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安全上のご注意 
本項でお示しする注意事項は、安全に関わる重大な内容を記載しています。必ずお守りください。 

本製品を安全にご使用いただくため、注意事項を次のような表示と図記号で示しています。 

 

【危害・損害の程度の表示】 

 

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能

性が想定される内容です。 

 

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定される

か、または物的損害の発生が想定される内容です。 

 

【図記号の意味】 

 

一般禁止 
製品の取扱いにおいて 

その行為を禁止します。 

 
 

高温注意 
特定の条件において、 

高温による傷害の可能性があ

りますので注意してください。 

 

分解禁止 
製品を分解してはいけません。 

感電などの傷害が起こる可能

性があります。  

一般指示 
製品の取扱いにおいて 

必ずお守りいただくべきこと。 
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安全上のご注意(続き) 

 

 

本製品は日本国内専用です。 

·AC100V , 50/60Hz で使用してください。 

·定格電圧以外では使用しないでください。異なる電圧で使うと、火災や感電の原因となることが

あります。 

 

本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。 

平面部の直径が 900 ㎜以上の水平天井面の以下の配線器具に取り付けて使用してください。 

天井にこれらの配線器具がついていない場合は、電気工事店(有資格者)に配線工事を依頼し

てください。 

 
角型引掛シーリング   丸形フル引掛シーリング     丸形引掛シーリング      フル引掛ローゼット     引掛埋込ローゼット 

 

以下のような場所には取り付けないでください。 

本製品の落下によるけがの原因となることがあります。 

・壁面 

・凹凸のある場所 

・強度のない天井 

・傾斜天井・竿縁天井・舟底天井・格子天井 

・取り付け面が本製品外形より小さい天井 

 

以下のような配線器具には取り付けないでください。 

火災、感電、本製品の落下によるけがの原因となることがあります。 

・天井からの出しろが 22 mm 未満の引掛シーリングボディ（角形・丸形引掛シーリングボディ） 

・天井からの出しろが 11 mm 未満の引掛シーリングボディ（埋込引掛シーリングボディ） 

・シーリングハンガーが取り付けられたもの 

・ケースウェイ取り付け型ローゼット、シーリングボディ 

・電源が露出しているもの 

・斜めに取り付けられたもの 

・ガタつくもの 

・破損しているもの(欠け、割れなど) 

このような場合は、電気工事店(有資格者)に依頼して配線器具を交換してください。 

 

調光機能が付いた壁スイッチで使用しないでください。 

調光機能が付いた壁スイッチで使用すると、火災の原因となることがあります。 

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、電気工事店(有資格者)に依頼して一般の入切用スイ

ッチに交換してください。 

 

本製品は防湿、防雨型ではありません。以下のような場合に取り付けないでください。 

火災・感電の原因となることがあります。 

·水滴または飛沫がかかる場所 

·油煙、湯気、ほこりの多い場所 

·湿度の高い場所 
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安全上のご注意(続き) 

 

 

以下のような温度が異常に高くなる場所に取り付けないでください。 

本製品の外装や内部の部品に変形などの悪影響を与え、火災の原因となることがありま

す。 

·直射日光が当たる場所 

·エアコン、ヒーターの吹き出し口のそば 

·暖房機の真上 

本製品の使用温度範囲は 0～35℃です。 

 

以下のような場所に取り付けないでください。 

本製品やリモコンからの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故

の原因となることがあります。 

·火災報知器、自動ドアなどの自動制御機器の近く 

·病院内や医療用電気機器のある場所 

 

温泉地や酸などの腐食性が高い環境に取り付けないでください。 

本製品の落下によるけがの原因となることがあります。また、本製品の腐食や漏電の原因と

なることがあります。 

 

本製品の光源が長時間目に入るような場所に取り付けないでください。 

本製品の照明を長時間見続けるような場所に設置すると、目に障害が発生する恐れがあり

ます。 

 

取り付け、取り外し、お手入れの際は壁スイッチを OFF にしてください。 

電源を切らないと感電の原因となることがあります。 

 

付属の梱包材を取り除いてから取り付けてください。 

梱包材を付けたまま使用すると、火災の原因となることがあります。 

 

取り付け、取り外し、お手入れの際は足場を確保し、安全に作業してください。 

安定した足場を確保しないと、転倒、落下してけがの原因となることがあります。 

 

取り付け、取り外しの際は、本製品が落下しないように、両手で確実に支えながら作業して

ください。 

手を離すと、本製品が落下してけがの原因となることがあります。 

作業が困難な場合、2 人以上での作業を推奨します。 

 

シーリングライトの光源部(LED)を触らないでください。 

破損によるけがや、熱によるやけどの原因となることがあります。 

 

取り付け後は、本体に力を加えないでください。 

本体が配線器具から外れて落下し、けがの原因となることがあります。 

 

濡れた手で触らないでください。 

感電の原因となることがあります。 
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安全上のご注意(続き) 

 

 

本製品やリモコンの内部に水や異物を入れないでください。 

火災や感電、故障の原因となることがあります。 

万一、本製品に水や異物が入ったときは、壁スイッチを OFF にし、本製品を取り外してくださ

い。また、リモコンに水や異物が入ったときは、電池を取り出してください。 

 

可燃物を近付けないでください。 

火災の原因となることがあります。 

本製品に可燃物をかぶせたり、レンズの前や通風孔の近くにスプレー缶などの発火物や燃え

やすい物を近付けたりしないでください。 

 

乳幼児の手の届く場所に保管、設置しないでください。 

思わぬ事故の原因となることがあります。 

お子様だけで使用させないでください。 

 

電池は、乳幼児の手の届かない場所に置いてください。 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

万一誤って飲み込んだときは、すぐに医師にご相談ください。 

 

通風孔をふさがないでください。 

内部に熱がこもり、火災や事故の原因となることがあります。 

 

通風孔や投写窓をのぞかないでください。 

強い光で目を傷つける原因となることがあります。 

また、万一ランプが破裂した場合、ガラス破片が飛散する可能性があり、けがの原因となるこ

とがあります。 

万一、目や口に入った場合は、直ちに医師の診察を受けてください。 

 

投写中に投写窓を遮らないでください。 

投写光の当たった部分が高温になり、火災ややけど、変質、変形の原因となることがありま

す。 

 

落雷により感電することがありますので、本体に触れる使用は中止してください。万一、異常

発生時には、火災や感電、本製品の故障を防ぐために壁スイッチを OFF にしてください。 

また、雷が鳴り出したら、本製品には触らないでください。 

 

心臓ペースメーカーを装着している方は、装着部の近くで本製品やリモコンを使用しないでく

ださい。 

本製品やリモコンからの電波がペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。 

 

分解、修理、改造はしないでください。 

火災や感電、本製品の落下によるけがの原因となることがあります。 

 

水洗いしたり、濡れた布で拭いたりしないでください。 

火災、感電の原因となることがあります。 
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安全上のご注意(続き) 

 

 

付属品または指定された部品を使用してください。 

指定外部品を使用すると火災や感電などの事故や故障の原因となることがあります。 

 

電池は誤った使い方をしないでください。 

取り扱いを誤ると、発熱・発火・破裂・液漏れなどを起こし、火災、けが、やけど又は周囲汚

損の原因となることがあります。 

・指定以外の電池を使わないでください。 

・正極(+)と負極(-)を逆に入れないでください。 

・正極(+)と負極(-)を針金などで接続しないでください。 

・新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わないでください。 

・乾電池は充電しないでください。 

・加熱したり火の中に入れたりしないでください。 

・水などの液体で濡らさないでください。 

・風呂場などの湿気の多い場所で使用しないでください。 

・直射日光が当たるところや炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管しないでください。 

・分解しないでください。 

・ショートさせないでください。 

・コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しないでください。 

・被覆のはがれた電池や液漏れした電池は使わないでください。 

 

リモコンの電池を交換する場合は、単四形アルカリ乾電池を使用してください。 

指定外の電池を使用すると、破裂や液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損する原因とな

ることがあります。 

また、電池を廃棄するときはお住いの自治体の回収ルールに従ってください。 

 

電池を使い切った時や長時間使用しないときは、リモコンから電池を取り出してください。 

電池を入れたままにておくと、過放電により液が漏れ、けがややけど、発熱、発火、破裂の原

因となることがあります。 

 

電池の液が漏れたときは、素手で触らないでください。 

・液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗った

後、医師にご相談ください。 

・液が身体や衣服についたときは、皮膚の炎症やけがの原因となることがあります。きれいな

水で十分に洗い流した後、医師にご相談ください。 

 

異常・故障時には直ちに使用を中止してください。 

以下のような異常があったときは分電盤のブレーカーを OFF にし、本製品を取り外してくださ

い。 

・煙が出たり、異常なにおいや音がする場合 

・内部に水や異物が入った場合 

・本製品が破損した場合 
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安全上のご注意(続き) 

 

 

取り付けの際、ケーブルを挟み込まないでください。 

断線や破損の原因となることがあります。 

 

引掛シーリング用アダプターや本体は確実に取り付けてください。 

落下してけがの原因となることがあります。 

 

本製品やリモコンに強い衝撃を与えないでください。 

・重い物を乗せる、落とす、本製品の上に乗るなど、無理な力が加わると、けがや故障の原

因となることがあります。 

・投写窓は、強い力を加えると、割れてけがの原因となることがあります。 

 

点灯中や消灯直後は、LED やその周辺に触らないでください。 

やけどの原因となることがあります。 

お手入れは壁スイッチを OFF にし、LED やその周辺が冷めてから行ってください。 

 

光沢のある壁や机には投写しないでください。 

反射した光が目に入り、悪影響を与える恐れがあります。 

 

通風孔付近に顔や手、ものを近付けないでください。 

やけどの原因となることがあります。 

また、ものを近付けると変形や事故の原因となることがあります。 

 

表示中の画面を長時間見ないでください。 

目が疲れる場合があります。 

表示中の画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本製品の使用を

やめて休息してください。 

万一、休息しても不快感や痛みが取れないときは、医師の診察を受けてください。 

 

音声を聞くときは、初めから音量を上げすぎないでください。 

突然大きな音が出て、聴力障害の原因となることがあります。 

音声を聴く前に音量を下げておき、徐々に上げてください。 

 

持ち運ぶときは、ライトカバーを外してください。 

本製品またはカバーが落下するとけがや破損の原因となることがあります。 
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使用上のご注意 
以下のような場所に取り付けないでください。正しく動作しない場合があります。 

·高圧電線や磁気を発生するものの近く 

·他の赤外線リモコン方式の機器の近く 

本製品の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があ

ります。 

このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電製品を本製品から離して使用してください。 

リモコンを操作すると、他の赤外線リモコン方式の機器を誤動作させることがありますのでご注意ください。 

3D テレビ用などの特殊なメガネをかけて投写中の画面を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があり

ます。 

シーリングライト点灯中など、本製品を使用中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画

像に縞模様が入る場合があります。 

リモコンは壁スイッチが ON になっているときのみ操作できます。 

リモコンは本製品専用です。テレビなど他の機器には使用できません。 

周囲の環境条件、天井、壁、床の色や材質などにより、リモコンが反応しにくいことがあります。遮蔽物を避

け、本製品に近付けてリモコンを操作してください。 

天井の材質や構造によっては、天井面が変色することがあります。 

部品の伸縮により、使用中や使用直後にきしみ音が発生する場合があります。 

また、内部温度の上昇を防ぐためのファンが取り付けられているため、使用中にファンの音がする場合があり

ます。 

LED 素子は、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。 

照射距離が近い場合、照射面で光むらがでることがあります。 

壁スイッチが ON の場合、消灯時も待機消費電力を消費しています。 

長時間使用しない場合は、壁スイッチを OFF にし、本製品への電源供給を完全に切ってください。 

停電時、停電復帰時などは、シーリングライトの点灯状態が変わる場合があります。 

1 個の壁スイッチで 2 台以上の本製品を操作しないでください。 

同時に切り替わらないことがあります。 

投写窓を素手で触らないでください。 

急激な温度変化により結露が発生することがあります。結露は故障の原因となりますので、冷暖房の温度

調節にはご注意ください。 

結露が起きたときは、壁スイッチを OFF にし、結露がなくなるまで放置した後でお使いください。 

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

リモコンの乾電池は、約半年を目安に交換してください。 

周囲の温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、LED および製品の寿命が短くなります。 

LED、常夜灯にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 

LED 光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。 

LED の配置の関係上、一部光らないレンズがあります。 

本製品は LED 光源が内部に組み込まれているため、LED 光源の交換はできません。 
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はじめの準備 

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。 

取り付けできる天井の配線器具： 

 

角型引掛シーリング   丸形フル引掛シーリング     丸形引掛シーリング      フル引掛ローゼット   引掛埋込ローゼット 

 

同梱品の確認 

DMM.make CINEMA LIGHT 本体 ×１台 

ライトカバー ×１個 

引掛シーリング用アダプター ×１個 

リモコン(単 4 乾電池×2 を使用、乾電池は同梱していませ

ん) 

×１個 

取扱説明書兼保証書  ×１冊 

 

        

  



 11 / 24 

本体各部の名称 
右側面 

 

背面  

 

背面端子拡大図 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本製品の背面に、HDMI×2、USB-A ×2 端子があります。 

HDMI 端子は、Fire TV Stick などの接続用です。  

USB-A 端子は、Fire TV Stick などの給電用のため、データを転送することはできません。 

※ Fire TV Stick は付属品ではありません。 

※ 本製品に Fire TV Stick を接続し使用すると、[電源不足]と表示される場合がありますが、電源供給

に異常ありません。 

※ 本製品は、HDMI 端子での映像・音声の入力に対応していますが、全ての HDMI 端子搭載機器の動

作を保証する物ではございません。 

USB1、USB２

（給電用） HDMI1、HDMI2 

※ Fire TV Stick の音を本製品から出すには、Fire TV Stick を操作し、「ディスプレイとサウンド」より

「サウンド音響」を「PCM」に設定してください。 
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リモコンの各部の名称 

  

 

 

リモコンの準備 

STEP1 リモコン背面のツメを押しながら電池カバーを外してください。 

STEP2 単四形アルカリ乾電池を 2 本入れ、電池カバーを取り付けてください。 

 

プロジェクター 

電源ボタン 

プロジェクター 

入力切換ボタン 

メニューボタン 

プロジェクター 

音量「+」 

プロジェクター 

音量「－」 

 

上下・左右 

移動ボタン 

戻るボタン 

プロジェクターフォーカス「+」 

 

プロジェクターフォーカス「－」 

 

プロジェクター投写高さ「－」 

 

プロジェクター投写高さ「+」 

 

決定ボタン 

シーリングライト 

電源ボタン 

 
シーリングライト 

調色「+」 

シーリングライト 

調色「－」 

シーリングライト 

調光「+」 

シーリングライト 

調光「－」 

シーリングライト 

常夜灯ボタン 

赤外線インジケーター   
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取り付け手順 

STEP1 壁スイッチを OFF にします。 

 

 

STEP2 
付属の引掛シーリング用アダプターを、天井の配線器具に取り付けます。 

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ます。 

② カチッと音がするまで右に回します。 

③ アダプターが左に回らないことを確認して、右に回し戻してください。 

 
 

STEP3 
プロジェクターライト本体を引掛シーリング用アダプターに取り付けます。 

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します。 

② 音がするまでプロジェクターライト本体を上に押し上げます。 

角型・丸形引掛シーリング、フル引掛ローゼット

の場合、カチッカチッと 2 回音がするまで押し上

げます。 

 

引掛埋込ローゼットの場合、カチッと 1 回

音がするまで押し上げます。 
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取り付け手順(続き) 

STEP4 
① 本体が水平で、正しくバランスが取れていることを確認します。 

② アダプターのロックレバーを「ロック」の位置にスライドしてください。 

 
 

STEP5 
プロジェクター投写窓(ガラスカバー)の位置が投写面の壁面に向くように、本体をゆっくり回しま

す。 
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取り付け手順(続き) 

STEP6 
引掛シーリング用アダプターのケーブルと本体のコネクターを接続します。 

※ 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、外れる恐れがあります。 

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してくだ

さい。 
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取り付け手順(続き) 

STEP7 
 ライトカバーを本体に取り付

けます。 

 

①ライトカバーに貼ってある矢

印を本体の投写窓(ガラス

カバー)に合わせます。 

 

②ライトカバーの凸部を本体

の受け具の横に合わせま

す。 

 ③ライトカバーを右に回して

固定します。 

STEP8 壁スイッチを ON にして、シーリングライトが点灯し、プロジェクターが待機状態になります。 

リモコンの「プロジェクター電源ボタン」で、プロジェクターを OFF/ON に切り替えることができま

す。 

リモコンの「シーリングライト電源ボタン」で、シーリングライトを OFF/ON に切り替えることができ

ます。 
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プロジェクターの使い方 
電源 ON ① 壁スイッチを ON にし、シーリングライトが点灯し、プロジェクターが待機状態になります。 

② リモコンの「プロジェクター電源ボタン」を 1 回押すと、プロジェクターが起動します。プロジェ

クターの起動には約 30～40 秒程度かかります。 

③ 自動的に接続された入力ソースの画面を表示し、音声を流します。HDMI１と HDMI2

を同時に接続された場合、自動的に HDMI１の入力画面を表示し、音声を流します。 

④ リモコンの「入力切換ボタン」を押すと、入力ソースを切り替えることができます。 

※ HDMI1/HDMI2 信号がない場合は、入力待機の表示をし続けます。OFF タイマーを

設定されている場合は、設定した時間経過後に、プロジェクターは自動的にシャットダウン

します。 

※ OFF タイマーを設定されている場合は、設定した時間の 3 分前から画面に残り時間が

表示されます。残り時間が表示されている際にリモコンのプロジェクター操作部分の任意

のボタンを押して OFF タイマーをキャンセルすることができます。 

※ プロジェクターが起動している状態で壁スイッチを OFF にしないでください。壁スイッチを

OFF にすると、本製品への電源供給が切れます。 

セットアップ ① プロジェクターが起動している状態で、リモコンの「メニューボタン」を 1 回押すと、画面にメ

ニューが表示されます。 

② リモコンの「上下・左右移動ボタン」を押して、メニュー内容を選択でき、「決定ボタン」で

設定を確認できます。 

③ 「戻るボタン」で通常画面に戻ります。 

電源 OFF 

 

プロジェクターが起動している状態で、リモコンの「プロジェクター電源ボタン」押すと、プロジェク

ターをシャットダウンすることができます。 

※ 長時間使用しない場合は、壁スイッチを OFF にし、本製品への電源供給を完全に切っ

てください。 

映像の位

置調整 

リモコンのプロジェクター投写高さ「+」「-」移動ボタンを押して、映像の位置を垂直(上下)方

向に移動できます。 

 

 

フォーカス

調整 

リモコンのプロジェクターフォーカス「+」/「ー」ボタンを押して、フォーカスを調整することができま

す。 

映像の台

形ゆがみ

補正 

リモコンの「メニューボタン」を押してメニューから[投影設定] - [手動台形補正]を選択しま

す。「決定ボタン」でポイントを選択し、「上下・左右移動ボタン」で角の位置を調整し、中心

の円が真円になるように調整してください。 

「戻るボタン」を押すと、調整した設定値が即時に保存されます。 

「メニューボタン」で出荷時の設定値にリセットすることができます。 
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シーリングライトの使い方 
点灯·消灯 

 

① 壁スイッチでの操作 

壁スイッチを ON にすると、シーリングライトが点灯します。 

壁スイッチを OFF にすると、シーリングライトが消灯します。 

② リモコンでの操作 (リモコン操作時は、壁スイッチを ON にしてください。) 

壁スイッチを ON にしている状態で、リモコンの「シーリングライト電源ボタン」を押すと、

シーリングライトを OFF/ON することができます。 

③ 壁スイッチを ON にしている状態で、リモコンの「シーリングライト常夜灯ボタン」を押す

と、常夜灯に切り替えることができます。 

※長時間使用しない場合は、壁スイッチを OFF にし、本製品への電源供給を完全に切っ

てください。 

調光 

 

リモコンのシーリングライト調光「+」/「ー」ボタンを押すと、シーリングライトを調光することがで

きます。 

調色 リモコンのシーリングライト調色「+」/「ー」ボタンを押すと、シーリングライトを調色することがで

きます。 

 

 

お手入れ方法 
明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。 

STEP1 壁スイッチをOFFにします。 

STEP2 本体が冷めてから、水や住居用中性洗剤を浸み込ませた布を固く絞ってから本体周りを拭いて

ください。 

※ お手入れの際、本体のカバーは絶対に外さないでください。  

※ 合成洗剤、化学雑巾、アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品や可燃性のスプレーを使用しないで

ください。引火による火災や感電、変形の原因となることがあります。 

※ 本体背面の口金は、洗剤で濡らさないように気をつけてください。感電の原因となることがあります。 

※ 投射窓や吸排気口に付着したゴミやほこりの除去には掃除機や手動タイプのエアブロワーをご利用くだ

さい。 

※ 洗剤が残らないようによく拭いてください。変色の原因となります。 
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取り外し手順 

STEP1 

 

壁スイッチを OFF にします。 

STEP2 

 

ライトカバーを左に回して取り外してください。 

 

STEP3 

 

本体のコネクターから引掛シーリング用アダプタ

ーのケーブルを外します。 

STEP4 

 

引掛シーリング用アダプターから本体を取り外し

ます。 

① 片手で本体を支え、もう片手で本体保持

用バーをつかみます。 

② 本体保持用バーをつかみながら、アダプタ

ーの解除レバーを掴んで「ロック解除」の位

置にスライドしてください。 

③ 本体を支えながらゆっくりと下げて取り外し

てください。 

STEP5 

 

天井の配線器具から引掛シーリング用アダプタ

ーを取り外します。 

① アダプターの赤色のボタンを押しながら、 

左に回して取り外してください。 
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基本仕様 

DMM.make CINEMA LIGHT DKS-LGT1 

●プロジェクター 

投写方式 DLP 方式  

光源 RGB LED 

LED 寿命 20000 時間    

投写解像度 854×480 ※1 

光束 150 ANSI lm  

入力 HDMI1.4×2（最大 1920×1080 信号入力対応）                     

出力 USB-A×2(USB 電源供給用(5V、1A×2)) 

スピーカー 単独ステレオスピーカー 8W4Ω× 2 PCS 

投写高さ調整 26 度 

台形補正 手動 4 点調整 

言語 日本語/英語/中国語 

●シーリングライト 

消費電力 34W 

適用面積 ～12 ㎡  

光源 LED 

光束 約 320 lm～2700 lm （10 段階調節可能） 

光色 約 3000K～6800K （11 段階調節可能） 

LED 寿命時間 約 20000 時間 

ライトカバー材質 ポリカーボネート 

●製品全体 

リモコン 赤外線 

定格電圧 AC100V , 50/60Hz 

待機消費電力 <5W 

製品消費電力 <100W 

寸法 425×420×140 (mm) 

本体重量 約 4.0kg 

使用温度範囲 ０～35℃ 

使用環境湿度 40%～60% 

生産国 中国 

※1 表示するコンテンツの解像度により表示解像度が変わることがあります。 

※2 外観や仕様は予告なく変更する場合があります。 
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こんなときは 
状態 原因 処置 

プロジェクター電源

ボタンを押したの

に、起動しません。 

① 壁スイッチが OFF になってい

ます。 

② プロジェクターの起動には約

30～40 秒ほどかかります。 

① 壁スイッチが ON にしてください。 

② 起動するまでおまちください。約 30～40

秒を待っても起動しない場合には、サポー

ト窓口にお問い合わせください。 

プロジェクター動作

音が発生します。 

プロジェクター動作時は本体冷却

のため、ファンが動き、動作音が発

生します。 

異常ではありません。 

リモコンで操作でき

ません。 

壁スイッチが OFF の状態になって

います。 

壁スイッチを ON にした後、リモコンを操作してく

ださい。 

リモコンと本体の間に遮蔽物があ

ります。 

遮蔽物を避け、本体に近付けてリモコンを操

作してください。 

本体との距離が遠いです。 本体から 3 メートル以内にリモコンを近付けて

操作してください。 

リモコンの電池の入れ方が正しく

ないです。 

電池の向きが正しいかを確認してください。 

リモコンの電池が消耗しています。 電池を交換してください。 

 

本製品を廃棄するときのご注意 
本製品は、一般のごみと一緒に捨てないでください。 

本製品を廃棄する場合は、お住いの自治体のゴミ廃棄方法に従って捨ててください。 

詳しくは、お住いの各市区町村にお問い合わせください。 

 

商標とライセンスについて 
・ DMM.make は合同会社 DMM.com の登録商標です。 

・ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国にお

ける HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。 

・ Amazon、Fire およびすべての関連ロゴは Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。 
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本取扱説明書について 
1、 本取扱説明書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。 

2、 本取扱説明書の内容については、予告なしに変更することがあります。 

3、 本取扱説明書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万が一ご不審な点や誤り、お気づ

きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。 

4、 取扱説明書中のイラストや画面は実際と異なる場合があります。 

 

保証規定 

本保証は、本製品を日本国内で購入され、かつ、ご使用される場合にのみ有効です。 

（This warranty applies solely to products purchased and used in Japan.） 

DMM.make CINEMA LIGHT DKS-LGT1(以下「本製品」) についての保証は、本保証書における条

件に限定されるものとします。 合同会社 DMM.com(以下「弊社」) は、以下に定める通り本製品につい

て通常の使用時において材質及び製造上の品質に関して適合しない目的物がないことを、最初のエンドユー

ザーである購入者が販売店から購入した日より 1 年間(以下「保証期間」) 保証します。但し、本保証

は、以下のいかなる場合においても適用されません。 

●本保証書がない場合。 

●本保証書にご購入日、お名前の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合。 

●ご購入後の輸送、移動、落下による故障及び損傷。 

●事故、乱用、誤使用、液体との接触、火事、地震または他の外的原因による損害。 

●他の機器との接続に起因する故障・損害。 

●消耗品についての損害、不具合。 

●消耗品を交換する場合。 

●特定の他社製品との相性問題。 

●弊社が定め、許可し、意図した使用方法以外で製品を作動させたことにより生じる損害、動作不具合。 

●弊社以外の者が行なったサービス(修理・改造等を含む) によって生じる損害、動作不具合。 

●弊社が指定した動作環境以外での損害、動作不具合。 

●本製品を分解された場合。 

●本製品が海外で利用されたことがある場合。 

万一、製品の品質に関して適合しない目的物があり、かつ有効な請求が保証期間内に弊社になされた場

合、弊社は法律が認める限りにおいて、以下のいずれかを行なうことができます。 

●新品の部品あるいは性能および信頼性において新品と同等の再生部品を使用して無償にて修理させてい

ただきます。 

●新品の製品に交換するか、性能および信頼性において新品と同等の再生製品に交換させていただきま

す。 

●製品代金の返金をさせていただきます。 
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保証規定（続き） 
修理または交換された製品に対する保証期間は、元々の製品保証の残存期間か修理または交換日より

90日間のいずれか長い期間とします。製品が交換された場合、新しい製品がお客様の所有物となり、不具

合製品または部品は弊社の所有物になるものとします。製品代金が返金される場合、返金対象製品は、弊

社に返却され、弊社の所有物となるものとします。 

法で最大限認められる範囲内において、ここに示した本保証及びその救済方法は、唯一の保証であり、口

頭、書面、法定、明示または黙示を問わず、その他すべての保証、救済、条件について代わるものです。適

用される法律によって認められる場合、弊社は、特に一切の制定法上の、または黙示の保証をしないものと

し、これには、商品性、特定目的適合性、隠れたあるいは潜在的欠陥に対する黙示の保証をしないことを含

むものですが、これに限るものではありません。弊社は、製品の使用が中断されず、またはエラーなく作動するこ

とを保証しません。また製品の使用に関する指示に従わないことに起因する損害に対して責任を負いません。 

本保証書で認められることを除き、法によって最大限認められる範囲内において、弊社は保証もしくは条件

違反から生じる、いかなる法的論理に基づく直接、特別、間接、結果的損害に責任を負わないものとしま

す。 

本製品は、日本国内専用品です。本保証は、日本国内でのみ有効です。 
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保証書 

合同会社 DMM.com 

品名：DMM.make CINEMA LIGHT                             

型番： DKS-LGT1 

シリアル番号  

 

 

お客様 お名前  

ご住所 〒 

 

TEL: 

保証期間：1 年 ご購入日：     年    月    日 

 

■お問い合わせ先 

製品に関するお問い合わせは、下記 E-mail まで「商品名・型番・お名前・ご住所・電話番号・内容」を明記

のうえ、ご連絡ください。 

 

〒106-6224  

東京都港区六本木三丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー24Ｆ  

合同会社 DMM.com 

DMM.make Distribution サポート窓口 

E-mail: makesupport@mail.dmm.com 

サポート対応時間：平日 10 時～18 時※年末年始・弊社指定休日を除く 

mailto:makesupport@mail.dmm.com

