DivX®VIDEOの操作について
TV アスペクトを設定する

音声言語を選ぶ
DivX®VIDEO のコンテンツに複数の音声言語が
記録されているときはリモコンのPage ∞キーを
押すと、コンテンツの音声言語を切り換えるこ
とが出来ます。
ページ

ページ

再生中にリモコンの Page ∞ キーを押す。
Page ∞ キーを押すごとに音声言語が切り換わり
ページ

ます。

お使いのテレビ画面サイズ（アスペクト比）を設
定します。
ネットワーク

セットアップ

メイン

1 "Network Setup" 画面で "Main" を選択し、
ENTER を押す。
エンター

取扱説明書の「ネットワークの設定をする」（30
ページ）をご覧ください。
エンター

2 "TV アスペクト " を選択し、ENTER を押す。
Network Setup

NET LINK

÷ 約 3 秒操作しないと画面上の表示は消えます。
÷ コンテンツに複数の音声言語が記録されていない
場合は切り換えられません。
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ファームアップデート

字幕言語を選ぶ
DivX®VIDEO のコンテンツに複数の言語の字幕
が記録されているときはリモコンのPage 5キー
を押すと、コンテンツの字幕を切り換えること
が出来ます。
ページ

マルチ

コントロール

3 MULTI CONTROL%/ﬁを使ってテレビ画面
サイズを選択し、ENTER を押す。
エンター

1 "4:3"：従来サイズのテレビを接続しているとき。
2 "16:9"：ワイド画面のテレビを接続しているとき。

ページ

再生中にリモコンの Page 5 キーを押す。
Page 5 キーを押すごとに字幕が切り換わりま
ページ

す。
÷ 約 3 秒操作しないと画面上の表示は消えます。
÷ コンテンツに複数の字幕が記録されていない場合
は切り換えられません。

DivX®VOD
"DivX(R) VOD" を選択し、ENTER を押すと、レ
ジストレーションコードが表示されます。
詳しくは DivXNetworks 社の Web ページ(http:/
/www.divx.com/vod)をご覧ください。
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サーバー

KENWOOD PC SERVER のインストール
サーバー

本機に付属のKENWOOD PC SERVERアプリケーションをパソコンに
インストールすることで、パソコンのデータをライブラリに登録し、音
楽、映像、静止画像などを再生することができます。
ライブラリの視聴をするまえに、
パソコンとの接続や本機の設定をご確認く
ださい。 $º

2 ウィザード画面に表示される指示に従って操作する。
ウィザード画面は以下のように切り換わります：
「ライセンス契約書」画面
「コンポーネント選択」画面
「インストール先の選択」画面
プログラム
ファイルズ
÷ インストール先は「Program Files」に設定されます。変

動作環境
オペレーティングシステム（OS）
： Windows XP Professional SP1、
Windows XP Home Edition SP1、Windows 2000 Professional
SP4 またはそれ以降

更する場合は「参照」を選択し、インストール先を指定し
てください。
ランタイム
「Java 2 Runtime インストール」画面
サーバー

それぞれの OS に対応したサービスパックを必ずインストール
してください
パソコン： 上記のオペレーティングシステムのいずれかを正式にサ
ポートしている IBM PC/AT 互換機
CPU： Intel Pentium III 800MHz 以上

「KENWOOD PC SERVER のインストール」画面
「InstallShield ウィザードの完了」画面

3 再起動する。

サーバー

÷「KENWOOD PC SERVER」をインストールすると、以下のモジュー
ルが追加されます。
TM

メモリ： 128MB 以上
ハードディスク容量： 160MB 以上
LAN インターフェース： 推奨 100Base-TX
ネットワークに接続可能な VRS-N8100 の台数： 3 台
÷ 上記のすべての環境について動作を保証するものではありま

Java
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サーバー

÷ 「KENWOOD PC SERVER」をアンインストールしても、モジュー
ルは削除されません。

せん。
÷ LANインターフェースが10Base−Tの場合、または無線LANで、

ネットワーク操作編

IEEE802.11bをご使用の場合は再生が途切れることがあります。
ご使用いただくまえに、お手持ちのパソコンにこのソフトウエアをイン
スト−ルしてください。
÷ 使用中のソフトウエアは、全て終了します。
÷ インストールするときは、お手持ちのパソコンの動作環境を確認し
てください。
÷ ドライバソフトのインストールは、このソフトウエアのインストー
ル後、初めにソフトウエアを起動したときに自動的に行われます。
アドミニストレータ

インストールの際は、管理者権限（Administrator）のユーザー名で
ログオンして実行してください。

1「KENWOOD PC SERVER インストール用 CD-ROM」
サーバー

をパソコンに接続されたCD-ROMが読み込み可能なド
ライブに入れる。
インストーラー

ランゲージ

インストーラーが自動的に起動し、
「Installer Language」画面画面
が表示されます。言語を選択したあとに、ウィザード画面が表示さ
れます。

商標について
÷ Supreme は、株式会社ケンウッドの商標です。
÷ Microsoft、Windows 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。
÷ IBM および PC/AT は、米国 International Business Machines
Corporation の登録商標です。
÷ Pentium は、Intel Corporation の商標または登録商標です。
÷ Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国およ
びその他の国における米国 Sun Microsystems Inc. の登録商
標、または商標です。
÷ メモリースティックはソニー株式会社の商標です。
÷ D i v X 、D i v X C e r t i f i e d 、およびそれらの関連ロゴは
DivXNetworks, Inc. の登録商標であり、使用許可を受けています。
その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの商標また
は登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは明記していません。
サーバー

KENWOOD PC SERVER アプリケーション
÷ このソフトウェアの一部もしくは全部を、複製もしくは修正、追加
等の改変をすることはならないものとします。
÷ このソフトウェアを使用したことによって生じた使用者もしくは第
三者の損害に関しては、当社は一切その責任を負いかねます。
÷ このソフトウェアの仕様は、
改良のため予告なく変更することがあ
ります。

÷ インストーラーが起動しないときは、デスクトップの［マイコン
ピュータ］アイコンをダブルクリックし、「K E N W O O D P C
サーバー
SERVER インストール用 CD-ROM」が挿入されている CD-ROM
ドライブをダブルクリックしてください。または、実行ファイル
セットアップ
「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。
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