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取扱説明書 操作編
ポケットサーバー

品番 DY-PS10

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがと
うございます。
≥「取扱説明書（準備編・操作編）」をよくお読みのうえ、正しく安全にお
使いください。

最新のサポート情報は、下記サポートサイトでご確認ください。
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特長

本機の特長
ディーガで作成したSDカード内の持ち出し番組を無線で iPhone、iPod touch に送信して楽
しめます。
≥ SDカード内の動画や音楽、または写真も再生できます。

以下の方法でファイルを準備します。

お知らせ

≥ 本書では、本機に対応している当社製ブルーレイディスクレコーダーを「ディーガ」と記載し
ています。

≥ 記載のイラスト・画面などは、2011 年 8 月現在のものです。 変更されることがあります。

持ち出し番組

音楽ファイル音楽ファイル音楽ファイル

持ち出し番組

写真ファイル写真ファイル写真ファイル

・ディーガで持ち出し番組を作成し、
   SDカード へ転送

・パソコンのエクスプローラー
   でドラッグ&ドロップで転送

・パソコンのエクスプローラーでドラッグ
   & ドロップで転送
・デジタルカメラで撮影した写真をSD
   カードに記録

・パソコンのエクスプローラー
   でドラッグ&ドロップで転送

・ディーガ の HDD内の写真をSD カード
　へ転送

/ ビデオ/ビデオ

エクスプローラーで
ドラッグ &ドロップ
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特長

付属品と対応機器
■ 付属品
USB接続ケーブル
K1HY04YY0058

別売品のご紹介
ACアダプター※

RP-AC500（RFEA503J）
※ACアダプターの本体には（ポータブルテレビ用、デジタルメディアプレーヤー用）と記載さ
れていますが、本機にも問題なくご使用いただけます。

■ 対応機器（2011年 8月現在）
iPhone、iPod touch （iOS 4.3）

お知らせ

≥ 本機は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。
≥ 記載の品番は、2011年 8月現在のものです。 変更されることがあります。
≥ 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
≥ 対応機器の最新情報については、下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/bd/product/dy_ps10.html
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準備

各部の名前

1 ストラップ取り付け部
2 USB端子
3 電源ボタン [POWER Í/I]（P9）
4 電源ランプ（赤）
点灯：電源入、充電完了
点滅：充電中、バッテリー残量が5%未満
高速点滅 (1秒間に 6回 )：USB電源の異常です。すぐにACアダプタを取り外し、指定のも

のを使って充電してください。
5 モードボタン [MODE]
USB接続でファイルを転送するモードと再生するモードを切り換えることができます。

6 モードランプ
≥ 転送状態の表示 [GREEN-SD]
緑点滅：読み込み中、転送中
消灯：転送完了

≥ 無線 LAN接続状態の表示 [YELLOW-WLAN]
黄点滅：接続準備中
黄点灯：接続完了

7 カードふた
8 リセットボタン [RESET]
電源の入 /切ができないなど本機が正常に動作しないときなどに、クリップのようなものを
使って押してください。（モードランプが緑に点滅中は、ファイルの転送を行っています。点
滅中に [RESET] ボタンを押すとカードの内容が破壊されるおそれがあります）

9 ホールドスイッチ [HOLD]
スイッチがON（矢印の方向にスライドさせた状態）のときはロックがかかります。操作を受
け付けなくなり、誤動作を防ぐことができます。

98

2
1

3

4
5
6

7
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準備

本機を充電する
本機はディーガやパソコン、またはACアダプター（別売）を使って充電したり、電源として使
用することができます。

≥ 本機は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。
≥ お買い上げ時、充電式電池は充電されていませんので、充電してからお使いください。
≥ USB 接続ケーブルを接続すると自動的に電源が入り、充電が始まります。ただし充電式電池
の放電状態によっては電源が入らない（電源ランプが点滅または点灯しない）場合がありま
す。その場合、電源ボタンを押してください。

≥ USB 接続ケーブルを接続して電源が入った状態のときは、電源ボタンを押しても電源を切る
ことはできません。

■ ディーガやパソコンを使う

1 USB接続ケーブルを差し込む

2 USB接続ケーブルをディーガまたはパソコンに差し込む

充電中 :電源ランプ（赤）が点滅します。
充電完了 :電源ランプ（赤）が点灯します。
USB電源の異常：電源ランプ（赤）が高速点滅 (1秒間に 6回 )します。

■ 別売のACアダプターRP-AC500（RFEA503J）を使う

1 ACアダプターをコンセントに差し込む

2 ケーブルの向きを確かめ、奥まで差し込む

2 1

USB接続ケーブル
（付属）

電源ランプ

1
2

AC アダプター
（別売）
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本機を充電する
準備

充電時間と再生時間について

※周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で、操作していない状態で充電時
≠ エコモードの設定をする （P22）

バッテリーの残量について（内蔵充電池使用時のみ）
[MODE] ボタンを５秒以上押す
バッテリーの残量がランプで表示されます。ランプは３秒間表示を続けてもとの状態に戻ります。

≥ バッテリーの残量が５％未満になると、電源ランプが点滅し、15～ 30分後に電源が切れま
す。（送信するファイル形式やデータ量、周囲温度、使用条件により電源が切れるまでの時間
は変わります。） 

お知らせ

≥ USB接続ケーブルやACアダプタは必ず指定のものをお使いください。指定以外のものを使っ
て充電すると、故障の原因となります。また、指定のUSB接続ケーブル（同梱）は他の機器
に使わないでください。 

≥ 充電は周囲温度5 ℃～ 35 ℃で行ってください。
≥ ディーガやパソコン の電源が切れていると充電されません。電源が入っていてもディーガの
「自動電源切」やパソコンの省電力モードを設定していて途中で電源が切れると、その時点で
充電が終了します。

≥ ディーガやパソコンを起動（再起動）するときは、本機からUSB接続ケーブルを抜いておく
ことをお勧めします。

≥ ディーガやパソコンに2台以上のUSB機器を接続している場合や、USBハブ、延長ケーブル
を使用する場合は、動作を保証しません。

≥ バッテリー電源のノートパソコンと本機を接続した場合、ノートパソコンのバッテリーを消耗
します。本機を接続したまま長時間放置しないでください。

≥ 電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。
≥ ディーガやパソコン、またはACアダプターと接続した状態で本機の電源を入れて使用するこ
ともできます。使用中に充電もしますが、充電に時間がかかります。

≥ お買い上げ後初めてパソコンとUSB接続ケーブルで接続すると、ドライバーのインストール
が実行されます。インストール完了後、パソコンを再起動してください。

充電時間・回数・再生時間 通常充電 エコ充電

充電時間※ 約4時間 30分 約 4時間

充電回数※ 約500回 約 1000 回

再生時間 約 10時間 約 9時間

ランプの点灯 バッテリー残量

モードランプ（緑） 70%～ 100%

モードランプ（黄） 20%～ 70%

電源ランプ（赤） 5%～ 20%
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準備

SD カードを入れる

1 カードふたを開ける
カードふたのくぼみに指をかけ、手前に倒す

2 SDカードを入れる
SDカードの向きに気をつけて、「カチッ」と音がするまでまっすぐ奥まで入れる
取り出すとき
SDカードを「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き出す

3 カードふたを閉じる

SD カードの書き込み禁止スイッチ
スイッチを「LOCK」側にしておくと、SD カードへの書き込みやデータの消去、フォーマット
はできなくなります。戻すと可能になります。

お知らせ

≥ mini タイプやmicro タイプのSD カードは、必ず専用の アダプターを装着し、アダプターご
と出し入れしてください。

≥ SD カードをご購入後初めて使用される際は、ディーガでSD カードをフォーマットすること
をお勧めします。

ラベル面を上に
2

マークに向きを合わせて1

書き込み
禁止スイッチ
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準備

本機の電源を入れる /切る

電源を入れるには、SDカードを入れておく必要があります。

電源を入れる
SDカードを入れたあと、電源ボタン [POWER Í/I] を押す
≥ 電源ランプが赤に点灯します。

電源を切る
電源ランプが消灯するまで電源ボタン [POWER Í/I] を押したままにする
≥ SD カードを取り外すと、自動的に電源が切れます。

お知らせ

≥ USB 接続している場合を除いて、約10 分間、操作しないでいると電源が自動的に切れます。
≥ USBケーブルを接続していない状態で、SDカードを挿入せずに電源を入れると電源ランプが
一度点灯しますが、節電のためすぐ電源が切れます。

電源ボタン

電源ランプ
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準備

アプリケーションをインストールする
本機を使用する前にポケットサーバープレーヤー（アプリケーション）を iPhone、
iPod touch にインストールする必要があります。

1 iPhone、iPod touch をネットワークに接続する

2「App Store」を選ぶ

3 検索フィールドに「ポケットサーバープレーヤー」と入力する

4「ポケットサーバープレーヤー」を選び、インストールする

ポケットサーバープレーヤーのアイコンが追加されます。

アイコンを選ぶとアプリケーションが起動します。

お知らせ

≥ iPhone、iPod touch の操作についてはそれぞれの説明書をお読みください。
≥ ネットワーク接続している場合は、アプリケーションのアップデートファイルが公開されると
iPhone、iPod touch にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新してください。
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無線 LAN
接続

無線 LAN使用上のお願い
本機と対応機器を無線 LAN で接続し、SDカードのファイルを再生したり、本機の設定を変更
することができます。

■ 機器認定
本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただ
し、本機に以下の行為を行うことは、電波法で禁止されています。
≥ 分解 / 改造する
≥ 本機背面記載の定格銘板を消す

■ 使用制限
本機の使用にあたり、以下の制限がありますのであらかじめご了承ください。
制限をお守りいただけなかった場合、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害
などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

≥ 日本国内でのみ使用できます。
≥ 利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。
無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク（SSID ※ ）が
表示されることがありますが、接続すると不正アクセスと見なされるおそれがあります。

≥ 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。
j電子レンジ
jデジタルコードレス電話機
jその他2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く
（ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）

≥ 電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。

※無線 LANで特定のネットワークを識別するための名前のことです。このSSID が双方の機器
で一致した場合、通信可能になります。

お知らせ

≥ 本機は複数の iPhone、iPod touch と無線接続をすることができます。ただし、複数の機器
を同時に接続することはできません。

≥ 無線 LANの検索、接続、設定ができない場合は下記サポートサイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/support/bd/product/dy_ps10.html
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無線 LAN使用上のお願い
無線 LAN

接続

■ 使用周波数帯
本機は2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることが
あります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

■ 周波数表示の見方
周波数表示は、本機背面（定格銘板）に記載しています。

無線 LAN使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造
ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力
無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用
されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびに
アマチュア無線局が運用されていない事を確認してください。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場
合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご
連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）について
ご相談してください。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して
有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、次の連絡先へお
問い合わせください。

パナソニック　ディーガご相談窓口（P36）

変調方式が DSSSとOFDM 方式
2.4 GHz 帯を使用 電波与干渉距離40m 以下

2.400 GHz～2.4835 GHzの全帯域を使用し、 かつ移動
体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する
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無線 LAN
接続

無線 LAN接続をする
本機と iPhone、iPod touch を無線 LANで接続します。操作は iPhone、iPod touch で行い
ます。

1 設定メニューから「Wi-Fi」を選ぶ

2「Wi-Fi」をスライドさせて、「オン」にする
検出したワイヤレスネットワークが表示されます。

3 表示されたネットワーク名（SSID）から「PocketServer****」を選ぶ

4 パスワード「1234567890123」を入力し、「Join」を選ぶ
アンテナアイコン（「 」）が表示されれば接続完了です。

お知らせ

≥ 本機の使用後、他のネットワークに自動的に接続しない場合があります。その場合は使用した
いネットワークを選んでもう一度接続してください。

≥ パスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。パスワードはお客
様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。

≥ 本書に記載しているネットワーク名・パスワードはお買い上げ時の設定です。

***
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無線 LAN
接続

パスワードを変更する
本機のネットワーク名（SSID）は通信範囲内の他の対応機器にも表示されます。セキュリティ
保護のため、本機の操作をする前に無線 LANのパスワード（P13）を変更してください。

1 iPhone、iPod touch で「Safari」 を起動し、アドレス欄に
「192.168.11.10」(IP アドレス )を入力し、「Go」を選ぶ

2 ユーザ名とパスワードを入力する
ユーザ名とパスワードに「root」（小文字）と入力し、「ログイン」を押してください。
本機のMenu 画面が表示されます。

3「Menu」から「ネットワーク設定」を選ぶ

お知らせ

≥ 本書に記載しているユーザ名・パスワード・IP アドレスはお買い上げ時の設定です。
≥ ブックマークに登録しておくと、登録した IPアドレスの画面を簡単に開くことができます。
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パスワードを変更する
無線 LAN

接続

4「ネットワークキー」にパスワードを設定する
半角英数字で13文字を入力してください。

5「設定」を選ぶ
画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って設定してください。

本機が再起動し、設定が変更されます。

変更したパスワードは忘れな
いようにしてください。
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再生

再生ファイルを準備する 
ディーガ やパソコン、デジタルカメラなどでSDカードに記録した以下のファイルの再生が可
能です。SDカードへの転送方法は、それぞれの説明書を参照ください。
本機へ挿入したSDカードへ、ディーガ やパソコンからUSB経由で直接転送することもでき
ます。（P18）

■ 本機で再生できるファイル形式

■ USB経由で転送する場合の対応OS（日本語版）
Windows XP （SP3）
Home Edition/Professional

Windows Vista（SP1、SP2） 
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

Windows 7 
Starter/Home Premium/Professional/Ultimate

ファイル形式 詳細 拡張子

ビデオ
持ち出し番組
（SD-Video）

ディーガで記録した高画質 (VGA) の持ち出し番組が再生できます。
持ち出し番組対応ディーガの最新情報については、下記サポートサイトで
ご確認ください。

http://panasonic.jp/support/bd/product/dy_ps10.html
ワンセグ画質（QVGA）の持ち出し番組は再生できません。

－

MP4 動画 パソコンで記録したMP4動画（QVGA画質を含む）が再生できます。 .MP4

写真 JPEG MOTION JPEG には対応していません
.jpg
.jpeg

音楽 MP3 ビットレート：～320 kbps .mp3
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再生ファイルを準備する
再生

■ SDカードのフォルダ構造
SDカードに転送したファイルは下図のように表示されます。

ディーガの持ち出し番組（VGA画質）を転送すると自動的にフォルダが作成されます。
SD_VIDEO内にフォルダが作成され、その中にファイルが保存されます。

デジタルカメラで写真などを撮影する、またはディーガから写真を転送すると自動的にフォルダ
が作成されます。DCIM内にフォルダが作成され、その中にファイルが保存されます。

contents フォルダを作成して、任意の動画（MP4）・写真・音楽を保存します。contents
フォルダ内にファイルをコピーしてください。ファイルが複数ある場合は、フォルダごとコピー
することもできます。contents フォルダに保存されていないファイルはポケットサーバープ
レーヤー（アプリケーション）では再生できません。

お知らせ

≥ 上記ファイル形式のすべてのファイルの再生を保証するものではありません。

SD_VIDEO

DCIM

contents

再生できません******

******

contents

******

******

SD_VIDEO DCIM

******

******
*******
*********************

****** *******
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再生ファイルを準備する
再生

■ USB経由での転送時のお願い
≥ 操作方法は、接続した機器の説明書を参照ください。
≥ ファイルの転送ができないときは再生モードになっています。[MODE] ボタンを押して転送
モードにしてください。

≥ モードランプが緑に点滅中は、ファイルの転送を行っています。点滅中に電源を切ったり、
SDカードを取り出すとカードの内容が破壊されるおそれがあります。

■ パソコンでSDカードに転送するには

1 パソコンにSDカードを入れる
パソコンの外付けドライブとして認識されます。

2 SDカードに contents フォルダを作成する
フォルダ名が正しく入力されていない場合、ファイルは再生できません。

3 パソコンに保存されているフォルダ、またはファイルを選択する

4 エクスプローラーなどでcontentsフォルダにファイルをドラッグ& ドロッ
プする

お知らせ

≥「SD_VIDEO」、「DCIM」フォルダにドラッグ& ドロップでファイルを転送しないでください。
≥「SD_VIDEO」、「DCIM」フォルダがある場合、これらのフォルダを消去したり、フォルダ名
を変更しないでください。

≥ USB接続ケーブルをパソコンから取り外すときは、タスクトレイにあるアイコン（「 」や「 」）を
ダブルクリックし、画面の指示に従って取り外してください。（OSの設定によっては表示されません）
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再生

ファイルを再生する
SDカードに転送した持ち出し番組、動画、写真、音楽を iPhone、iPod touch で再生します。

1 本機にSDカードを入れる

2 本機と iPhone、iPod touch を無線接続する（P13）

3「ポケットサーバープレーヤー」のアイコンを選ぶ

4 接続する機器を選ぶ
選んだ機器の画面が表示されます。

5 再生したいコンテンツを選ぶ
転送したフォルダ、またはファイルが表示されます。

6 再生したいファイルを選ぶ
ファイルを選ぶと再生画面が表示されます。「 」を押して、ファイルを再生してくださ
い。（P20）

リスト画面に戻る、または「ポケットサーバープレーヤー」を閉じると再生を終了します。

持ち出し番組/動画

写真
音楽

**********
**********
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ファイルを再生する
再生

お知らせ

≥ ファイルの再生ができないときは転送モードになっています。[MODE] ボタンを押して再生
モードにしてください。

≥ 容量が2 GB以上のファイルは正常に再生できない場合があります。
≥ 電波状態によっては再生中に、画面が乱れたり途切れたりすることがあります。

■ 再生中の操作
iPhone、iPod touch の画面をタッチすると操作アイコンが表示されます。操作しない状態が
数秒間続くと、操作アイコンは消えます。

: リスト画面に戻る
/ : 再生する /一時停止する
/ : スキップする

持ち出し番組（SD-Video）再生時に表示されます。
/ : 約 30秒先へ飛び越したり、前に戻して再生する

MP4 動画、および持ち出し番組以外のSD-Video 再生時に表示されます。

(A) : 左右にドラッグして再生位置を変更する
ファイルによって再生位置を正しく変更できない場合があります。

(B) : 音量を調整する
: 画面を縦または横に傾けても、縦／横表示を切り換えないようにする

お知らせ

≥ イラストのような操作アイコンが表示されない場合は、ポケットサーバープレーヤーまたは本
機のファームウェアのバージョンが古いと考えられます。両方とも更新してください。





30 30
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その他

本機の設定を変える
ネットワーク設定
ネットワーク名、認証方式、暗号方式、ネットワークキー、IP アドレス、サブネットマスク、
またはMAC アドレスの変更、あるいは確認をします。

1「Menu」画面にログインする（P14）

2「ネットワーク設定」を選ぶ

3 設定項目を選び、設定する
本機が再起動し、設定が変更されます。

お知らせ

≥ 通常、IP アドレス、サブネットマスクを変更する必要はありません。特別に設定の必要がある
場合のみ変更してください。

**********
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本機の設定を変える
その他

システム情報
エコモード設定、ファームウェア更新、工場出荷設定、またはファームウェアバージョンの変
更、あるいは確認をします。

1「Menu」画面にログインする（P14）

2「システム情報」を選ぶ

3 設定項目を選び、設定する

エコモード設定
「ON」を押して、「設定」を選ぶ
画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って設定してください。
≥ お買い上げ時は「通常充電」に設定されています。「ON」にすると、充電を90%に制御する
ため電池寿命（充電回数）を長持ちさせることができます。（P7）

ファームウェア更新
「更新」を選ぶ
画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って設定してください。
本機が再起動し、設定が変更されます。
≥ 本機のファームウェア（制御プログラム）を最新のものに書き換えます。（P25）

****
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本機の設定を変える
その他

工場出荷設定
「設定」を選ぶ
画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って設定してください。
本機が再起動し、設定が変更されます。
≥ 本機を工場出荷時の設定に戻します。

本機のボタンで工場出荷時の設定に戻すこともできます。

■ 本機のボタンで工場出荷設定を実行する

1 [MODE] ボタンを3秒以上押す
≥ 電源ランプ（赤）とモードランプ（黄 /緑）が2回点滅します。

2 ランプが点滅している間に電源ボタンを3秒以上押す
本機が再起動します。

再起動後、工場出荷時の設定に戻ります。
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本機の設定を変える
その他

ユーザパスワード設定
Menu 画面にログインする際のユーザ名とパスワードを変更します。

1「Menu」画面にログインする（P14）

2「ユーザパスワード設定」を選ぶ

3 ユーザ名、パスワードを入力する
「確認」にパスワードをもう一度入力してください。

4「設定」を選ぶ
ユーザ名とパスワードが変更されます。

DY_PS10_jpn_VQT3S49.book  24 ページ  ２０１１年８月１１日　木曜日　午後４時５４分



25

その他

本機のファームウェアを更新する
動作の改善や、新機能の追加のために、当社は本機のファームウェアを更新することがあります。
下記の方法で更新を行ってください。

1 当社サポートサイト（下記）から最新のファームウェアをパソコンにダウン
ロードする

http://panasonic.jp/support/bd/product/dy_ps10.html

2 ファームウェアを SDカード にコピーしたあと、本機に挿入する

3 本機をディーガまたはパソコンと接続する

4「システム情報」を選ぶ（P22）

5「ファームウェア更新」の「更新」を選ぶ
画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って設定してください。
電源ランプ、モードランプの点滅後、本機が再起動します。

ファームウェアの更新を終了します。

お知らせ

≥ アップデートには、SDカードに最大32 MB の空き容量が必要です。
≥ ファームウェアの更新中は他の操作はできません。また、故障の原因となりますので、USB
接続ケーブルを外したり、本機の電源を切ったりしないでください。

≥ iPhone、iPod touch をネットワーク接続している場合は、ファームウェアのアップデート
ファイルが公開されるとメッセージが表示されます。
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その他

故障かな !?
まず、下記でご確認ください。直らない場合や下記以外の症状は、お買い上げの販売店、または
お近くの「修理ご相談窓口」へお問い合わせください。

電源が入らない、操作できない、電源が切れない
≥ 電池が消耗していませんか？
j電池を十分に充電するか、ディーガやパソコン、またはACアダプター（別売）を接続して操
作してください。（P6）

≥ [HOLD] スイッチをONにしていませんか？
j [HOLD] スイッチをOFF にしてもう一度操作してください。

充電ランプ (赤 ) が高速点滅 (1秒間に6回 ) し続ける
≥ USB電源の異常です。すぐにACアダプタを取り外し、指定のものを使って充電してください。

充電できない、充電しても電池持続時間が短い
≥ 周囲の温度が極端に低いまたは高くありませんか？
j電池の充電は周囲温度5 ℃～ 35 ℃で行ってください。

≥ 初めての充電や長時間未使用後の充電では電池持続時間が短いことがあります。何回か使用す
ると戻ります。

≥ 電池を使い切った状態で充電した場合、充電はすぐに始まりますが、電源ランプが点滅するま
で数分かかることがあります。

≥ 充電しても電池持続時間が極端に短い場合は、電池の寿命です。電池の交換は、お買い上げの
販売店、またはお近くの「修理ご相談窓口」へお問い合わせください。

本体が熱い
≥ 使用中や充電中は多少熱くなりますが異常ではありません。

本機をリセットすることで、症状が改善する場合があります。
≥ クリップのようなものを使って [RESET] ボタンを押してください。
≥ モードランプが緑に点滅中は、ファイルの転送を行っています。点滅中に [RESET] ボタン
を押すとカードの内容が破壊されるおそれがあります。
[RESET] ボタンを押しても症状が直らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの
「修理ご相談窓口」へお問い合わせください。

[RESET]ボタン
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故障かな !?
その他

ディーガやパソコンが本機を認識しない
≥ 一度、USB接続ケーブルを抜き差ししてください。
≥ 本機と接続するディーガやパソコンのUSB端子を変更してください。

本機の設定画面にログインできない
≥ 本機と対応機器が無線接続されていることを確認してください。
≥ 設定画面にログインするときのユーザ名とパスワードが正しく入力されているか確認してくだ
さい。変更したユーザ名とパスワードを忘れてしまった場合は、本機を工場出荷設定に戻して
ください。（P23）

無線 LANに接続できない、電波が途切れる
≥ 無線 LANネットワークの通信圏外ではありませんか？
j電波強度を確認し、通信圏内でご使用ください。

≥ 2.4 GHz 帯の周波数を使用する電子レンジやコードレス電話機などの機器を近くで使ってい
ませんか？
j機器から離してご使用ください。

≥ 本機の設定を変更後、iPhone、iPod touch と無線 LANが接続しない場合があります。
j iPhone、iPod touch の「Wi-Fi」をいったん「オフ」にするか、電源をオフにして、再度オ
ンにして再起動をした後に、無線 LANを接続し直してください。

≥ 無線 LANのパスワードを確認してください。パスワードを忘れてしまった場合は、本機を工
場出荷時の設定に戻してください。（P23）

パソコンから転送したファイルの再生ができない
≥ フォルダ名が間違っているとポケットサーバープレーヤー（アプリケーション）でファイルが
表示されません。（P17）

≥ 著作権保護されたファイルの場合、ドラッグ&ドロップで転送したファイルは再生できません。

ファイルが再生されない
≥ 他社製品で録画した番組の本機での再生は保証していません。
≥ 本機に対応しているファイル形式でも再生できないことがあります。
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その他

Q&A（よくあるご質問）
どんなSD カードが使えるか？
対応SD カードについては「SDカードについて」 をお読みください。（P30）

パスワードを忘れたときはどうすればよいか？
≥ 本機の設定を「工場出荷設定」（P23）に戻してから、もう一度無線 LANの接続をし直してく
ださい。（P13）
jお買い上げ時のパスワードは「1234567890123」です。
j「工場出荷設定」に戻した場合は、各種設定、パスワードの変更等の再設定が必要です。変更
したパスワードは忘れないようにしてください。

どんなファイルを再生できるか？
≥ 本機で再生できるファイル形式をご確認ください。（P16）
≥ ディーガで録画した以外の著作権保護されたファイルは再生できません。

iPhone 以外のスマートフォン、タブレット機器などで本機を使用できるか？
≥ 対応機器以外の機器で本機を使用することは保証していません。
≥ 対応機器をご確認ください。（P3）
j対応機器の最新情報については、下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/bd/product/dy_ps10.html

ファイルの消去はどうすればよいか？
≥ 本機でファイルの消去はできません。ディーガ、またはパソコンで消去してください。
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その他

使用上のお願い
■ 故障防止のために

≥ 本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。
また、本機に強い圧力をかけないでください。
j強い衝撃が加わると、外装ケースが壊れ、故障や誤動作の原因になります。
j本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本機に衝撃が加わりますのでお気を
つけください。

jズボンのポケットに入れたまま座らないでください。
≥ 本機は防水対応ではありません。雨や水がかからないようにしてください。

■ お手入れ

本機の電源を切ってから（P9）乾いた柔らかい布でふいてください。ディーガやパソコンと接
続中の場合は本機からUSB接続ケーブルを抜いてください。
≥ 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた柔
らかい布でふいてください。

≥ ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装が
はげるおそれがありますので使用しないでください。

■ 本機を廃棄 / 譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する情報が記録されています。廃棄や譲渡などで本機を手放される場
合は、「工場出荷設定」を実行し、記録された情報を必ず消去してください。（P23）
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その他

SD カードについて
■ 取り扱いについて

SDカードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発生しやすいとこ
ろに放置しない
また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

≥ SDカードの内容やカードそのものが破壊されるおそれがあります。
≥ 使用後はケースや収納袋に入れてください。
≥ カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないで
ください。

■ メモリーカードを廃棄 /譲渡するときのお願い

ディーガの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけ
で、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。
廃棄 /譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソ
フトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。メモリー
カード内のデータはお客様の責任において管理してください。

■ 本機で使用できるSDカード（2011年8月現在）

SD規格に準拠した規定の形式でフォーマットしてください。

※miniSDカード、microSD カード、microSDHCカード、microSDXCカードにも対応して
います。本機で使用する場合は、必ず専用のアダプターに装着してお使いください。

≥ SDHCメモリーカード /SDXCメモリーカードを他の機器で使う場合は、各メモリーカードに
対応しているか確認してください。

≥ 使用可能領域は表示容量より少なくなります。
≥ 対応ファイルの詳細は「本機で再生できるファイル形式」をお読みください。（P16）

種類 容量 フォーマット形式
SDメモリーカード※ 8 MB～ 2 GB FAT12、FAT16

SDHCメモリーカード※ 4 GB ～ 32 GB FAT32
SDXCメモリーカード※ 48 GB 、64 GB exFAT
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本機廃棄時の電池の取り出し方
ご使用済み製品の廃棄の際は、「システム情報」で「工場出荷設定」を行ってください。データを
完全に消去したあと、本機に内蔵している電池を取り出して電池のリサイクルにご協力ください。

≥ 電池を使い切ってから分解してください。
≥ 上手に取り出せない場合、お買い上げの販売店、またはお近くの「修理ご相談窓口」へお問い
合わせください。

≥ 分解した部品は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

2 本機表面をずらす
・ 矢印の方向に本機表面を押してください。

1 ねじをすべて外す (4本)
・ ねじを外すには、プラスドライバー（市販品）をお使いください。

カードふたを開ける

3 下図のように本機を開け、電池を取り出す
コネクターから外す
 電池を持ち上げる
・ 電池は粘着テープで固定されています。
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仕様

※ディーガやパソコンなどのUSB端子または別売のACアダプターRP-AC500（RFEA503J）

SD部

※ 1 使用可能容量は少なくなることがあります。
※2 SDHCメモリーカード、SDXC メモリーカードを含む。
※3 mini タイプ、micro タイプのSD カードを含む。（専用のアダプター装着時）
USB部

ビデオ

音楽

写真

電源：DC 3.7 V（内蔵充電式電池使用時）/DC 5.0 V、MAX 500 mA（外部電源※使用時）
消費電力：約0.9 W

許容周囲温度 0 ℃～ 40 ℃
許容相対湿度 10%～ 80%RH（結露なきこと）
USB 端子 USB 2.0（High Speed） mini-B 端子　1系統
寸法 幅66.8 mm×高さ 13 mm×奥行117 mm（突起部を含む）
質量（バッテリーを含む） 約82 g

スロット SDメモリーカード
対応カード SDメモリーカード※1, ※ 2, ※ 3

対応フォー
マット

SDカード FAT12/FAT16
SDHCカード FAT32
SDXCカード exFAT

バージョン ハイスピードUSB（USB2.0 準拠）
対応フォーマット FAT12、FAT16、FAT32

ファイル形式
SD-Video 規格（H.264 Mobile Video Profile 準拠）
MP4

出力形式 MPEG-4 AVC/H.264

ファイル形式 MP3 方式

ファイル形式
JPEG ベースライン方式　（DCF［Design rule for Camera File 
system］準拠）
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その他

無線 LAN

※理論上の速度であり、ご使用環境や対応機器などにより実際の通信速度は異なります。

内蔵充電式リチウムイオン電池

≥ 上記時間は、通常充電で充電した場合です。エコモードで充電した場合の電池持続時間は、通
常充電時の約90％の時間となります。

≥ 送信するファイル形式やデータ量、周囲温度、使用条件により持続時間は変わります。

規格 IEEE802.11b/IEEE802.11g 準拠、　ARIB STD-T66 （2.4 GHz 帯）
伝送方式 OFDM 方式、DSSS 方式
周波数範囲 /チャンネル（中心
周波数）

IEEE802.11b/IEEE802.11g
2.412 GHz ～ 2.472 GHz: 1 ～ 13ch

データ転送速度（規格値※） IEEE802.11b：最大 11 Mbps、IEEE802.11g：最大 54 Mbps
アクセス方式 インフラストラクチャモード

セキュリティ
WPA2™（暗号化方式：TKIP / AES、認証方式：PSK）
WEP（128 bit）

電圧 / 容量 /電池持続時間 DC 3.7 V/1400 mAh / 約 10時間：MP4動画（QVGA）送信時

■ 著作権 /商標について
≥ SDXCロゴは SD-3C, LLC の商標です。
≥ Microsoft、 Windows およびWindows Vista は米国Microsoft Corporation の米国およ
びその他の国における登録商標または商標です。

≥ iPod は米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
≥“Wi-Fi”、“WPA2” は“Wi-Fi Alliance” の商標または登録商標です。
≥ その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標
です。なお、本文中では TM、® マークは一部明記していません。

≥ Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
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本製品は以下の種類のソフトウェアから構成されています。
（1）パナソニック株式会社（パナソニック）が独自に開発したソフトウェア
（2）第三者が保有しており、別途規定される条件に基づきパナソニックに利用許諾されるソフ

トウェア
（3）GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v2) に基づき利用許諾されるソ

フトウェア
（4）GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1(LGPL v2.1) に基づき利

用許諾されるソフトウェア
（5）GPL, LGPL 以外の条件に基づき利用許諾されるオープンソースソフトウェア
上記（3）、（4）に基づくソフトウェアに関しては、例えば以下で開示されるGNU 
GENERAL PUBLIC LICENSE V2.0, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE V2.1 
の条件をご参照ください。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

また、上記（3）、（4）に基づくソフトウェアは、多くの人々により著作されています。これ
ら著作者のリストは以下をご参照ください。
http://panasonic.net/avc/oss/vaccessory/JPACN11
これらGPL,LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア（GPL/LGPL ソフトウェア）は、
これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的につ
いての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

製品販売後、少なくとも３年間、パナソニックは下記のコンタクト情報宛にコンタクトしてき
た個人・団体に対し、GPL/LGPL の利用許諾条件の下、実費にて、GPL/LGPL ソフトウェ
アに対応する、機械により読み取り可能な完全なソースコードを頒布します。

コンタクト情報
cdrequest.vaccessory@gg.jp.panasonic.com

またソースコードは下記のURL からも自由に入手できます。
http://panasonic.net/avc/oss/vaccessory/JPACN11
（5）には以下が含まれます。
1.This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the 
OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
2.This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
3.FreeType code.
4.The Independent JPEG Group's JPEG software
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保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた･お手入れ･修理などは・・・

■ まず､お買い上げの販売店へご相談ください。
修理を依頼されるときは…
「故障かな !?」、「Q&A（よくあるご質問）」でご確認のあと、直らないときは、まず外部電源
から外して、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。（P26 ～ P28)

≥ 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、
おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

≥ 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

当社は、このポケットサーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造
打ち切り後 6 年保有しています。

製品名 ポケットサーバー

品　番 DY-PS10

故障の状況 できるだけ具体的に

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年
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保証とアフターサービス（よくお読みください）

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合
があります。

≥ 使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

≥ 修理に関するご相談は・・・

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応
などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさ
せていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理
し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしま
せん。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

DY_PS10_jpn_VQT3S49.book  36 ページ  ２０１１年８月１１日　木曜日　午後４時５４分



37

その他
保証とアフターサービス（よくお読みください）
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