターの使用

2.6　上部ナビゲーションバーの説明
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壁紙
スイッチ

昼と夜
のモード 設定 Wi-Fi ファイル管理

2.7　画面ミラーリングにする方法
　「設定」→「投写設定」→「画面ミラーリング」で、画面ミラーリングになるように、デバイスによって対応する
操作を選択します。

1.アップルの画面ミラーリング
●iPhoneの接続　
1.デバイスをネットワークに接続します。
2.iPhoneの接続操作に入り、iPhoneの画面ミラーリングの操作には2つのモー
ドがあります。
①Wi-Fiがある場合：スマートフォンの「設定」→「無線LAN」を開き、スマートフォ
ンをプロジェクターを同じネットワークに接続します。
②Wi-Fiがない場合：スマートフォンの「設定」→「パーソナルホットスポット」を開
きます。ホットスポットを開き、プロジェクターをホットスポットに接続します。

！重要！　テザリング使用する場合、事前にスマートフォンなど通信契約にテザリングのオプション加入して
いる必要があります。
※端末により表示・設定名称や場所が説明書と異なる場合がございます。　

3.スマートフォンのメインインタフェースに戻り、上にスライドしてコントロールパネルを開き、「Airplay」をク
リックします。
4.「T80-＊＊＊＊＊＊-＊＊＊」を選択し、「ミラー」を開くと、完成します。
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プロジェクターの使用 プロジェクターの使用

ホーム画面→「AirPlay」→「MAC」より接続方法の説明が確認できます。
①プロジェクターはネットワークに接続されている場合：「　　」をクリックし、プロジェクターを同じネットワ
ークを選択し、接続します。
②「　　」をクリックし、「T80-＊＊＊＊＊＊」を選択すると、接続します。

2.Macの接続
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1.プロジェクター端末で「WifiDisplay」アプリケーションを開くと接続方法の
説明が確認できます。
2.Androidスマートフォンとプロジェクターを同じWi-Fiで接続します。
3.スマートフォンの「設定」→「WLAN」または「その他の接続」→「PCモード」
→「ワイヤレス投影」または「無線プロジェクション」で、無線プロジェクション
機能をオンにします。デバイス「T80-＊＊＊＊＊＊」（ランダム番号）を検索し、
接続を選択します。
4.多くのAndroidデバイスは、「クイック操作バー」→「画面共有/画面ミラーリ
ング/投影画面/WLAN/ワイヤレスディスプレイ/マルチ画面操作」のいずれか
メニューで検索及び接続できます。

※端末により表示・設定名称や場所が説明書と異なる場合がございます。

3.Androidスクリーンプロジェクション
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プロジェクターの使用 プロジェクターの使用

2.8　外部機器の説明
●USBメモリの接続方法

1.USBメモリをプロジェクターの
USBインタフェースに接続します。
2.「ホーム画面」→「文書管理」→「
USB」でも閲覧できます。またはナ
ビゲーションバーのファイル管理か
ら接続できます。
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●HDMIの接続方法

1.HDMIケーブルを使用し、外
部デバイスをプロジェクターの
HDMIインタフェースに接続し
ます。直接接続できない場合は
HDMI変換プラグを使用してく
ださい。
「ホーム画面」→「HdmiSwitch
」→「HDMIに切り替えますか？
」で「はい」を選択します。
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プロジェクターの使用 プロジェクターの使用

3.0　システムリセット
　「設定→ソフトウェアアップグレード→工場出荷
時の設定に戻す」でシステムをリセットします。
　システムをリセットすると、デバイス内のローカル
データとローカルファイルが消去され、デバイスが出
荷されたときの状態に復元されます。この機能は慎
重に使用してください。

3.1　充電方法
　電源アダプターをType-C充電インタフェースに
接続します。（図3）
　電源インジケータライトが赤く点灯：充電中であ
ることを表示します。
　電源インジケータライトが青く点灯：充電が完了
したことを表示します。

17 図3

NETFLIXの接続方法
ログイン・・・メールアドレス、パスワードを入力し、マウスモードに切り替えて「ログイン」を押す。

！重要！
●メールアドレス、パスワードを入力したら、マウスモードに切り替えて操作が必要です。NETFLIX内の操作
は十字キー操作はできません。事前にリモコンのBluetoothペアリング設定をしてください。
●映像とプロジェクターとの距離は50cm以上の距離をあけ操作することをおすすめします。
●決定/一時停止・・・マウスボタン
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Amazon Primeの接続方法
●ログイン・・・メ一ルアドレス、パスワ一ド、セキュリティコ一ドを入力します。 
●二段階承認を設定しているお客様は指示にしたがって進めてください。 
※二段階承認のメ一ルや通知が来ない場合はAmazonアカウントのセキュリティ設定、またはスマートフォ
ンの通知設定などにより来ない場合がございます。 時間帯をずらしたり、アカウントの設定を確認し再度口
グインをしてください。 



プロジェクターの使用 プロジェクターの使用

Amazon Primeの接続方法
●初期設定では海外版のAmazon Primeアプリになっている場合、Google Playから日本語版のPrime
ビデオアプリをダウンロードしてください。
●Primeビデオ内の操作は一部十字キー操作がわかりにくいため、マウスモードに切り替えて、操作してく
ださい。

1.「設定-Bluetoothj に入ります。 
2.次に、対応するBluetoothスピ一力一名が使用可能なデバイスに表示されます。 
3.使用可能なデバイスの中からBluetoothスピーカーを選択し、ペアリングをします。
4.ペアリングが成功すると、ペアリング済みデバイスに「接続済み」と表示されます。 (ペアリングモ一ドにつ
いては、Bluetoothスピ一力一のマニュアルを参照してください。)

Bluetoothスピーカーの接続方法

文字入力
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●検索バー下の「　　（関連検索）」のキーワードをクリックして検索してください。
●実行ボタンは使用できませんので、リモコンの戻るボタンで画面に戻ってください。
●スクロールは十字キーが使用できる場合がありますが、リンククリックはマウスモードに切り替えが必要
です。
●十字キー、マウスモードの有効性はアプリやリンク先の仕様によって異なる場合があります。

戻るボタン

「実行」を使いません。



1.Amazon fire TVの接続は可能ですか？
　可能です。 HDMISwitcを選択して切り替えると接続できます。 そこから先の操作はFireTVのリモコンで
行います。 
2.ミラ-リングで動画配信を見る乙とはできますか? 
　NETFLIX、AmazonPrimeなど有料サ一ビスは著作権保護のためアプリ内の視聴制限をしています。（
ダウンロ一ドしたものも含みます)プロジェクタ一内のアプリから口グインするか、FireTV Stickなどの外部
端末の接続が必要です。なおYouTube、スマートフォンやビデオ力メラで撮影した動画のミラーリングは可
能です。 
3.ミラ一リングができない。
　プ口ジェクタ一と同じWi-Fiに接続しているかご確認ください。
　または同じテザリングに接続しているかご確認ください。 
　Wi-Fi環境がない場合は純正品ケ一プルを使わないと視聴できない場合がでざいます。
　またはお使いのケ一ブルにょって処理速度が足リず接続が切れる場合もございます。
　この場合、純正品ケ一ブルや処理速度の高いケ一ブル、HDMI→Lightning変換プラグを使用 してくだ
さい。 Android端末はHDMIからのみ可能です。 

プロジェクターの使用 プロジェクターの使用

4.最大使用時は何時間ですか? 
　最大約2時間です。 
5.キーボ一ドの設定を変更したい。
　上部ナビゲ一ションバ一から「設定一言語/キ一ボ一ド→キ一ボ一ド入力」から選択してください。 
6.画面のズームの大きさを変更したい。
　「設定→画像→デジタルズーム」から上下ボタンで調整します。 (範囲は80-100%まで) 
7無線接時、動画や音声が止まります。
　デ一夕容量の大きい動画の場合、Wi-Fiやインタ一ネット回線速度により時差か癸生 することがあります。
ル一夕一、時間帯、無線接続機器の数、ル一夕一の位置、無線環境の近くに電子レンジや電話機器などがあ
る場合によっても影響を受けることがあります。
　テザリングする場合、契約しているデ一夕通信量により通信速度制限がかかる場合が考えられます。動画
などストリーミング視聴される場合は契約内容と時間などお調べください。

Q＆A
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Q＆A
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プロジェクターの使用 製品仕様

8.キ一ボ一ドを使うとキ一ボ一ドで入力した文字と違う文字が入力されます。
　QWERTYキ一ボ一ド配列は英語キ一ボ一ドと同じ配列になっています。 
　@=日本語キーボードShift+2　
　￥=日本晤キ一ボ一ド
　キ一ボ一ドによって入力場所が異なる場合があります。 
9.Amazon FireTV Stickは使用できますか? 
　HDMIから接続し、ログインが可能です。
　口グイン後の操作はFireTV Stickのリモコン操作が可能です。 
10.Uモコンか効きません。
　①リモコンの電池交換、本体の再起動をお試しください。リモコンの受信部に向けて操作してください。
　②アプリによってはリモコンでの操作に対応していない場合があります。その場合、 USB/ワイヤレスマウス
などをで使用ください。 
11.天井に向けて投影できますか?
　天井に向けた場合、リモコンの赤外線範囲に届かず反応しない場合があります。 

Q＆A
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無線モジュール
Bluetooth
バッテリー容量

バッテリー稼働時間
電源入力

マシン全体の電力消費
Androidシステム

メモリ
ストレージ容量
無線プロトコル
製品重量
外観サイズ
作業温度

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G/5GデュアルバンドWi-Fi
4.1
ポリマーバッテリー 7000mAh
最大100分
12V/3A
34W
Android 7.1
2GB
16GB
Airplay/Miracast/DLNA
360g
121 x 61 x 38.5 mm
0°C~＋35°C

注：このマニュアルの情報は予告なく変更される場合があります。
製造者は、マニュアルの変更に起因する直接的または間接的な責任を負いません。

更新の確認は製造元または販売元HPなど確認したください。 24



注意事項 保証書

1.使用する前に、パッケージが完全であるかどうかを確認してください。
2.損傷した製品を使用しないでください。 
3.製品を長期間使用しない場合は、少なくとも月に1回は製品を充電してください。
4.機器を乾いた状態に保ってください。雨、湿気、および様々な液体類は、電子回路を腐食させるミネラ儿が
含まれている可能性があります。 
5.機器を過熱または低温の環境に置かないでください。また、適切な保管および作業温度は45°Cを超えな
いでください。 
6.機器を分解しないでください。バッテリ一を廃棄したい場合は、地域のバッテリリサイクルの管轄で処分し
てくださ心。また地域の廃棄ル一ルに従ってください。 
7.充電には当社の標準ケ一ブルを使用してください。他のケーブルを使用すると、損傷する可能性がありま
す。 
8.この製品は、仕様上充電中に熱を発生するのは正常の範囲です。 
9.恣意的に分解したり、絞ったり、穴を開けたり、水に投げ込んだり、火をつけたり、 60°C(140°F)を超える
温度にさらしたりしないでください。 
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Take-One T80 Pro保証書

お
　
客
　
様

お名前

ご住所

電話番号

お届け

〒

年　　　月　　　日

保証期間：お届けより1年間

テイクワンテクノロジー株式会社
〒060-0001 北海道札幌市中
央区北1条西7丁目1-15あおい
ビル

お問い合わせLINE：
＠547dyshh
お問い合わせメール：
customer@take1tech.com
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保証規格 保証範囲

　「取扱説明書」に注意に従った通常の操作及び使用で保証期間中に故障した場合、ご購入日
から修理または変換対応をいたします。
　本体及びリモコン、電源ケーブルは1年以内に無料でサービスできます。（三脚は3ヶ月間）
　保証期間中は、有効な保証証明書と請求書を提示する必要があります。
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次の場合、保証期間内であっても有償修理または保証対象外となります。
●保証書の紛失、またはご購入者様が不明の場合
●製品の改造、分解などが加えられている場合
●使用方法の誤りや不注意などお客様理由が原因による故障の場合
●故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合
●落下、外部からの衝撃、水没や液体などが原因の故障
●天災（地震、風水害、落雷）や紛争などが原因の故障
●譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合
●本製品の使用により発生した損害は直接、間接問わず弊社の責は負わないものとします。
●保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
※本製品の保証範囲は日本国内に限り有効です。
※本書の内容は予告なく変更される場合があります。

下記の場合は初期不良対応から除外いたします。
●使用に影響のない小さな外装破損
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