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取り付けの前に配線器具の形状と付属品を確認してください。

 5 インターネットに接続する
検出されたネットワークが表示されます。
矢印キーの「上」「下」      を押して接続したいネットワークを選び、OK
ボタン      を押します。
以下の画面が表示されたら、選択したネットワークのパスワードを入
力してください。

 6 郵便番号
郵便番号を入力してください。
お住まいの地域の情報をお届けします。

 7 popIn Aladdin利用規約
利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。
読み終えたら矢印キーの「右」      、「下」      を押して「同意する」を
選び、OKボタン      を押してください。

 8 チュートリアル
popIn Aladdinの使いかたをご確認いただけます。
OKボタン      を押すと次の画面に進みます。
最後に以下の画面が表示されたら初期設定は完了です。

 1 壁スイッチをOFFにする（またはブレーカーを切る）

 2 付属の引掛シーリング用専用アダプターを、
天井の配線器具に取り付ける

① アダプターの刃の位置を天井の配線器具の穴に合わせる

② カチッと音がするまで右に回す

③ アダプターを左に回し、外れないことを確認する

 3 本体を引掛シーリング用専用アダプターに取り付ける

① 本体のふちを両手でしっかり持ち、アダプターのケーブルを
本体中央部の丸穴に通す

② 音がするまで本体を上に押し上げる

③ 本体が水平で、正しくバランスが取れていることを確認する

 4 ガラスカバー（プロジェクター投写窓）の位置が
投写面の壁面に向くよう、本体をゆっくり回す

 5 引掛シーリング用専用アダプターのケーブルと
本体のコネクターを接続する

 6 シェードを本体に取り付ける

 7 壁スイッチをONにする（またはブレーカーを入れる）

シーリングライトが点灯します。
しばらくするとLEDが緑色に点滅し、
装置が起動します。

起動後は「Now Loading...」が投写されます。ローディング完了後、画面と音声の指示にしたがって、以下のとおりに操作
してください。

 1 リモコンのペアリング
リモコンを本体から1メートル以内に近づけた状態で、リモコンの
家のマークのホームボタン      と、矢印マークの戻るボタン      の
二つを同時に押し続けてください。
リモコン上部のプロジェクター電源ボタン      が点滅します。
本体から、”ピン”という音が鳴りましたら、ペアリング完了です。

 2 フォーカスの調整

リモコンの底面にある、音量とフォーカスの切り替えスイッチを
右に入れた状態にしてください。
次に、リモコンのプラスマイナスのボタン     で、フォーカスを調整
してください。フォーカス調整後、音量とフォーカスの切り替え
スイッチを、左に戻してください。
OKボタン      を押すと、次に進みます。

 3 映像の位置調整

矢印キーの「上」「下」      で、映像の位置を垂直（上下）方向に
移動できます。
矢印キーの「右」      を押して「次へ」を選び、OKボタン      を押す
と、次に進みます。

 4 映像の台形ゆがみ補正

矢印キー      で角を選択し、OKボタン      で選択された角が調整
モードになり、矢印キー      で位置調整を行った後、OKボタン
      で調整モードを解除します。
矢印キーの「下」      を押して「次へ」を選び、OKボタン      を押す
と、次に進みます。

同梱品の確認
□ 本体
□ シェード
□ 引掛シーリング用専用アダプター
□ リモコン
□ リモコン用乾電池（単四形アルカリ乾電池2本）
□ 取扱説明書
　 ・ 安全のために（保証書を含む）
　 ・ クイックスタートガイド（本書）

リモコンの準備

角型・丸型引掛シーリングの場合 引掛埋込ローゼットの場合

カチッカチッと2回音がするまで押し上げる カチッと1回音がするまで押し上げる

はじめの準備

取り付け手順

初期設定

取り付けできる天井の配線器具

クイックスタートガイド ご使用前に必ず「安全のために」をお読みください。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

取扱説明書

① ツメを押しながら
電池ふたを外す

② 単四形アルカリ乾電池を2本入れ、
電池ふたを取り付ける

② 右に回して
 固定する

アダプターのケーブル

本体のコネクター

矢印キー       を押してキーを選ぶ

大文字と小文字を切り替えるときはここを選ぶ

入力したらここを選び、OKボタン       を押す

矢印キー       を押してキーを選ぶ

入力したらここを選び、OKボタン       を押す

矢印キーの「上」「下」       を押して左側の表示をスクロール

矢印キーの「上」「下」       を押しを押して表示する項目を選択

矢印キーの「左」「右」       を押して左右の画面に移動

ツメ

角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング フル引掛ローゼット 引掛埋込ローゼット丸型フル引掛シーリング

①

②

ガラスカバー
（プロジェクター投写窓）

受け具

① シェードの凸部を本体の
 受け具の横に合わせる

LED

接続したいネットワークが表示されない場合はここを選んで手動で設定する
あとから設定する場合はここを選ぶ

①

丸穴

ケーブル

LED面は下向き

接続後は本体を回転させないでください。
ケーブルが絡まり、外れるおそれがあります。
本体を回転させる場合は本体のコネクターからアダプター
のケーブルを外してから回転させてください。

2回目以降は電源ONの手順が異なります。
p.6をご参照ください。
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点灯・消灯
リモコンで操作する

壁スイッチで操作する

声で操作する

調光・調色

状態
リモコンで操作
できない

原因
壁スイッチがOFFの状態でリモコンを操作した
リモコンと本体の間にしゃへい物がある
リモコンと本体のBluetooth接続が切れている

リモコンの電池の入れかたが正しくない
リモコンの電池が消耗している

処置
壁スイッチをONにした後、リモコンを操作してください
しゃへい物を避け、本体に近付けてリモコンを操作してください
① 本体から1メートル以内にリモコンを近付け、ホームボタン     と
戻るボタン     の二つのボタンを同時に押し続ける

② リモコン上部のプロジェクター電源ボタン     が点滅し、本体か
ら「ピン」という音が鳴ったら指を離す

③ それでも操作できない場合は、本体の
コネクターカバーの上から、電源ボタン
を押す
反応が見られない場合は、コネクター
カバーを開け、直接電源ボタンを押す

電池の向きが正しいか確認してください
電池を交換してください

電源OFF
リモコンで操作する

リモコンのプロジェクター電源ボタン      を押す

声で操作する

リモコンの音声入力ボタン      を押しながらマイクに向かって話す

2回目からの電源ON
リモコンのプロジェクター電源ボタン      を押す
・ 本体のLEDが緑色に点滅し、「Now Loading...」と表示されます。しばらくすると
LEDが消灯し、ホーム画面が表示されます。

・ 壁スイッチがOFFになっている場合は、リモコン操作の前に壁スイッチを
ONにしてください。

 1 壁スイッチをOFFにする（またはブレーカーを切る）

 2 シェードを本体から取り外す

シェードを左に回して取り外す

 3 本体のコネクターから引掛シーリング用専用アダプ
ターのケーブルを外す

 4 引掛シーリング用専用アダプターから本体を取り外す

① 片手で本体を支え、もう片方の手で本体保持用バーをつかむ

② 本体保持用バーをつかみながらアダプターの解除レバーをつまんで
ロックを解除する

③ 本体を支えながらゆっくりと下げて取り外す

商標
popIn AladdinはpopIn株式会社の登録商標です。
Android、Androidロゴ、Google、Googleロゴ、YouTube、YouTubeロゴはGoogle LLCの商標です。
XGIMIはChengdu Xgimi Technology Co., Ltd.の商標です。
harman / kardonはHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。
AirPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
IOS、iPhoneは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
Wi-Fi、MiracastTMはWi-Fi Allianceの登録商標です。
DLNAは、Digital Living Network Allianceの商標です。
QRコードは、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。
AbemaTVは、株式会社AbemaTVの登録商標です。
DigiOnおよびDiXiMは株式会社デジオンの商標です。
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、popIn株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用して
います。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

popIn株式会社
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー39階

より詳しいpopIn Aladdinの使いかたは、 公式サイトのWEB取扱説明書をご確認ください。
スマートフォン（iOS、Android）に「popIn Aladdin」専用アプリをインストールすると、スマートフォンをリモコンがわり
に使ったり、お気に入りの写真を本体に転送するなど、楽しみかたの幅が広がります。

WEB取扱説明書はこちらから 専用アプリのダウンロードはこちらから

 5 天井の配線器具から引掛シーリング用専用アダプター
を取り外す

① アダプターの黒色のボタンを押しながら
② 左に回して取り外す
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Aladdin Mode
ホーム画面において、30秒操作がなかったときに、自動的
にAladdin Modeに入ります。「未来の壁」を想定した機
能で、美しい風景、壁時計、最新ニュースやフォトアルバム
など、豊富なコンテンツを、自動的に壁に投影します。

・ リモコンの矢印キーの「左」「右」      を押すと、コンテンツが
切り替わります。

・ リモコンのホームボタン      を押すとホーム画面に戻ります。

ホーム画面
リモコンの矢印キー      でコンテンツを選んでOKボタン
      を押すと、選んだコンテンツを視聴することができます。

・ リモコンのホームボタン      を押すとホーム画面に戻ります。
・ 音量を調整するにはリモコンのプラスマイナスボタン     を
 押します。

シーリングライトの使いかた 画面について

取り外し手順

こんなときは

もっと使いこなすには

popIn AladdinのON／OFF

点灯
ライトオンオフボタン     
を押すと、昼光色（設定
済みの場合はカスタム
色）で点灯します。*

点灯時にライトオンオフ
ボタン     を押すと消灯
します。

消灯

リモコン操作時は壁スイッチをONにしておいてください。

popIn Aladdin起動中で、インターネット接続時のみ操作できます。

インターネット接続時のみ操作できます。

壁スイッチをOFFにする
と、消灯します。
popIn Aladdin起動中に
壁スイッチをOFFにすると、
popIn AladdinもOFFに
なります。

消灯

壁スイッチ
OFF

ライト切り替えボタン     を押す
押すたびに昼光色（設定済みの場合はカス
タム色）、電球色、昼白色、常夜灯の順に切り
替わります。

リモコンで操作する

アプリ一覧

よく使うアプリ、最近使った
アプリ、新着アプリなどが
表示されます。

カウントダウンが終わると自動で電源が切れます。
すぐに電源を切りたいときはこの画面でリモコンのOKボタン        を押してください。

本体保持用バー

解除レバー

壁スイッチをONにする
と、昼光色（設定済みの
場合はカスタム色）で
点灯します。*

点灯
壁スイッチ
ON

* ホーム画面の「システム環境設定」-「ライト設定」で、カスタム色を設定
できます。

* ホーム画面の「システム環境設定」-「ライト設定」で、カスタム色を設定
できます。

リモコンの音声入力ボタン     を押しながらマイクに向かって話す

マイク（リモコン上部）

電気をつけて

電気を消して

声で操作する

リモコンの音声入力ボタン     を
押しながらマイクに向かって話す

popIn Aladdin起動中
で、インターネット接続
時のみ操作できます。

常夜灯
にして

明かりを
明るくして

電源オフ

①
②

ここを押す

アダプターのケーブル

本体のコネクター

画面で操作する

ホーム画面の「システム環境設定」
-「ライト設定」で明るさと色合いを
調節する*

* 設定を保存すると、カスタム色として記憶
されます。


