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▼ Thanks for choosing this product. Please read this
[user manual] carefully before use and keep this
instruction for future reference. Any problem about
this product, please feel free to contact us at
hommiehk@hotmail.com.

Charge the Player
1. Use 5V/1000mA Charger
Plug one end of the USB cable into the USB port of a
charger, the other end to the port on your device.
After fully charged, disconnect the cable from your
device by pulling it straight outward.
2. Charge by Computer
Connect the device to a running computer via
included USB cable.
Note: To prevent battery deterioration, you are
supposed to charge the battery at least once every
half a year or every year. For first use, please charge
the device.
3. Charging Time: 3 - 3.5hours
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Buttons and Controls
1.Screen
2.Return
3.TF Card Slot
4.Volume +
5.Volume 6.Power Button;
Screen On/Off
7.MIC/Reset
8.Speaker
9.Type-C Port
10. Headphone Jack

Quick Guide
1. Power On/Off
Long press the power button for 3 seconds to turn
on/off the player.
Short press the power button to turn on/off the
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screen display.
2. Home Menu
The Home menu is the starting point of each
application. There are 12 main functions on the
home menu: Music/Video/FM Radio/Settings/Sleep/
E-Book/Pictures/Recorder/Alarm/Folder/Games/
Tools (Tools include Flashlight/Stopwatch/Calculator
/Calendar).
 Basic Operation
(1) Swipe left or right to choose its different
functions on main interface, and tap the icon to
enter; tap
or
to go back (Hold
for 3
seconds to return to the home menu).
(2) Tap to access to the relative submenu.
3. Import and Transfer Music
Connect to computer via the USB cable. Copy the
music and other files you need to transfer in the
computer, and then paste in the player, or just drag
and drop the music files or folders directly when
connected to computer.
Compatibilty OS：Windows 98, Microsoft Windows
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XP, Vista, 7 or higher/ Mac OS 10.5 & 10.6/ Linux
Ubuntu version 10.10 (with mass storage device
support)
Note: Do not disconnect your player during the
transferring process. If you do, the file being
transferred will be damaged.
4. Reset
When the player is crashing, press the power button
for 10 seconds or put a pin into the reset hole to
reset the player.

Music
Audio Format Supported: MP3, WMA, DRM WMA,
OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP.
Find the Music icon on the home menu and tap it to
access to its function.
The related list will show, including: Local Directory,
Now Playing, Recent Play, My Favorite, Artist, Album,
Genre, My Music List, and Tag List.
 Operations on music playing interface
While it’s on music playing interface, hold the
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button
to fast forward, tap
to switch to next
song; hold the button
to fast rewind, tap
to
switch to the previous song.
 Submenu
While it’s on music playing interface, tap button
to access to the submenu. The related list will show:
- Back to main interface.
- Play Mode. Choose play mode:
Shuffle,
Repeat All,
Sequential Play,
Repeat One,
Single Playback.
- Equalizer. The selection of Normal, Pop, Classic,
Soft, Jazz, Rock, DBB, User EQ.
- Variable Speed Playback. Tap button
/
to
adjust the value from 0 to 4 and tap button
or
to confirm or cancel.
- Repeat Mode.
(1) Replay Times. Set the replay times from 1 to 10.
Tap button
/
to adjust the value and tap
button
or
to confirm or cancel.
(2) Replay Interval. Set the replay interval from 1 to
7 (seconds). Tap button
/
to adjust the value
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and tap button
or
to confirm or cancel.
(3) Play Speed. Set the play speed from X2 to X32.
Tap button
/
to adjust the value and tap
button
or
to confirm or cancel.
- A-B Repeat. Select A-B Repeat or tap button
to enter the A-B repeat mode and A- mark changes
color at this time. Then tap button
again to set
the starting time and -B mark changes color. Finally
tap button
to set the ending time and the
passage from starting time to ending time will be
repeated automatically. Tap button
again to back
to normal playback.
- Screen Size. Choose display spectrum or lyric.
- Delete.
- Add to My Playlist. Choose to add to the 5 playlists.
- Delete from current list.
- Information. Check the title, album, artist, genre,
year, total time, bit rate, sample rate, and file format
of the song.

Video
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Video Format Supported: RM, AVI, MKV, VOB, MOV,
FLV, ASF, DAT, MP4, 3GP, MPG, MPEG (360*640,
1080P)
 Operations on video playing interface
When it’s on video playing interface, tap
/
to
go to previous/next video or hold down to fast
backward/forward.
 Submenu
When it’s on video playing interface, tap button
to access to its submenu, including:
- Back to main interface.
- Playback Mode. Choose play mode: Sequential
Play, Repeat One, Repeat All, Shuffle, Shuffle +
Repeat.
- Delete.
- Information. Check the file name, resolution,
frame rate, bit rate, total time, and file size of the
video.
Note: If the format of your video is not supported,
you can visit http://www.hommiehk.com/supports/
manuals-downloads/#product-drivers-tool
to
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download
video
conversion
tool
(Video_Format_Converter). Then convert the format
of your video and enjoy video.

FM Radio
Japan Radio: 76.0-96.0Mhz
USA/Europe: 87.0-108.0Mhz
Plug in the wired earphones, find the FM radio icon
on the interface, tap it to enter the FM radio
function.
 Operations on radio playing interface
Tap “
/
”on the interface to adjust to the
previous or next channel. Tap “
/
”on the
interface to trim slightly.
 Submenu
While it’s on radio playing interface, tap to access
to its submenu which includes: Turner Region, Auto
Search, Tuner Sensitivity, Channel List, Save
Channel, Mute, FM Recording, Save Path, Recording
Library.
- Auto Search. Search stations automatically.
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- Save Chanel. Save the station you are listening to
“Channel List" .
- FM Recording. Start FM radio recording. Tap button
and select “yes" to save the recording file.
Find the radio recordings in ”Recording Library”.
 Turn off radio background play
While it’s on radio playing interface, tap
and
choose “No" to turn off the function of playing radio
in the background.
Note:
1．When using the radio function for the first time
or when there is no station, the station can be added
by [Auto Search].
2．If you can't search for an FM radio station, or if
the FM sound quality is not good, please try
adjusting the position of the wired headset or
antenna. In some remote places, the FM signal may
be poor. Please contact the local staff working in FM
broadcasting to confirm whether the FM signal is
covered or not.
3．FM radio supports listening with the
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wired earphones connection/Bluetooth connection.
(1) Wired earphones listening. Before turning on
the FM radio, you should connect to the
wired earphones for listening;
(2) Bluetooth connection listening. You can use
wired
earphones or antenna
to
receive
the signal, and then connect Bluetooth devices.

Settings
- Language. Select the language of MP4 Player.
- Bluetooth. After turning on the Bluetooth, the
device will automatically search for connectable
Bluetooth devices. Select the device you want to
connect, and then click to connect. After successfully
connected, this player is ready to play music or FM
radio by Bluetooth earphones, Bluetooth speaker,
etc.

Note:

(1) Please open the Bluetooth of the device at first if
you want to connect with the player.
(2) Record/Video/Picture function is not available in
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Bluetooth mode.
- Date and time. Adjust date and time. Tap button
/
to adjust the value of year|month|day and
confirm with button
. Adjust the time in the same
way.
- Display settings. Set Brightness, Backlight Time
and Screen Saver.
- Theme Switching. Choose the background you
like.
- Power Saving.
(1) Sleep Time. When there is no operation on the
device, the device will shut off automatically when
reaches the set time (10 seconds - 10 minutes) or you
can turn off the sleep time;
(2) Auto Shutdown. The device will shut down
automatically when reaches the set time (10
minutes - 5 Hours) or you can turn it off.
- Speaker. Choose to turn it on or off.
- Advanced.
(1) Information. Check firmware version, memory
total space and memory free space about your
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player.
(2) Format Internal Memory. Note: Before
formatting the device, please backup the file so as
not to lose any files.
(3) Reset Default Settings.

Pictures
Photo Format Supported: JPEG, BMP, GIF
 Operations on picture interface
Swipe left or right to go to previous/next picture. Tap
to view pictures automatically and tap
to stop.
 Submenu
When it’s on picture viewing interface, tap
to
access to its submenu, including: Rotate, Screen Size,
Slide Gap Time, Set as Background, Delete and
Information.

Recorder
Recording Format Supported: MP3: 32kbps/64kbps/
128kbps/192kbps,
PCM:
512kbps/768kbps/
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1024kbps/1536kbps
 Operations on recording interface
Tap button “ ” on the interface to start voice
recording, press again to pause. And click “Finish” to
save the recording. Find the saved recordings in
Recorder > Recordings Library.
 Submenu
While it’s on recording interface, tap
to access to
its submenu which includes: Recording Format, Mic
Sensitivity, Save Route.

Alarm
Find the Alarm icon on the home menu, and tap it to
enter. Set the alarm switch/time/cycle/music/
volume you want.

Tools
Find the Tools icon on the home menu, and tap it to
access to its function. Include Flashlight, Stopwatch,
Calculator, Calendar.
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- Calendar. Click the corresponding year|month|
date and tap button
/
to adjust the value of
year|month|date.

Help and Troubleshooting
 Can’t turn on the player
Please check whether the player is run out of power,
connect the player to an adapter and try again after
charging.
 Can’t charge the battery
- Disconnect the player, and then reconnect it.
- Charge the battery under an proper temperature
within the range of 5℃ (41℉) to 35℃ (95 ℉).
- Turn on the computer.
 Can’t download files from computer
- Please confirm whether it’s connected properly.
- Please check whether the storage space of the
internal memory is full.
- Please check whether the USB cable is damaged.
 Can’t recognize the player when connected to the
computer via USB cable.
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- Disconnect the player, wait for a few minutes, and
then reconnect it.
- Disconnect the player, restart the computer. Then
reconnect the player.
- Connect your player to another USB port on your
computer.
- If the player has not been used for a long period of
time, charge the player for about 10 minutes, after
which it should start operating normally again.
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▼ Hommie 製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございまし
た。ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読み頂き、安全に
正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要
な時にお読みください。ご質問・アドバイスのある場合はいつでも
「hommiehk@hotmail.com」までお気軽にご連絡ください。

充電について

1. 5V/1000mA 充電器の場合
USB ケーブルを利用し、USB ポートを通して充電してください。
充電が完了したら、USB ケーブルを抜いてください。
2. PC で充電する場合
USB ケーブルを利用して PC を接続して充電してください。
ヒント: 電池の劣化を防ぐためには、少なくとも半年/一年間に
一回充電してください。初めての場合はまず充電してから使用
してください。
3. 充電時間: 3 - 3.5 時間
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ボタンと操作
1．スクリーン
2．戻す
3．TF カードスロット
4．音量 +
5．音量 6．電源ボタン;
画面 On/Off
7．マイク/リセット
8．スピーカー
9．Type-C ポート
10．イヤホンジャック

使い方

1. 電源On/Off
電源をオン/オフにするには、電源ボタンを 3 秒ほど長押してくださ
い。
画面をオン/オフにするには、電源ボタンを一回押してください。
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2. ホームメニュー
ホームメニューか、各機能画面に入ることができます。ホームメニ
ューには 12 の主な機能があります: 音楽/動画/FM ラジオ/設
定/休止/E-Book/写真/レコーダー/アラーム/フォルダー/ゲーム
/ツール (ツールはフラッシュライト/ストップウォッチ/電卓/カレンダ
ーなどの機能があります).
 基本操作
(1) 左または右にスワイプしてメインインターフェースでさまざまな
機能を選択し、アイコンをタップして入力します;
や
を押
して前の画面に戻します (
を 3 秒ほど長押してホーム画面
に戻します).
(2)
を押して関連サブメニューへのアクセスします。
3. 音楽データの転送
USB ケーブルで PC に接続します。音楽や他のファイルを PC に
コピーし、プレイヤーのフォルダーまでコピー/移動してください。
対応 OS：Windows 98, Microsoft Windows XP, Vista,
7 or higher/ Mac OS 10.5 & 10.6/ Linux Ubuntu
version 10.10 (大容量記憶装置をサポート)
ヒント: 転送中にプレーヤーを切断しないでください。切断したら
転送中のファイルが破損される恐れがあります。

4. リセット
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プレーヤー画面が反応できなくなる場合、電源ボタンを10秒間
押すか、ピンをリセットホールに入れてプレーヤーをリセットしてみて
ください。

音楽

対応オーディオフォーマット: MP3, WMA, DRM WMA, OGG,
APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP.
ホームメニューで音楽アイコンをタップすると、その機能画面に入り
ます。
関連リストには、ローカルディレクトリ、再生中、最近の再生、お
気に入り、アーティスト、アルバム、ジャンル、音楽リスト、タグリス
トが含まれます。
 再生画面の操作
を一回押して次の曲
再生画面の を長押して早送りします；
を再生します；
を長押して巻き戻しします；
を一回押して
前の曲を再生します。
 サブメニュー
音楽再生画面の をおしてサブメニューに入ります。関連リストに
は下記に機能があります:
- メインインターフェイスに戻る。
オールルート、
- 再生モードを選択:
シャッフル、
シ
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一曲リピート、
ーケンシャルプレイ、
シングルルート。
- イコライザを選択：ポップ、クラシック、ソフト、ジャズ、ロック、
DBB、ユーザーEQ。
- 倍速再生機能。
/
ボタンを押して速度を 0から4まで
調節可能で、
/
を押して確認/キャンセルします。
- リピートモード。
(1) リピート回数。回数を1から10まで設定できます。 /
を
押して回数を設定し、
/
を押して確認/キャンセルします。
(2) 再生間隔。間隔を1から7（秒）まで設定できます。
/
を押して間隔を設定し、
/
を押して確認/キャンセルし
ます。
(3) 再生スピード。スピードをX2からX32まで設定できます。
/
を押してスピードを設定し、
/
を押して確認/キャ
ンセルします。
- A-B区間リピート。 A-B区間リピートを選択しますか、
ボタンを押して区間リピート機能画面に入るとAマークの色が変
わります。そして
ボタンをもう一度押して区間のA点を設
定するとBマークの色が変わります。 ボタンを押して区間のB点
を設定します。開始時刻から終了時刻まで自動的に繰り返され
ます。 ボタンをもう一度押して区間再生を中止し、普通な再
生モードになります。
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- スクリーンサイズ。 表示スペクトルまたは歌詞を選択します。
- 削除。
- 再生リストに追加。選択して5つの再生リストに追加すること
ができます。
- 今の再生リストから削除します。
- 情報。曲のタイトル、アルバム、アーティスト、ジャンル、年、合
計時間、ビットレート、サンプルレート、ファイル形式を確認します。

ビデオ

対応ビデオフォーマット: RM, AVI, MKV, VOB, MOV, FLV,
ASF, DAT, MP4, 3GP, MPG, MPEG (360*640, 1080P)
 再生画面の操作
再生画面の
/
を押して前/次のビデオを再生し、長押し
て早送り/巻き戻しします。
 サブメニュー
再生画面の
を押してサブメニューに入ります。下記の機能が
あります:
- メインインターフェイスに戻る。
- 再生モードを選択: 順次再生、1つ繰り返し、すべて繰り返
し、シャッフル、シャッフル+リピート。
- 削除。
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- 情報。 ビデオのファイル名、解像度、フレームレート、ビットレ
ート、合計時間、およびファイルサイズを確認します。
ヒント: 非対応フォーマットは下記のサイトからダウンロード可能の
変換ソフトで対応フォーマットに変換してみてください。
http://www.hommiehk.com/supports/manua
ls-downloads/#product-drivers-tool
(Video_Format_Converter)。

FMラジオ

日本周波数: 76.0-96.0Mhz
USA/Europe: 87.0-108.0Mhz
アンテナとしての有線イヤホンを接続し、FM ラジオアイコンをタップ
して FM ラジオ機能画面に入ります。
 再生画面の操作
“
/
”を押して前/次のチャンネルを選択します。“
/
”を押して周波数を微調整をします。
 サブメニュー
再生画面の を押してサブメニュー画面に入り、下記の機能が
あります：周波数段、自動選局、チューナー感度、チャンネルリ
スト、チャンネルの保存、ミュート、FM録音、保存パス、録音庫。
- 自動選局。 チャンネルを自動的に検索します。
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- チャンネルの保存。「チャンネルリスト」で聞いているチャンネル
を保存します。
- FM録音。 FM録音を開始します。 と“yes"を押して録音
ファイルを保存します。
「録音庫」で録音ファイルを見つけることができます。
 ラジオの背景再生をオフにする
再生画面の
ボタンを押して “No"を選択すると背景再生を
オフにします。
ヒント:
1. 初めてラジオ機能を使用する場合や、ラジオ局がない場合
は、[自動選局]を利用してチャンネルを追加できます。
2. FMラジオ局が検索できない場合やFM音質が悪い場合は、
有線ヘッドセットやアンテナの位置を調整してみてください。一部
の遠隔地では、FM信号が不十分な場合があります。 FM放送
の担当者に連絡して、FM信号がカバーされているかどうかを確
認してください。
3. FMラジオは、有線イヤホン接続/ Bluetooth接続でのリス
ニングが可能です。
(1) 有線イヤホンで聞く場合。まずアンテナとしての有線イヤホン
を接続してからFMラジオを聴くことができます。
(2) Bluetoothイヤホンで聞く場合。まずアンテナとしての有線
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イヤホンを接続してから、Bluetoothイヤホンでラジオを聴聞くこ
とができます。

設定

- 言語設定。 MP4プレイヤーの言語を選択します。
- Bluetooth。Bluetooth機能を開くと、デバイスが自動的に
接続可能な設備を検索しします。設備を選択して接続します。
接続済みBluetoothイヤホンやスピーカーなどで音楽、FMラジ
オを聞くことができます。

ヒント:

(1) 接続する前にはまずBluetooth機能を開いておいてください。
(2) Bluetooth機能の利用中には、録音/ビデオ/写真機能
は使えません。
- 日付と時刻を設定します。 /
を押して年/月/日と時刻
を設定し、
ボタンを押して確認します。
- 表示設定。明るさ、バックライト点灯時間、スクリーンセーバー。
- テーマの切り替え。お気に入りのテーマを選択します。
- 節電。
(1) 自動休止時間。設定時間内（10秒～10分）の操作な
しで自動休止する機能です。無効にすることもできます;
(2) 自動シャットダウン。設定時間内（10分～10時間）の操
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作なしで自動シャットダウンする機能です。無効にすることもできま
す。
- スピーカー。選択してスピーカーを有効/無効にします。
- アドバンスト。
(1) 情報。ファームウェアのバージョン、メモリー総スペース、メモリ
ー空きスペースを確認します。
(2) 本機メモリーをフォーマットします。 ヒント: 重要ファイルをバ
ックアップしてからフォーマットをしてください。
(3) デフォルト設定にリセットします。

写真

対応写真フォーマット: JPEG, BMP, GIF
 閲覧画面の操作
左/右へスワイプして前/次の写真を閲覧します。 を押して自
動的に写真を再生し、 を押して再生を中止します。
 サブメニュー
写真閲覧画面の ボタンを押してサブメニューに入ります。下記
の機能があります：回転、画面サイズ、スライド間隔、背景とし
て設定、削除および情報。
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レコーダー

対 応 録 音 フ ォ ー マ ッ ト : MP3: 32kbps/64kbps/
128kbps/192kbps,
PCM:
512kbps/768kbps/
1024kbps/1536kbps
 録音画面の操作
“ ”ボタンを押して録音を開始/一時中止します。“Finish”をク
リックして録音を保存します。録音 > 録音庫で録音ファイルを
見つけることができます。
 サブメニュー
録音画面の
を押してサブメニューに入ります。下記の機能が
あります：録音フォーマット、マイク感度、保存ルート。

アラーム

ホームメニューでアラームアイコンをタップして入ります。アラームス
イッチ/時間/サイクル/音楽/音量を設定できます。

ツール

ホームメニューの[ツール]アイコンをタップして入ります。懐中電
灯、ストップウォッチ、電卓、カレンダーの機能が含まれます。
- カレンダー。 年/月/日をクリックして
/
で設定します。
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故障かなと思ったら

 プレイヤーが起動しません？
電池残量のご確認：プレーヤーをアダプターに接続して、充電
後にもう一度お試しください。
 充電できません？
- ケーブルを一旦抜いてからもう一度接続して充電してみてくだ
さい。
- 充電環境のご確認：5℃から35℃までの環境で充電してく
ださい。
- pcで充電する場合は、pcが起動したかどうかご確認ください。
 pcからプレイヤーにデータを転送できません？
- USBケーブルは正しくさしたかどうか、プレイヤーがpcに認識さ
れたどうかご確認ください。
- プレイヤーの空きメモリーが不足である場合は、新しいデータを
入れることができないのでご確認ください。
- USBケーブルが破損されたら接続できないのでケーブルの機能
をご確認ください。
 USBケーブルでpcに接続している時にプレーヤーが認識さ
れません？
- プレーヤーを一旦切断し、数分待ってから再接続してみてくだ
さい。
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- プレーヤーを一旦切断し、pcを再起動してから再接続してみ
てください。
- pcのほかのポートで試してみてください。
- 長時間使用しなかった場合は、10分間充電してから起動し
てみてください。
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