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ご購入いただき、ありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。“安全上
のご注意”（P3～P5）はご使用前に必ずご一読ください。本製品
の仕様（外観、付属品等）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。

安全上のご注意
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安全上のご注意
●安全に正しくご利用いただくため、ご使用の前によくお読みください。
●お読みになった後はいつでも確認できる場所（グローブボックスなど）に必ず保管してください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止す
るために、いろいろな絵表示をしています。内容を理解してから本文をお読みください。

この絵表示の記載事項を守らないと、火災や
感電などにより死亡や大けがなど人身事故
の原因となります。

●本製品や付属品の分解や改造を行わない…
　火災や感電、けがの原因となることがあります。

絵表示について

作業をはじめる前に

●配線作業中は、バッテリーのマイナス側のコードをはずす…
　ショート事故による感電や、けがの原因となります。

警告

警告

●コード類は取り付け説明の指示に従い、運転操作の妨げとならないようまとめておく…
　ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故の原因となります。

結線の注意

●接続コード類の配線は高熱部を避けて行う…
　コード類の被覆がとけてショートし、事故や火災の原因となります。
●本製品は正しい電圧でご使用ください…
　火災の危険があり、その場合には大きな被害が発生する可能性があります。
●エアバックシステム装着車に接続コード類の配線をする場合は、システムの動作に影
響する場所に配線しない…

　エアバックが正常に作動しないと万一のとき、事故やけがの原因となります。

警告

この絵表示の記載事項を守らないと、障害
を負ったり物的損害が発生するおそれがあ
ります。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

注意



●故障のまま使用しない…
　故障の状態でご使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談してくださ
い。そのまま使用になると事故・火災・感電の原因となります。

異常時の処置について

●異常のまま使用しない…
　万一煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起こり
ましたら、ただちにご使用を中止して必ずお買い上げの販売店にご相談してください。
そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。
●ヒューズは規定容量のヒューズを使用する…
　ヒューズを交換するときは必ず表示された規定容量のヒューズをご使用してください。
規定容量以上のヒューズをご使用すると火災の原因となります。

警告

●運転中に操作をしない。画面を注視しない…
　運転不注意となり交通事故の原因となります。安全な場所に停車して操作をしてくだ
さい。

使用時の注意

●濡れた手で操作をしない。本機器を濡らさない…
　濡れた手で本機器を触ったり、本機器を濡らしたりしないでください。事故や感電、発火
・発煙の原因となることがあります。
●分解や改造をしない…
　事故や感電、火災の原因となることがあります。

警告

●本機器は車載用以外で使用しない…
　事故や感電、発火・発煙の原因となることがあります。
●適度な音量で視聴する…
　車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となることがあります。
●エンジンを切った状態で長時間しない…
　エンジンを切った状態で長時間使用すると、車両のバッテリーが消耗してトラブルの原
因となることがあります。

注意

●エアバック装着者に取り付ける場合は、システムの動作に影響する位置には絶対に取り付けない…
　エアバックが正常に動作しないと、万一のとき、事故やけがの原因となります。

取り付け場所について

●本製品を次のような場所に取り付けない…
　前方の視界を妨げる場所/シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所
/同乗者に危険を及ぼす場所/エアバックシステムの作動に影響する場所/運転操作を
妨げたり、はずれたりして、けがや交通事故の原因となります。

警告

●雨が吹き込むところなど水のかかるところや、湿気・ほこりの多いところへは取り付けない…
　本製品に水や湿気、ほこりが混入すると、発火や発煙の原因となることがあります。
●本製品を次のような場所に取り付けない…
　前方の視界を妨げる場所/シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所
/同乗者に危険を及ぼす場所/エアバックシステムの作動に影響する場所/運転操作を
妨げたり、はずれたりして、けがや交通事故の原因となります。

注意

●正規の接続をする…
　誤った接続をすると、火災や事故の原因となることがあります。
●コード類の結線終了後は、コード類をクランプや絶縁テープで固定する…
　コード類が車体部分との接触によりすり切れてショートし、事故や火災の原因となるこ
とがあります。
●車体やネジ部分、シートレールなどの可動部に配線をはさみこまない…
　断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。

注意

●指定電源を使用する…
　DC12V車両以外で使用されますと故障の原因となることがあります。



①電源ボタン
　電源ON／OFFができます
②液晶画面
③入力切換ボタン
　映像入力機器の切換をします
④画面回転ボタン
　液晶の画像を回転します
⑤メニューボタン
　モニターの各種設定メニューを表示ます
⑥音量ボタン
　音量を調節します
⑦リモコン受光部

⑧ビデオ入力端子
　アナログ画像入力
⑨HDMI端子
　HDMIドングル、デジタル画像入力
⑩VGA入力端子
　アナログ画像入力
⑪DC電源端子
　電源入力
⑫スタンド固定部
　専用スタンドを固定します
⑬スピーカー

セット内容 各部の名称

取扱説明書

本体 HDMIドングル

USBケーブル

専用スタンド

スタンド用固定シール

専用シガー電源（4m）

リモコン

取扱説明書

用固定シ ル

③② ④⑤ ⑥ ① ⑦ ⑫ ⑬

⑧

⑨

⑩

⑪



①専用スタンドにスタンド用固定
シールを貼り付けます。

④本体HDM I端子に、付属の
HDMIドングルを差し込んでく
ださい。

⑤専用シガー電源を本体に接続し、
シガープラグを車体のシガーソ
ケットに差し込んでください。

②専用スタンドを安全な場所に設
置して下さい。

③専用スタンドの金具部分を本体
スタンド固定部にスライドさせて
入れ、本体を固定してください。

取り付け方法① 取り付け方法②

専用スタンド

スタンド用固定シール

前方の視界を妨げる場所、シフト
レバー、ブレーキペダルなどの運

転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及
ぼす場所、エアバックシステムの作動に
影響する場所には設置しないようご注意
ください。



ミラーリング① ミラーリング②

スマートフォン、またはパソコンでMiracast/AirPlayを実行します。ミラーリング機
能の名称はメーカーごとに異なりますので、お手持ちのスマートフォンの取扱説明書
をお読みください。

①PIN
　WindowsとWiDi接続時に必要な場合があります。

②接続状態
　HDMIドングルとの接続状態を表示します。

③AP
　AP接続時のSSIDを表示します。

④製品名称
　製品の固有番号です。（castpro ****は機器ごとに異なります）

⑤Setup
　　製品の環境設定を変更するときに使用するIPアドレスです。

⑥バージョン
　現在のファームウェアバージョンを表示します。

■HDMIドングルとの接続方法
・ミラーリング接続中にエラーが発生した場合、モニターの電源ケーブルを一旦外
し、しばらく時間がたってから再度接続してください。

・Android 4.2/iOS 4.3以上のスマートフォン、およびWindows8.1 /WiDi 3.5
以上のパソコンが対象です。最新のバージョンをお勧めします。

・ミラーリング接続中にスマートフォンの電源操作やイヤホン、Bluetooth機能を使
用すると正常に動作しない場合があります。

・接続された機器の仕様と、元のファイルの解像度によって画質が異なる場合があ
ります。

・スマートフォンに保存されているコンテンツをご使用の際は、なるべくスマートフォ
ンのWiFi接続を解除して使用してください。

・スマートフォン、タブレットについてミラーリング機能を搭載していない機種があり
ますのでスマートフォン、タブレットの取扱説明書をご確認お願いいたします。

・アプリケーションによっては、ミラーリング非対応の場合があります。

■ミラーリング接続時の注意



ミラーリング③ ミラーリング④

④一覧から「castpro****」を選択してミ
ラーリングをオンにします。

⑤しばらくすると接続が完了し、スマー
トフォンの画面がモニターへ映りま
す。

①設定→Wi-Fiを選択します。

②W i - F iをオンにして、一覧から
「castpro****」を選択します。

③画面下部から上にスワイプしてコント
ロールセンターを表示させ、AirPlay
を選択します。

■iOS



ミラーリング⑤ ミラーリング⑥

①キーボードのWindowsキー「      」+
　「 K 」を押してデバイスチャームを表
示させます。

②表示を選択して、ワイヤレスディスプ
レイの追加を選びます。

　「castpro****」を選択します。

■Windows 8.1

①設定→ディスプレイを選択します。

②Miracastを選択します。

③接続機器名から「castpro****」を選
択します。

下記の設定方法は例です。モデルやOSのバージョンにより設定画面や名称が異な
ります。対応OSでもMiracastに対応していないモデルがあります。
※ 詳しくはスマートフォンの製造元、販売元へお問い合わせください。

■Android

③デバイスの一覧から「castpro****」
を選択します。

④しばらくすると接続が完了します。

④しばらくすると接続が完了し、スマー
トフォンの画面がモニターへ映りま
す。



モニター設定 【色】 モニター設定 【調整】①（VGA入力時のみ）

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【色】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“明るさ”を選択して
ください。

③「入力切換」または「画面回転」で“明る
さ”を調整してください。

■明るさ

※リモコンによる操作を推奨するため、リモコンでの設定方法の説明になります。 ※リモコンによる操作を推奨するため、リモコンでの設定方法の説明になります。

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【色】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“コントラスト”を選
択してください。

③「入力切換」または「画面回転」で“コン
トラスト”を調整してください。

■コントラスト

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【色】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“彩度”を選択してく
ださい。

③「入力切換」または「画面回転」で“彩
度”を調整してください。

■彩度

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【調整】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“自動調整”を選択し
てください。

③「画面回転」を押すと選択項目が表示
されます。「▲」・「▼」で“OK”を選択し、
もう一度「画面回転」を押し決定します。

■自動調整

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【調整】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“水平”を選択してく
ださい。

③「入力切換」または「画面回転」で“水
平”を調整してください。

■水平

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【調整】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“垂直”を選択してく
ださい。

③「入力切換」または「画面回転」で“垂
直”を調整してください。

■垂直



モニター設定 【調整】②（VGA入力時のみ） モニター設定 【ディスプレイ設定】①
※リモコンによる操作を推奨するため、リモコンでの設定方法の説明になります。 ※リモコンによる操作を推奨するため、リモコンでの設定方法の説明になります。

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【ディスプレイ設定】を選
択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“言語”を選択してく
ださい。

③「画面回転」を押すと選択項目が表示
されます。「▲」・「▼」で“項目”を選択し、
もう一度「画面回転」を押し決定します。

■言語

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【ディスプレイ設定】を選
択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“水平”を選択してく
ださい。

③「入力切換」または「画面回転」で“水
平”を調整してください。

■水平

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【ディスプレイ設定】項を
選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“垂直”を選択してく
ださい。

③「入力切換」または「画面回転」で“垂
直”を調整してください。

■垂直

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【調整】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“フェーズ”を選択し
てください。

③「入力切換」または「画面回転」で
“フェーズ”を調整してください。

■フェーズ

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【調整】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“クロック”を選択し
てください。

③「入力切換」または「画面回転」で“ク
ロック”を調整してください。

■クロック



モニター設定 【ディスプレイ設定】② モニター設定 【機能】
※リモコンによる操作を推奨するため、リモコンでの設定方法の説明になります。 ※リモコンによる操作を推奨するため、リモコンでの設定方法の説明になります。

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【機能】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“リセット”を選択し
てください。

③「画面回転」を押すと選択項目が表示
されます。「▲」・「▼」で“OK”を選択し、
もう一度「画面回転」を押し決定します。

■リセット

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【機能】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“アスペクト比”を選
択してください。

③「画面回転」を押すと選択項目が表示
されます。「▲」・「▼」で“項目”を選択し、
もう一度「画面回転」を押し決定します。

■アスペクト比

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【ディスプレイ設定】を選
択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“メニュー表示時間”
を選択してください。

③「入力切換」または「画面回転」で“メ
ニュー表示時間”を調整してください。

■メニュー表示時間

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【ディスプレイ設定】を選
択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“透明度”を選択して
ください。

③「入力切換」または「画面回転」で“透明
度”を調整してください。

■透明度



モニター設定 【音量】
※リモコンによる操作を推奨するため、リモコンでの設定方法の説明になります。

①「メニュー」を押し、「▲」・「▼」でモニ
ターメニュー【音量】を選択します。

②「画面回転」でメニューに移動し、「▲」・
「▼」でメニューの“音量”を選択してく
ださい。

③「入力切換」または「画面回転」で“音
量”を調整してください。

■音量

Q&A

Ｑ：WIFI接続ができない
Ａ：利用可能なWIFIネットワーク「castpro」との接続をご確認ください。

Ｑ：iPhone,iPadでYOUTUBE視聴ができない
Ａ：iOSの仕様上、iPhone,iPadでのミラリンちゃんへのAirPLAYはできません。

Ｑ：使用できないアプリがありますか？
Ａ：一部、アプリによっては動画のミラーリングまたはAirPLAYは対応しておりませ
ん。アプリ提供元へご確認お願いいたします。

Ｑ：２台同時接続は可能でしょうか？
Ａ：２台同時接続はできません。１台ずつ接続してご使用ください。

Ｑ：接続に時間がかかります？
Ａ：WIFIでの通信はメーカーによって接続時間が異なりますが約１分程度で接続で
きます。ミラーリング、AirPLAYについてはスマートフォン、iPhoneの取扱説明書
にてご確認ください。

Ｑ：接続が途切れる
Ａ：通信状況をご確認いただくか、モニター本体の電源を一度ＯＦＦにしていただき

再度接続ください。

Ｑ：自宅のテレビで「HDMIドングル」は使用できますか？
Ａ：使用できます。付属のＵＳＢケーブルをHDMIドングルに接続してください。USB
ケーブルはコンセントアダプター（別売り）をご使用して電源供給してお使いくだ
さい。

Ｑ：HDMI（HDCP対応）には対応していますか？
Ａ：HDCPには対応しておりません。非対応となります。

Ｑ：VGA入力、コンポジット入力での音声は出力されますか？
Ａ：HDMI接続のみ音声出力となります。VGA入力、コンポジット入力では音声は出

力されません。



製品仕様

液晶パネルタイプ
解 像 度
視 野 角
輝 度
コ ン ト ラ ス ト
応 答 速 度
映 像 方 式
接 続 端 子
電 源
消 費 電 力
推 奨 動 作 温 度

本 体 サ イ ズ
本 体 質 量
付 属 品

TFT液晶7インチ（16：9）
800×480
50/70/70/70
350cd/㎡
800：1
5MS
全制式（PAL/NTSC/SECAM）制式
AV・HDMI（HDMI給電専用端子）・VGA
DC12V（シガー電源4m）
1.3W
0℃ ～ 70℃
（※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること）

約W173×H113×D30mm(モニターのみ）
約360ｇ（スタンド含む）
モニター本体、 専用スタンド、 専用シガー電源（4m）、 
スタンド用固定シール、 HDMIドングル、 USBケーブル、
リモコン

対 応 O S

ネ ット ワ ー ク

通 信 距 離
電 源
本 体 サ イ ズ
本 体 質 量

android4.2以上
iOS4.3以上
Windows8.1以上
Wi-Fi802.11b/g/n
使用周波数帯：2.4GHz
約3m
USB 5V 500mA
約W82×H30×D10mm（突起部除く）
約20ｇ

※本製品は日本国内で使用してください。日本国内の無線規格に準拠し認定を取得しています。海外では
ご使用になれません。

本体液晶モニター

HDMIドングル

Q&A

Ｑ：ドライバインストールは必要ありますか?
Ａ：必要ありません。

Ｑ：ドットバイドットに対応していますか?
Ａ：対応しておりません。

Ｑ：市販のビデオケーブルや延長ケーブルなどを使用できますか?
Ａ：長大なケーブルや、粗悪なケーブルを使用した場合、故障や不具合の原因となっ
たり、ゴーストやノイズなど映像品質に問題が出る場合があります。

Ｑ：壁に掛けて使用できますか？
Ａ：対応しておりません。


