
Space Player
かんたん設定マニュアル
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※スペースプレーヤーには、空間演出に適したさまざまな
機能が搭載されております。
ここでは、それぞれの機能を使うための設定方法を
詳しく解説いたします。



１．基本共通設定

１．電源を入れる
２．映像位置の調整
３．映像の調整

【ズーム・フォーカス・台形補正など】
４．明るさ・色の調整

２．SDカードに保存したデータを投映する

１．SDカードの準備
２．SDカードのデータを投映する
３．同じファイルを繰り返し再生する設定
４．リモコンの数字ボタンで、

投映するコンテンツを変更する設定
【ダイレクト再生】

５．主電源（コンセントやブレーカー）の
ON－OFFで運用する設定
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１．基本共通設定

１．電源を入れる。（1000lmタイプ／2000lmタイプ共通）

①配線ダクトもしくはコンセントの電源を入れます。
→インジケーターが赤色に点灯します。

②本体もしくはリモコンの電源ボタンを押します。
→インジケーターが緑色に点灯します。

■ここからは投映した画面を見ながら 設定してください。

2000lmタイプはテスト画面に切り替えて投映位置や台形補正の調整すると便利です。

テスト画面の出し方：【メニュー】→【テストパターン】→【 】

※1000lmタイプはテスト画面での調整が出来ません。
8～10ページの「SDカードのデータを投映する」を参考に、

映像を投映しながら各種調整を実施してください。
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インジケーター

① ②



２．投映位置の調整（2000lmタイプ）

本機を設置後、本体部の向きを調整して投映位置を定めます。
①ポールジョイント固定ネジを附属の六角レンチで緩めます。

※ポールジョイント固定ネジ（電源部に近い方）を附属の
六角レンチで緩めてください。

②本体部の向きを調整します。
③ポールジョイント固定ネジを六角レンチで締め付けます。

※投影面に対しレンズの向きが正面になるほど、

台形補正の調整は少なく済みます。

ポールジョイント
固定ネジ

ポールジョイント
ストッパー

※2000lmタイプで、縦型投映の設定の際は、
ポールジョイントストッパーの固定ネジを

取り外してください。

調整のコツ：投映している映像の上辺と、投映面の上辺が重なるように調整すると、
その後の調整が便利です。

■1000lmタイプはジョイント部分等の位置や形状は異なりますが、
2000lmタイプと同じ要領で調整できます。
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※投映した映像を上下反転させる場合は、
リモコンボタンの「メニュー」→「セットアップ」→「上下反転」

のオン-オフで切り替え可能です。

１．基本共通設定



３．映像の調整 （1000lmタイプ／2000lmタイプ共通）

①ズーム：リモコンの【ズーム】ボタンを押して、
投映サイズを【▲▼】ボタン（長押し）で調整します。

②フォーカス：リモコンの【フォーカス】ボタンを押して、
フォーカスを【▲▼】ボタン（長押し）で調整します。

③台形補正：リモコンの【メニュー】→【セットアップ】→
【台形補正】→【コーナー補正】→【決定】を選択し

右上 左上 右下 左下とそれぞれ十字ボタン（長押し）
でひずみを補正します。

調整のコツ：【水平垂直補正】1辺のみの補正
【コーナー補正】４辺の補正が可能で、より細かく調整できます。

リモコンの【メニュー】→【テストパターン】→【 】の各テストパターン

画面で調整すると、投映しているコーナーがわかりやすく便利です。
（※2000lmのみ／P.5参照）

④台形補正で、ズームやフォーカスが合わなくなった場合は、
再度上記①②の操作で調整してください。
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十字
ボタン

１．基本共通設定



４．明るさ・色の調整 （1000lmタイプ／2000lmタイプ共通）

①リモコンの【メニュー】→【映像】→《映像モード》を確認します。
必要に応じて各種映像モードを変更してください。

～色の微調整の設定～
※工場出荷状態でよい場合は次ページへお進みください。

《映像モード》

･ダイナミック （明るさ優先のモード） 工場出荷時はダイナミックモードです。

･ノーマル （動画系全般に適したモード）ダイナミックより、色がきれいなモードです。
ダイナミックと比較すると少し暗いです。

･ナチュラル （色優先のモード） 色がきれいなモードです。
赤色が多い映像におすすめです。

ダイナミック・ノーマルと比較すると
明るさは落ちます。

※1000lmタイプにはナチュラルモードはありません。

①メニュー

②十字
ボタン
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１．基本共通設定



２．SDカードに保存したデータを投映する
１．SDカードの準備

■パソコン等を使い、使用する動画ファイルをSDカードに保存します。

■データを入れたSDカードをスペースプレーヤーへ差し込みます。

※カードの表を上にして、角が欠けた方から
SDカードスロットルにしっかりと差し込みます。

※SDカードの抜き差しは、スペースプレーヤーの本体

の電源を切った状態で行ってください。1000lmタイプ

2000lmタイプ

※zipなどの圧縮ファイルの場合は必ず解凍し、.mp4や.wmvなどのファイル形式にした後、
SDカードへ保存してください。

※SDカードの 大容量は32GBまで。1ファイルは2GBまで再生可能です。
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■Space Playerで再生可能なファイル

コンテンツ制作を映像制作会社へご依頼する場合は、上記条件でのコンテンツ制作を
ご依頼ください。 10

推奨解像度：1000lm 1280×800
2000lm 1024×768

２．SDカードに保存したデータを投映する



２．SDカードのデータを投映する（1000lmタイプ／2000lmタイプ共通）

①リモコンの【メモリービューワー】ボタンを押して、
画面から再生したいファイルを十字ボタンで選択し、

【決定】ボタンを押すと再生されます。

②再生中に【決定】ボタンを押すと、再生を一時停止
します。もう一度押すと、停止した位置から再生を
再開します

③また、再生中に【戻る】ボタンを押すと動画の再生

を停止し、メモリービューワー画面に戻ります。

メモリービューワー

メモリービューワー画面↓

調整のコツ：動画を再生中に【決定】ボタンを押し、一時停止状態にして台形補正を実施すると、
調整しやすく便利です。（P.7参照）
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２．SDカードに保存したデータを投映する

※1つ上のフォルダへ戻りたいときは、 に
カーソルを合わせ【決定】ボタンを押してください。



３．同じファイルを繰り返し再生する設定

調整のコツ：複数のファイルを再生する場合、再生したい順番でファイル名の頭に番号を付けると、
番号順に再生されます。

ファイル例： ①XXXXXXX ②YYYYYYY ③ZZZZZZZ
再生順番 ： ①XXXXXXX ②YYYYYYY ③ZZZZZZZ

① 【メニュー】→【メモリービューワー】→【自動再生】を オン にします。

② 繰り返し再生したいファイルをルートフォルダ（フォルダを作らないで直接ファイルを

SDカードに保存する）に保存するか、ひとつのフォルダ内に保存します。

③ 上記設定後再生すると、ルートフォルダ内もしくはひとつのフォルダ内のファイルが繰

返し再生されます。尚、同じフォルダ内に複数のファイルがある場合、ファイル名の

かな順に再生され、全て再生された後、また１番目のファイルから再生されます。
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２．SDカードに保存したデータを投映する



４．リモコンの数字ボタンで投映するコンテンツを変更する方法

（ダイレクト再生）

R001 R002 R003 R004 R005 R006

リモコンボタン

１～６

※2000lmタイプの場合には、
【メニュー】→【セットアップ】→【ダイレクト再生設定】が

メモリービューワーになっていることを確認してください。

① SDカード内に R001 R002 R003 ・・

（Rは半角大文字／数字は半角）という名称の

フォルダを作成し、それぞれのフォルダ内に

再生したいファイルを保存します。

② メモリービューワーで再生中、リモコンの１ボタンを押すと、

R001 に保存したファイルが再生されます。

（再生までに数秒かかります）

同様にリモコンの２ボタンを押すとR002に保存したファイルが、

３ボタンを押すとR003に保存したファイルが再生されます。
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２．SDカードに保存したデータを投映する



５． 主電源のON-OFFで運用する設定。

いきなり抜いても

OK!!

■スペースプレーヤーは、主電源（ブレーカーやコンセント）のON-OFFで運用が可能です。

例えば店舗での閉店後、ブレーカーをOFF・翌日ブレーカーをONすると、昨日投映していた

コンテンツがファイルのはじめから再生されます。リモコンに触る事なく運用できるので、

とても便利です。

■設定方法

① 再生したいファイルは、ルートフォルダ（フォルダ作らないで直接ファイルをSDカード

へ保存する）に保存する。

②【メニュー】→【メモリービューワー】→【自動再生】 オン にする

③【メニュー】→【セットアップ】→【起動方法】 オン にする

④【メニュー】→【セットアップ】→【スタートアップ入力選択】 メモリービューワー にする
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２．SDカードに保存したデータを投映する



３．Wi-FiでコンテンツをSDカードに追加し投映する

■ Wi-Fiを使用して本体に挿入済みのSDカードに新しいコンテンツを書き込み投映
する事が可能です。スペースプレーヤーを高所に設置するなどSDカードの取替えが
困難な場合にとても便利です。

＜設定方法＞

１．Wi-Fiで、パソコンとSpace Playerを接続する

① ｽﾍﾟｰｽﾌﾟﾚｰﾔｰ本体の電源を入れます。ノートパソコン（Wi-Fi対応のもの）を準備します。

② スペースプレーヤーの【メニュー】→【ネットワーク】→【プロジェクタ名変更】

の内容を確認します。

（NAMEXXXXと4桁の数字が記載されていますので、その数字をメモしておいてください。）

③ 【メニュー】→【ネットワーク】→【無線LAN】を M-DIRECT に変更します。

（変更は ボタンで切り替えられます。）

④ 【M-DIRECT】にカーソルを合わせ、【決定】ボタンを押します。

⑤ 無線LANのIPアドレスをメモしてください。工場出荷時は 192.168.12.100 です。(P.41参照)

⑥ ノートパソコンの右下 アンテナマークをクリックします。

⑦ M-DIRECTXXXX を探し、接続します。

（XXXXは②でメモした4桁の数字です） 15

★Space Player本体内機能のコンテンツマネージャーのスライドショーを
使用します



⑧ パスワードを要求されます。

パスワードは M-DIRECTXXXX と入力します。

（XXXXは先ほどメモした4桁の数字です）

※Windows10以降を使用している場合、8桁のパスワードは入力せず、
「セキュリティーキーを使用して接続」→「ネットワークセキュリティーの入力」にて

パスワード（M-DIRECTXXXX）を入力下さい。

⑨ 接続されたか確認します。

接続されると「接続されました」と出てきます。

※パソコンによっては、（条件付接続）や（ネットワークに接続されていません）

と出る場合がありますが問題ありません。そのまま次へ進んでください

２．コンテンツマネージャーにログインする

① Internet Explorer や Google Chrome などのブラウザを立ち上げます。

アドレスの所に 先ほどメモしたIPアドレス /signage と入力し、Enter を押します。

② 右記の画面になりますので、

ログインをクリックします。
16

例：192.168.12.100/signage

３．Wi-FiでコンテンツをSDカードに追加し投映する



③ 右記ユーザー名とパスワードを入れます。

ユーザー ： admin1

パスワード： panasonic

※2000lmの場合、パスワードを変更するように、注意喚起がなされますので、

新たなパスワードを設定後、以下にお進みください。

パスワードは必ず覚えておくようにしてください。

④ スライドショー をクリックします。
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３．Wi-FiでコンテンツをSDカードに追加し投映する



３．コンテンツマネージャー/スライドショーを設定しコンテンツを保存する

① 静止画 もしくは 動画のタブをクリックします

② 右側の ボタンをクリックします（2箇所）

③ パソコンの中から、SDカードへ保存したいファイルを選択します

④ 保存をクリックします。「コンテンツを追加しました」とのメッセージが出ます。

①
②-１

②-２

③

④

18

３．Wi-FiでコンテンツをSDカードに追加し投映する



⑤ 再生したいコンテンツを下の枠内に順次ドラックします。

⑥ スペースプレーヤーのリモコンで、【サイネージ】ボタンを押します

⑦ スライドショーの右下の保存ボタンをクリックします。

スライドショーの再生ボタンをクリックします。

⑤

⑦-２ ⑦-１

下の枠内の映像が左から順番に再生されます。（順番はクリックで移動可能です）

後のファイルまで再生すると、繰り返し一番左のファイルから順番に再生されます。

※途中でログアウトしても、再生状態は維持されます。

19

３．Wi-FiでコンテンツをSDカードに追加し投映する

⑥



１．電源のON－OFF（スタンバイ）のみで設定したい場合（2000lmタイプのみ）

★リモコンを使ってON-OFFの時間を設定できます

① リモコンの【メニュー】→【セットアップ】→【スケジュール】をオンにし【決定】

を押します。

② スケジュール設定画面が表示されますので、【プログラム編集】にカーソルを合わせ

【決定】を押します。

③ プログラム１の内容を入力します。

例 01： 時刻 08:00 → コマンド 電源オン → 保存

02： 時刻 20:00 → コマンド 電源 スタンバイ → 保存

④ 【戻る】ボタンで、スケジュール画面まで戻り、曜日毎にスケジュールを入れて行きます。

例 上記③のプログラム１を月曜日に実施したい場合

スケジュールの月曜日にカーソルを合わせ、十字ボタン左右で【プログラム１】を

選択します。以上で設定は終わりです。

※スケジュールの設定は曜日単位となります。

４．スケジュールの設定方法

20



２．詳細スケジュールを設定する （本体のSDカードの取替えが可能な場合）

■午前中と午後で投映するコンテンツを自動的に変更するなど
思いどおりのスケジュールを設定する事が可能です。

■ソフトウェアをダウンロードすることにより、Space Playerとパソコンを接続せずに、

スケジュールの作成が可能です。現場での作業軽減、時間短縮が図れ、便利です。

※ここでは、以下のスケジュールを例に設定方法を説明します。

★コンテンツマネージメントソフトウェアを使用して
スケジュールを設定します

時間 項目

08:00 電源オン

08:00～12:00 動画コンテンツAを投映

12:00～17:00 動画コンテンツBを投映

17:00～22:00 動画コンテンツCを投映

22:00 電源オフ（スタンバイ状態）

○上記スケジュールを毎日繰り返す

４．スケジュールの設定方法

21



① スペースプレーヤーのホームページより、コンテンツマネジメントソフトウエアを

ダウンロード/インストールします。

http://www2.panasonic.biz/es/lighting/shop/spaceplayer/app/#download_cms

② コンテンツマネジメントソフトウエアを立ち上げます。

③ 作成・編集をクリックします。

③

４．スケジュールの設定方法

22

http://www2.panasonic.biz/es/lighting/shop/spaceplayer/app/


④ 新規作成をクリックします。

⑤ スケジュール名を入力してOKを

クリックします。

４．スケジュールの設定方法４．スケジュールの設定方法

23

⑤

④

⑥
⑥ 設定タブをクリックします。

⑦ 機器の運用時間を設定します。

運用時間は、スペースプレーヤーを

運用している時間です。

（例：8:00～22:00など）

※運用時間外にスケジュールを設定する

事はできません。したがって、

スケジュールと同じかそれよりも

長い運用時間に設定してください。

⑦



⑧ 動画タブをクリックします。

投映したいコンテンツが静止画の

場合は、静止画タブをクリックします。

⑨ 右側の＋ボタンをクリックします。

⑩ コンテンツ追加の＋ボタンを

クリックします。

⑪ パソコンの中から投映したいコンテンツを

選んでダブルクリックすると

コンテンツ追加ウインドウにコンテンツが表示されます。

⑫ 保存をクリックします。

⑬ コンテンツがソフトウェア内に保存されると、「コンテンツを追加しました」

と表示されますので、OKをクリックします。

※コンテンツの容量により保存時間が変わります。（容量が大きいほど時間がかかります）

※コンテンツの容量は 大２GBです。それ以上は保存ができません。

４．スケジュールの設定方法

24

⑪

⑧
⑨

⑩

⑫



４．スケジュールの設定方法

⑭ コンテンツAをタイムテーブル上に

ドラックします。

タイムテーブル上でコンテンツを

クリックすると、右図のような時間

設定画面が表示されますので、

08:00～12:00となるよう入力します。

※コンテンツの時間が短い場合、タイムテーブル上のコンテンツの帯が細く、クリック

しづらくなりますので、タイムテーブルの＋ボタンで表示を大きくすると設定がやり

易くなります。

４．スケジュールの設定方法

25

⑭



⑮ ⑭と同様にコンテンツBを12:00～17:00

コンテンツCを17:00～22:00に

設定します。

必要に応じタイムテーブル名を

変更してください。

⑯ 保存をクリックします。

「タイムテーブル01を保存します」と

表示されますので、OKをクリックします。

次へをクリックします。

４．スケジュールの設定方法

26

⑮

⑯



⑰ カレンダーのどこかの1日を

左クリックした後、右クリックします。

＜曜日繰り返し＞を選択します。

⑱ 曜日繰り返し設定のウィンドウが開きます。

各曜日の上で、左クリックの後右クリックを

行い、対象のタイムテーブルを選択します。

（毎日設定する場合は日曜日～土曜日まで、

同様に設定します。）

設定が終わったら、「OK」をクリックし、

「次へ」をクリックします。

４．スケジュールの設定方法

27

⑰



⑲ 出力ウィンドウが開きますので、SD 機器01 に

チェックを入れ出力をクリックします。

出力場所ウィンドウが開きますので、

PC画面上で、出力するSDカードを選択します。

⑳ 「【機器01】用のSDメモリーカードを挿入してくださ

い」と表示されますので、OKをクリックすると書き込

みが始まります。書き込みが終了したら、SDカードを

パソコンから取り出し、スペースプレーヤーに挿入して

ください。スペースプレーヤーの電源をONにし、リモ

コンの【サイネージ】ボタンを押すとスケジュール通り

のコンテンツの投映が開始されます。

※投映した画面に一時停止マーク「 」が出た場合には、
リモコンの「サイネージ」ボタンを押せば、解除されます。

⑳

４．スケジュールの設定方法

⑲

28

⑲

⑲



３．詳細スケジュールを設定する（本体のSDカード取替えが困難な場合）

■午前中と午後で投映するコンテンツを自動的に変更するなど

思いどおりのスケジュールを設定する事が可能です。
■Wi-Fiを使って本体のSDカードにスケジュールを直接書き込みますので、

高所に設置した場合など、SDカードの取替えが困難な場合に便利です。

※ここでは、以下のスケジュールを例に設定方法を説明します。

★コンテンツマネージャーを使用して
スケジュールを設定します

時間 項目

08:00 電源オン

08:00～12:00 動画コンテンツAを投映

12:00～17:00 動画コンテンツBを投映

17:00～22:00 動画コンテンツCを投映

22:00 電源オフ（スタンバイ）

○上記スケジュールを毎日繰り返す

４．スケジュールの設定方法

29



■Wi-Fiで、パソコンとSpace Playerを接続する

① スペースプレーヤー本体の電源を入れます。ノートパソコン（Wi-Fi対応機器）を準備します。

② スペースプレーヤーの【メニュー】→【ネットワーク】→【プロジェクタ名変更】の内容を

確認します。（NAME XXXXなど4桁の数字が記載されていますので、その数字をメモしてく

ださい。）

③【メニュー】→【ネットワーク】→【無線LAN】を M-DIRECT に変更します。

（変更は ボタンで切り替えられます。）

④【M-DIRECT】にカーソルを合わせ、【決定】ボタンを押します。

⑤ 無線LANのIPアドレスをメモしてください。工場出荷時は 192.168.12.100 です。(P.41参照)

⑥ ノートパソコンの右下のアンテナマークをクリックします。

⑦ M-DIRECTXXXX を探し、接続します。

４．スケジュールの設定方法
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４．スケジュールの設定方法

31

⑧ パスワードを要求されます。

パスワードは M-DIRECTXXXX と入力します。

（XXXXは先ほどメモした4桁の数字です）

※Windows10以降を使用している場合、8桁のパスワードは入力せず、
「セキュリティーキーを使用して接続」→「ネットワークセキュリティーの入力」にて

パスワード（M-DIRECTXXXX）を入力下さい。

⑨ 接続がされたか確認します。

接続されると「接続されました」と出てきます。

※パソコンによっては、（条件付接続）や（ネットワークに接続されていません）

と出る場合がありますが問題ありません。そのまま次へ進んでください

２．コンテンツマネージャーにログインする

① Internet Explorer や Google Chrome などのブラウザを立ち上げます。

アドレスの所に 先ほどメモしたIPアドレス /signage と入力し、Enter を押します。

② 右記の画面になりますので、

ログインをクリックします。

例：192.168.12.100/signage



③ 右記ユーザー名とパスワードを入れます。

ユーザー： admin1

パスワード： panasonic

※2000lmタイプの場合、パスワードを変更するように、注意喚起がなされますので、

新たなパスワードを設定後、以下にお進みください。

④ 「スケジュール」をクリックします。

４．スケジュールの設定方法
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４．スケジュールの設定方法

33

⑤ スパナマーク をクリックします。

⑥ 「システム設定」タブ→「運用時間」

を設定します。運用時間は、スペース

プレーヤーを運用している時間です。

（例：8:00～22:00など）

「保存」をクリックします。

※運用時間外にスケジュールを設定する事はできません。

したがって、スケジュールと同じかそれよりも長い運用時間に設定してください。

⑤

⑥

⑥

⑥



⑦ 「タイムテーブル」を選択します。

⑧ コンテンツを追加します。

「静止画」または「動画」タブを

選択し ボタンをクリックし、

コンテンツを追加します。

４．スケジュールの設定方法

34

⑦

⑧
⑧



⑨ タイムテーブルを作成します。

投映コンテンツを、上部の「コンテンツ

一覧」から下部の「タイムテーブル」へ

ドラッグ＆ドロップします。

⑩ 右図のようなウィンドウが立ち上がりま

すので、設定する時間ごとに各コンテン

ツの開始時刻と終了時刻を設定し、設定

完了後「決定」ボタンをクリックします。

４．スケジュールの設定方法

35

時間 項目

08:00～12:00 動画コンテンツAを投映

12:00～17:00 動画コンテンツBを投映

17:00～22:00 動画コンテンツCを投映

⑩

⑨



⑪ タイムテーブルに必要なコンテンツの登

録が終了したら、「保存」ボタンを

クリックします。

⑫ 右図のようなウィンドウが立ち上がりま

すので、タイムテーブル名を入力し、決

定ボタンをクリックします。

４．スケジュールの設定方法
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⑪

⑫

⑫



⑬ スケジュールボタンをクリック

します。下部のカレンダーマー

クをクリックします。

⑭ 右図のウィンドウが表示され

ますので、「毎週」ボタンを

クリックします。

４．スケジュールの設定方法
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⑬

⑭

⑬



⑮ 「タイムテーブル管理番号」を、

「スケジュール」上の登録したい

曜日にドラッグ＆ドロップします。

特定の月日に個別に設定したい場合は、カレンダー上の指定の月日を左クリックの後

タイムテーブルの管理番号を画面下の該当月日にドラック＆ドロップします。

設定完了後「保存」ボタンをクリックします。

４．スケジュールの設定方法

38

⑮



⑯ 「運用情報」ボタンをクリックします。

「再生開始」ボタンをクリックします。

⑰ 「ログアウト」します。

以上でスケジュール設定は完了で

す。リモコンボタンで「サイネー

ジ」モードにすると、設定したス

ケジュール通りに運用が開始され

ます。

４．スケジュールの設定方法
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⑯

⑯

⑰



５．複数のSpace Playerを連動させる

有線LAN（HUBを使用し接続）
※2台のみの場合はHUB不要

親機子機① 子機②

＜設定イメージ＞

本設定のイメージは、次のとおりです。
A.Space Player間は有線LANで接続
B.子機①②それぞれに対し、

パソコンで設定（無線）

【注意事項】

※スペースプレーヤーの「同時再生」は、各機器間の通信による連動ではありません。

※スペースプレーヤーの「同時再生」は、複数機器の再生開始のタイミングを合わせる方法で、

スケジュール設定したコンテンツの「再生開始時刻」を「時刻同期」させる事で実現しています。

※「時刻同期」は、複数の子機の内蔵時計の時刻を１台の親機の時計に合わせる機能です。

この機能により、「再生開始時刻」のズレを 小限にする事ができます。

※「時刻同期」を行っても、１秒程度のズレは生じます。（2000lm実力ベース／0.2秒のズレ）

※リピート再生を行う場合は、コンテンツの長さを同じにしてください。

※無線LANでも運用は可能ですが、通信環境に依存する為お勧めしません。

※スケジュール再生の設定は、別途取扱説明書等をご確認ください。（P.20から参照）

１．連動概要

■ 複数のSpace Playerを連動させ、迫力ある空間演出が可能です。
連動は、「スケジュールの設定」と組合わせる事で実現します。

40

子機①②を設定

（運用後数日で時間のズレが発生します）



① リモコンで、各スペースプレーヤーのIPアドレスを重複しないように設定します。

【メニュー】⇒【ネットワーク】⇒【有線ＬＡＮ】

出荷状態は、「192.168.10.100」 これを各機「192.168.10.101」 等に変更します。

※3台以上の連動は、「192.168.10.」までは同じとし、 後の3桁の数字を変更ください。

各スペースプレーヤーのIPアドレスが重複しないよう、連動させる全てのスペースプ

レーヤーで実施ください。

※1台を親機 それ以外を子機とします。特に親機のIPアドレスは後ほど必要に

なりますので、控えておいてください。

② 各スペースプレーヤーを有線LAN・HUBを使用して接続します。

③ 親機を設定します。【メニュー】→【セットアップ】→【日付と時刻】→【時刻設定】

NTP同期・・・オフにします。

④ 各スペースプレーヤーをリモコンで【メニュー】→【ネットワーク】→【ネットワークス

テータス】を選択し、ネットワークIDの「Proj XXXX」の4桁の数字を控えてください。

⑤ 【メニュー】→【ネットワーク】→【無線LAN】を「M-DIRECT」に設定します。

「M-DIRECT」が選択されている状態で【決定】を押し、表示されるIPアドレスを控えて

ください。

※出荷状態は １９２．１６８．１２．１００ です。

※無線LANのIPアドレスは変更の必要はありません。 41

５．複数のSpace Playerを連動させる
２．設定方法



⑥ パソコンのワイヤレスを有効にします。

右下のネットワークの接続先をクリックします。

⑦ 表示された候補の中から「M-DIRECT XXXX」を

選択します。（XXXXは④でメモした数字です）

⑧ パスワードを要求されますので、

M-DIRECTXXXX を入力します。

（XXXXは④でメモした数字です）

⑨ 接続が完了した事を確認します。

⑩ パソコンでWEBブラウザ（Internet Explorerなど）を立ち上げ、

アドレス欄に⑤で控えたIPアドレスを入力します。

（出荷状態から変更していなければ 192.168.12.100 と入力します。）

42

５．複数のSpace Playerを連動させる

⑤

⑥

以下は各子機に対して設定します。



⑩ 右図の画面が表示されますので、

ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名：admin1

パスワード：panasonic

43

５．複数のSpace Playerを連動させる

⑪ 右図の画面が表示

されます。

詳細設定をクリッ

クします。

⑩

⑪



⑫ 右図が表示されますので、

時刻設定タブをクリックします。

⑬ 右図が表示されますので、

NTP同期 ：ON

NTPサーバー名 ：

親機に設定した有線LANのIPアドレス

（①で控えた数字）を入力します。

日時のセットをクリックします。

「XX月XX日XX時XX分に時刻同期に成功しました」と出れば、設定完了です。

各子機に対して、⑤～⑬を実施してください。

以上で連動（時刻同期）の設定は完了です。

スケジュールと合わせて再生すると、連動した迫力ある演出が可能です。 44

５．複数のSpace Playerを連動させる

⑬

⑫



１．概要

パソコンの画像をタイムリーにスペースプレーヤーから

投映することが可能です。

パワーポイントのプレゼン資料や写真を映すなど様々な

シーンで活躍します。

※本資料では、Windowsパソコンを例に以下説明致します。

※Macパソコン・スマホでも基本的には同様の操作で設定可能です。

２．事前準備

パナソニック スペースプレーヤーのホームページから、

Wireless Manager（ワイヤレスマネージャー）をPCへインストールする

http://www2.panasonic.biz/ls/lighting/shop/spaceplayer/app/

① Macをご使用の方は ワイヤレスマネージャーMac用をインストールしてください

② スマートフォンを使用される方は、ワイヤレスプロジェクタ（Wireless PJ)

をPlayストアまたはAPP Storeからダウンロードください。

③ Space Playerは、電源を入れた後、リモコンで「PanasonicAPP」モードにしてください。

６．パソコンの画像（静止画）を無線で映す

45

http://www2.panasonic.biz/ls/lighting/shop/spaceplayer/app/


６．パソコンの画像（静止画）を無線で映す

３．設定方法

Wi-Fiで、PCとSpace Playerを接続する

① ｽﾍﾟｰｽﾌﾟﾚｰﾔｰ本体の電源を入れます。ノートパソコン（Wi-Fi対応のもの）を準備します。

② ｽﾍﾟｰｽﾌﾟﾚｰﾔｰの確認をします。【メニュー】→【ネットワーク】→【プロジェクタ名変更】

の内容を確認します。（NAME XXXXなど4桁の数字が記載されていますので、その数字を

メモしておいてください。）

③【メニュー】→【ネットワーク】→【無線LAN】を M-DIRECT に変更します。

（変更は ボタンで切り替えられます。）

④【M-DIRECT】にカーソルを合わせ、【決定】ボタンを押します。

⑤ 無線LANのIPアドレスをメモしてください。工場出荷時は 192.168.12.100 です。(P.41参照)

⑥ ノートパソコンの右下 アンテナマークをクリックします。

⑦ M-DIRECT XXXXを探し、接続します。

46

⑥



６．パソコンの画像（静止画）を無線で映す
⑧ パスワードを要求されますので、パスワードは M-DIRECTXXXX と入力します。

（XXXXは②でメモした4桁の数字です）

※Windows10以降を使用している場合、8桁のパスワードは入力せず、

「セキュリティーキーを使用して接続」→「ﾈｯﾄﾜｰｸセキュリティーの入力」にて

パスワード（M-DIRECTXXXX）を入力下さい。

⑨ 接続がされたか確認します。

接続されると「接続されました」と出てきます。

※パソコンによっては、（条件付接続）や（ネットワークに接続されていません）

と出る場合がありますが問題ありません。そのまま次へ進んでください

⑩ 事前準備にてダウンロード＆インストールしたソフト「ワイヤレスマネージャー」

を立ち上げます。

右図のように

「プロジェクタを検索しています」

と表示されますので、そのまましばらく待ちます。

47



６．パソコンの画像（静止画）を無線で映す

⑪ 「投写するプロジェクターの

ネットワークを選択してください。」

と表示されますので、対象の機器を選択します。

⑫ 右図が表示されますので、

「使用する」をクリックします。

⑬ 右図が表示されますので、

「 」をクリックします。

以上の操作で、パソコンのデスクトップ画面

がスペースプレーヤーから投映されます。 48

⑪

⑫

⑬



７．HDMIの活用法

アップルTV

Space Player chromecast

×

PanasonicDVDプレーヤー

スペースプレーヤーとHDMI
ケーブルで繋いでインター

ネットTVを見ることも出来
ます。操作はスマホで簡単

に。

スペースプレーヤーと
HDMIケーブルで繋ぐこ

とで、大画面でDVD鑑
賞を楽しめます。

Fire TV Stick

１．つながる・拡がる Space Player

◆ スペースプレーヤーと、アップルTVなどの機器を接続し、大画面で様々なコンテンツを

投映。迫力ある画面で楽しむ事が出来ます。

49



７．HDMIの活用法

２．設定方法

① スペースプレーヤーとアップルTVなどの機器をHDMIケーブルで接続します。

② スペースプレーヤーの電源をONにし、入力モードはHDMIにします。

（リモコンボタンの HDMI を押します）

③ それぞれの機器の説明書に従って設定します。

通常TVと接続する事が多いですが、接続先がTVでなくスペースプレーヤーに

入れ替わったものとお考えいただき、操作を行っていただければわかりやすいと思います。

50



８．スピーカーとの接続方法

51

１．ワイヤレスで音声出力が可能

◆Bluetooth対応アクティブスピーカー

（電源供給型・アンプ内蔵のもの）

を別途用意すれば、ワイヤレスで音声出力が可能です。

※2000lmタイプのみ。

1000lmタイプはBluetooth発信機が別途必要です。

※スペースプレーヤーの音声端子と

アンプ又はアンプ内蔵スピーカーとの有線接続も可能です。

２．設定方法（Bluetoothのペアリング方法）

① リモコンの【メニュー】→【セットアップ】→【音声設定】→【Bluetooth音声】を

【オン】にします。

ペアリングの上で【決定】ボタンを押します。※左記状態でスピーカーの操作を行ってください

② スピーカーの操作をします。スピーカーのBluetoothをペアリング待ちの状態にします。

※スピーカーによってペアリング待ちの状態にする方法が異なります。

詳細はスピーカーの取扱い説明書をご確認ください。

③ スペースプレーヤーのリモコンで、ペアリング→ 実行 を押します。

『正常に終了しました』と表示されれば完了です。


