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①投影するムービーの作成
とう えい さく せい

②作成したムービーを本体に転送
さく せい てん そうほん たい

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

次のページ へつづきます
つぎ

本製品は安定した電力が必要になります。アダプターを同梱していない製品をご使用の際は、タカラトミーACアダプ
ターTYPE5C2（別売り）の使用を推奨いたします。ACアダプターをご使用の際は必ず、本体差込部を確認し、専用
のタカラトミーACアダプターTYPE5C2をご使用ください。
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こん せい ひん し よう さい

専用アプリを使用する際はデバイス内の写真やメディアのアクセス、
デバイスの位置情報を許可してください。許可をしない場合、アプリ
が正常に動作しなくなりますので、ご注意ください。

せん よう し よう さい ない しゃ しん

い ち じょう ほう

じょう ちゅうせい どう さ い

きょ か きょ か ば あい

②-1 本体側の操作（準備）
ほん たい がわ そう さ じゅん び

②-2 Wi-fiの設定
せっ てい

②-3 本体への転送
ほん たい てん そう

※アプリ画面・投影画像やイラストはイメージです。
　実際の商品とは異なる場合がございますが、ご了承ください。
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じっ さい しょうひん こと あい りょう しょうば

専用アプリで作成した投影するための
データをムービーと呼びます。

せん よう とう えいさく せい

よ

選べるフレームの種類は本体付属の
「取り扱い説明書」や製品のパッケージ
をご覧ください。
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しゅ るい ほん たい ふ ぞく

と あつか せつ めい

以上で投影したいムービーが完成しました。続いて「②作成
したムービーを本体に転送」を見ながら作成したムービー
を本体に転送してください。
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ほん たい てん そう

かん せい つづ さく せい

ダウンロードした専用アプリを起動し、写真を投
影したい場合は「写真の投影準備」を選びます。
動画を投影したい場合は「動画の投影準備」を選
んでください。
※画面はAndroidでの画面ですが、iOSでも同じ
内容が表示されます。
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ば あい しゃ しん とう えい じゅん び えら

よう き どう しゃ しん とう

写真の時は「写真を選んでムービーを作成する」
を選びます。
動画の時は「動画を選んでムービーを作成し投
影する」を選んでください。

しゃ しん しゃとき しん えら
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どう が どうとき が えら

えらえい

さく せい とう

投影する写真や動画の周囲に表示されるフレー
ムを選択し「決定」をタップします。
※写真を選択する場合と動画を選択する場合で
は選べるフレームが異なります。
※動画の場合は選べるフレームが1種類のみで
すが、フレームの有無を選択できます。
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どう が しゅう い ひょう じ

スマートフォン（タブレット）に保存されている
写真や動画から投影したいデータを選択し
「決定」をタップします。
※写真の場合は最大15枚まで選べます。
※動画の場合は、最大3分までの動画になり
ます。3分を超える動画は、最初の3分のみ
再生されます。
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左の画面が表示されますので「OK」をタップしてください。
ひだり が めん ひょう じ
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写真の場合
しゃしん ば あい

動画の場合
どう が ば あい

本体メニュー画面の「しゃしん・どうがのとうえい」を選
んで ボタンを押します。

ほん たい が めん えら

お

ボタンで「しゃしん・どうがの受信」を選んで
ボタンを押します。

じゅ しん

お

えら

　　　　　 で「ほぞん1～6」の中から好きな場所を
選んで ボタンで保存先を決定してください。
※すでにデータが保存されている
場所を選んだ時は右の上書きの
確認が表示されます。
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左の画面になったらスマートフォン（タブレット）での
操作になります。

ひだり が めん

そう さ

Wi-fiの設定画面から、WVT-○○○○○○○○○○○○（○の
12桁の部分は本体ごとに異なります）を選んでください。
※初期設定時はパスワードが必要です。
　パスワード：12345678
※「Wi-fiはインターネットに未接続です」等のメッセージが出る
場合は「OK」を選択してください。
※左の画面はAndroidでのWi-fi設定画面です。使用される機
種やOSのバージョンの違いにより表示される画面が若干
異なる場合がございます。
※本体と接続できる機器は1度に1台のみです。同時に複数台
の機器の同時接続はできません。
接続が成功すると右の画像のように投影
画面の左上にアンテナマークが表示され
点滅します。接続が成功したら、アプリの
画面に戻ります。
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投影画面
とう えい が めん

④本体に保存したムービーを削除する
ほん たい じょほ ぞん さく

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

本体メニュー画面の「しゃしん・どうがのとうえい」を選
んで ボタンを押します。

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

③ムービーの投影
とう えい

次のページにつづきます
つぎ

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

②-3 本体への転送
ほん たい てん そう

④-1 本体側の操作（準備）
ほん たい がわ そう さ じゅん び

④-2 Wi-fiの設定
せっ てい

④-3 ムービーの削除
さく じょ

これより先の「③ムービーの投影」「④本体に保存したムービーを削除
する」での操作は写真を使用したムービーと動画を使用したムービー
の両方とも同じ操作で行います。

とうさき えい
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そう さ おこな
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りょう ほう おな

ほん たい ほ ぞん じょさく

そう さ

以上でムービーの転送が完了しました。続いて「③ムービーの投影」を見なが
らムービーの再生を行います。

い じょう てん そう かん りょう つづ とう えい み

さい せい おこな

本体に保存できる写真や動画のムービーは合計で6つまでです。新たにムー
ビーを保存する場合は、それらのムービーを上書きすることになります。
ムービーを消す場合は以下の初期化を行うことで削除することができます。

ほん たい ほ ぞん
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ばけ あい い か しょ き さく じょか おこな

しゃ しん どう が ごう けい あら

写真の場合
しゃしん ば あい

動画の場合
どう が ば あい

専用アプリを起動し「作成したムービーを転送
する」を選択します。
※転送はWi-fiのみで行えます。
　USBケーブル接続での転送には対応しており
ません。

せん よう き どう さく せい てん そう

てん そう おこな

せつ ぞく てん そう たい おう

せん たく

専用アプリを起動し「本体保存場所初期化」を選択します。
※画面はAndroidでの画面ですが、iOSでも同じ内容が表示
されます。
※転送はWi-fiのみで行えます。USBケーブル接続での削除に
は対応しておりません。

せん よう き どう ほん たい ほ ぞん ば しょ しょ き か

てん そう

が めん が めん ないおな よう ひょう じ

おこな せつ ぞく さく じょ

たい おう

せん たく

4桁のキーコードが発行されますので「OK」
をタップし、次の画面でキーコードを入力して
「OK」をタップしてください。
※左の画面のキーコードは発行の一例です。
キーコードは接続の度に変化します。
※発行されたキーコードは接続を切る（本体
の電源を切る）などで無効になります。
　再接続をする場合は新たに発行されるキー
コードを入力してください。
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転送がスタートすると、スマートフォ
ン（タブレット）の画面と投影画面は
左のように表示されます。

てん そう

とう えい が めんが めん

ひだり ひょう じ

転送が終了するとアプリは起動した時の画面に戻ります。
てん そう き どう が めんとき もどしゅうりょう

ボタンで「しゃしん・どうがの再生」を選んで
ボタンを押します。

さい せい えら

お

　　　　　 で「ほぞん1～6」の中から再生したい保
存先を選んで ボタンで決定すると再生されます。
※保存したムービーは「④本体に保存したムービーを
削除する」で初期化しなければ、何度でも再生する
ことができます。
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ボタンで「しゃしん・どうがの受信」を選んで ボ
タンを押します。

じゅ えらしん

お

　　　　　 で「ほぞん1～6」の中から削除したい保存
先を選んで ボタンで決定してください。
※右の投影画面のように上書き
の確認が出るので ボタンで
決定してください。
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左の画面になったらスマートフォン（タブレット）での
操作になります。

ひだり

そう さ

が めん

Wi-fiの設定画面から、WVT-○○○○○○○○○○○○（○の
12桁の部分は本体ごとに異なります）を選んでください。
※「Wi-fiはインターネットに未接続です」等のメッセージが出る
場合は「OK」を選択してください。
※左の画面はAndroidでのWi-fi設定画面です。使用される機
種やOSのバージョンの違いにより表示される画面が若干
異なる場合がございます。
※本体と接続できる機器は1度に1台のみです。同時に複数台
の機器の同時接続はできません。
接続が成功すると右の画像のように投影
画面の左上にアンテナマークが表示され
点滅します。接続が成功したら、アプリの
画面に戻ります。
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●お手持ちのスマートフォン（タブレット）のWi-fiが使用可能な状態であることを
ご確認ください。
※Wi-fiの設定は、使用されるスマートフォン（タブレット）の種類やOSのバージョ
ン等により異なります。ご不明な場合は、お使いのスマートフォン（タブレット）
の取り扱い説明書をご覧ください。
●Wi-fiの設定画面に本体（WVT-○○○○○○○○○○○○）が表示されない
場合は、本体の電源をONにして「しゃしん・どうがの受信」の保存先の選択を行
い、通信が行われていることを投影画面で確認をしてください。詳しくは「②作
成したムービーを本体に転送」をご覧ください。
　それでも表示されない場合は、本体の電源を一度OFFにしてリセットボタンを
押してから電源を入れ直してください。

●本体と接続できる機器は1度に1台のみです。同時に複数台の機器の同時接続
はできません。
●お手持ちのスマートフォン（タブレット）の位置情報を許可して、写真やメディア
のアクセスを許可してください。
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電源ボタン
でん げん

リセットボタン

前のページのつづき
まえ

本体と機器の接続がうまくできないとき
ほん たい せつ ぞくき き

アプリ内で作成したムービーについて
さく せいない

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

投影画面
とう えい が めん

④-4 初期化の確認
しょ き か かく にん

初期化をした場合、初期化したムービーの復元はできません。初期化
をする際はご注意ください。

しょ き か

さい ちゅう い

しょ き か しょ き かふく げんば あい

アプリ内で作成したムービーは、お手持ちのスマートフォン（タブ
レット）では見ることはできません。また、アプリ内で保存できる
ムービーは写真、動画それぞれ1種のみです。

ない

み ない ほ ぞん

さく せい て も

しゃ しん どう が しゅ

4桁のキーコードが発行されますので「OK」
をタップし、次の画面でキーコードを入力して
「OK」をタップしてください。
※左の画面のキーコードは発行の一例です。
キーコードは接続の度に変化します。
※発行されたキーコードは接続を切る（本体
の電源を切る）等で無効になります。
　再接続をする場合は新たに発行されるキー
コードを入力してください。

けた はっ こう

が めん にゅうりょく

ひだり が めん はっ こう

はっ こう せつ ぞく
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転送がスタートすると、スマートフォ
ン（タブレット）の画面と投影画面は
左のように表示されます。

てん そう

とう えい が めんが めん

ひだり ひょう じ

初期化が終了するとアプリは起動したときの画面に戻ります。
しょ き か き どう が めん もどしゅうりょう

ボタンで「しゃしん・どうがの再生」を選んで
ボタンを押します。

さい せい えら

お

　　　　　 で「ほぞん1～6」の中から削除した保存
先を選んで ボタンで決定してください。

なか さく じょ

さき えら けっ てい

ほ ぞん

初期化がされていると保存先の投影画面が左のよう
な状態になります。

しょ き か ほ ぞん さき とう えい が めん

じょう たい

ひだり

アプリ内のムービーを削除する場合は左の画面で「作成した
ムービーを削除する」を選択してください。
※削除したムービーは復元できません。ご注意ください。
※画面はAndroidでの画面ですが、iOSでも同じ内容が表示
されます。
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ひだり


