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HINN 使用マニュアル(簡易版 01122) – V.20191127-1 

対応ＦＷ（ファームウェア）: v1.0.19.1122 

 

[参考情報] 

1. スマートホイール: 上部右側にあります 

 

2. ボタン: 下部に３つのボタン（左/中央/右）があります 

 

3. 外部インターフェイス: 左側にあります 

1). 一番上は外部 AUX-In として使用します (Microphone、Line-In 等) 

2). 中央は USB Type-C ケーブル接続用 

3). 一番下はオーディオ出力時に使用します (Headphone, Speaker 等) 

 

4. 内蔵スピーカー: 右側にあります 

 

5. 内蔵マイク: 表面右下部にあります 



 

6. メインメニュー: 

       

7. ステータス表示 

電子ペーパーディスプレイの上部に様々な情報が表示されます。 

1). 音楽再生 

 音楽の再生時に次のアイコンが表示されます 

a). 一回のみ再生モード [   ] 

b). 繰り返し再生モード [ 再生回数] 

c). シャッフルモードモード [ ] 

d). AB リピートモード [ ] 

2). 画面の中央には現在の時間を表示します 

3). スマートホイールとボタンのロック／解除状態を表示します 

4). ホイール動作の状況表示 

- 画面のスクロール、再生速度、変更された時間、ページの上下、音量の状況等 

5). 音楽再生の設定情報: AB リピートモード、バック/フォワードスキップ時間など 

6). バッテリーの状況モニター 

- 残量表示 [ ,   ， ]  

  

 



 

[スマートホイールとボタンの組み合わせ] 

1. 左ボタンと右ボタンを 10 秒間同時に押す (ハードウェア・リセット) 

- HINN がハングアップ(動作異常)した際に使用して下さい 

- 電子ペーパーディスプレイに”低電力”メッセージが表示された際には、HINN

と充電元(PC、携帯型バッテリー、AC-USB 電源等)を接続し、本作業を実行し

て下さい 

- その他の場合には使用しない様にして下さい。HINN ファイルシステムが破損

する可能性があります。 

2. 左ボタンと中央ボタンを同時に押す (電源オフ) 

3. 中央ボタンと右ボタンを同時に押す (スマートホイールとボタンのロック/ロック解

除、スマートフォンのマナーモードと同等) 

- ロック: 誤って HINN が作動するのを防ぎます 

- ロック時には、ステータス表示中央部にロックアイコン [ ]が表示され

ます 

- ロック解除するにはもう一度、両ボタンを押して下さい 

4. 中央ボタンとスマートホイールを同時に押す (LEDオン/オフ) 

- LEDオン: 電子ペーパー両サイドにある合計 6 つの LEDが点灯します 

- LEDオフ: LEDが消灯します 

 

 

[出荷時の設定] 

HINN 出荷時の標準(デフォルト)設定は以下の通りです。 

1. スタンバイ時間(睡眠定時): 2分 

2. シャットダウンのタイミング: 15分 

3. 言語: 日本語 

4. フォントサイズ: 通常 

5. 振動フェードバックが有効: ボタンを長押しのみ ON 

6. 振動フェードバック強度: 中程度 

7. USB モード: メディアストレージモード 

8. 音量: 全て 0dB 

9. プレイヤー モード: 音楽を聴くモード 

10. フェード効果 

- フェードイン: OFF 



- フェードアウト: ON 

11. 字幕スイッチ: オン(空白を無視) 

12. 字幕スタイル: 白と黒 

13. スライドショー設定 

- デフォルトのショー時間: 5 秒 

- スリープショー時間: 1 時間 

 

 

[基本操作] 

1. 充電 

HINN を充電するには HINN と充電元(PC、携帯型バッテリー、AC-USB 電源等)を

USB-C ケーブルで接続します。  

1). USB メディアストレージモードが[ファンクションメニュー-à設定]で設定されて

いる場合(デフォルト)、 

- PC は HINN を USB マスストレージデバイスとして検出／認識します (USB メモ

リと同様の扱いとなります) 

-  PC を介した操作が可能となると同時に、充電は継続します 

2). [ファンクションメニュー-à設定]で USB 充電のみが設定されている場合は、 

- 充電のみ継続します 

2. デフォルト画面 

1). デフォルト画面として電子ペーパー上に”Lab 4GD”が表示されます 

2). その他の画像を表示したい場合には、 

- まず PC 上で希望するビットマップ(bmp)ファイルを作成し、そのファイル名を

welcome.bmp に設定します 

- 次に HINN ルートディレクトリ内の Photo フォルダに、welcome.bmp ファイルを保

存します。 

 

[HINN ルートディレクトリ] 

- 電源オン時にその画像が表示されます 

- 所定の時間が経過するか、もしくは任意のボタンを押すことでメインメニューに

移行します 



            

[HINN デフォルト表示]       [welcome.bmp 画像] 

3. 電源オン 

中央ボタンを押して HINN をオンにします。 

 

次の画像が、電子ペーパーディスプレイに表示されます。 

        
その後、デフォルト画面が表示されます。 

4. 電源オフ 

3通リの方法があります。 

1). 左ボタンと中央ボタンを同時に押し続けます 

2). スマートホイールを長押ししてメインメニューに移動します  

                     

[メインメニュー] 

-   中央ボタンを押して、もう一度ボタンを押してください 

3).  メインメニューで左ボタンを押してファンクションメニューに移動します  

  

[ファンクションメニュー] 

a). スマートホイールを回転し、設定のところでホイールを押します 



  

[設定-項目]  

b).電源管理のところでホイールを押し、シャットダウンのタイミングを選択します 

       

[設定-電源管理]       [設定-シャットダウンのタイミング] 

HINN は所定の時間が経過すると自動的に電源オフとなります。 

  

5. スタンバイモード（睡眠定時） 

HINNへのアクセスが一定時間無い場合に、スタンバイ (低消費電力) モードに入

ります。スタンバイに入る時間は、30 秒、1分、2分、又は無しから選択できます。 

1). 上記の[ファンクションメニュー-à設定]画面で、スマートホイールを回転させ、

電源管理のところでホイールを押します。 

 

［設定-電源管理］ 

2). 希望する時間を選びホイールを押します 

設定した時間が経過すると、HINN はスタンバイモードに入ります。 

 

3). このモードでは、電子ペーパーディスプレイの右上隅に [ ]アイコンが表

示されます。  

操作を再開するには、任意のボタンを押します。 

6. 曲を HINN にコピーする 



HINN と PC とを USB-C ケーブルで接続します。 

1). USB メディアストレージモードが[ファンクションメニューà設定: USB モード]で

設定されている場合(デフォルト)、 

‐ PC は HINN を USB マスストレージデバイスとして検出／認識します (USB メモ

リと同様の扱いとなります) 

- PC 内の音楽アルバム及び/又は音楽ファイルを選択し、HINN の Music フォル

ダにコピーします 

- コピーが完了したら、エクスプローラの取り出し(J)機能を使用して HINN を PC

から論理的に切り離します 

- HINNから USB -C ケーブルを取り外します 

2). USB 充電モードが設定されている場合には、 

- メインメニューに移動し、[ファンクションメニュー-à設定]に移動します 

- [設定‐項目]でスマートホイールを USB モードに回転させ、ホイールを押して

USB メディアストレージモードを選択します 

- 上記の 1).と同じ手順を実行して下さい 

 

 

[メインメニュー] 

メインメニューには 6 つのフォルダがあります。 

1. 曲フォルダ(サブメニューと拡張機能含む) 

音楽アルバム及び音楽ファイルを設定するフォルダです。同時に Encrypt フォル

ダ(暗号化フォルダ、将来の拡張目的用)と Record フォルダ(録音したファイルを削除

する目的)があります。 

1). スマートホイールを曲フォルダまで回転させ、ホイールを押します 

 

2). ホイールを再生したい音楽アルバム[ ] 、又は音楽ファイル[  ]まで回転さ

せます 

    

Ø [サブメニュー] 



電子ペーパーディスプレイ下部中央に[...]アイコンが表示している状態で、中

央ボタンを素早く押して、サブメニューに移動します。 

² 音楽アルバム[ ]: 中央ボタンを押すと、次のサブメニューが表示されま

す。 

 

[  音楽アルバム(フォルダの下にいくつかの音楽ファイルがある場合) ] 

a). 複数選択: ステータス表示部に選択した曲の数が表示されます 

b). 情報 

c) . メインページ: メインメニューに戻ります 

左ボタンを押すと、前の画面に戻ります。 

² 音楽ファイル[ ] : 中央ボタンを押すと、次のサブメニューが表示されま

す。 

                

         [ 音楽ファイル (曲)]   

a). 最初から再生 

b). プレイリストに追加 

c). 移動 

d). 削除 

e). 複数選択 

f). 情報 

g). メインページ 

左ボタンを押すと、前の画面に戻ります。 

3). 電子ペーパー表示下部中央に再生アイコン[  ]が表示されるまでホイ

ールを押します 

 

[音楽を再生する] 

4). 曲を再生するには中央ボタン[ ]を押します 



5). 一時停止するには中央ボタン[ ]を押します 

         

[音楽を一時停止] 

6). スマートホイールを時計回りに回転させて音量を上げ、反時計回りに回転させ

て減らします 

Ø 中央ボタンを長押しして[拡張機能]に移動します。 

       

[拡張機能] 

a). リピートモード: 1 回再生、AB リピート、シャッフル、常に繰り返しを選択 

b). リピートモードサイクル: 繰り返しのサイクル数を設定します 

c). スキップ: 巻き戻し、先送りの秒数を設定 

d). +ブックマーク: ブックマーク（しおりの様な物）に曲を追加 

e). リストブックマーク: 設定した全てのブックマークの一覧表示 

f). +プレイイリスト: プレイリストに追加する 

g). 情報: 曲の情報 

左ボタンを押して前の画面に戻ります。 

 

ホイールを素早く押して、前のメニューに戻ります。 

ホイールを長押ししてメインメニューに戻ります。 

2. 来歴フォルダ 

スマートホイールを来歴フォルダまで回転し、ホイールを押します。 

再生された曲がリストアップされます。最近再生された曲が上部に表示されます。 

3. ブックマークフォルダ 

スマートホイールをブックマークフォルダまで回転させ、ホイールを押します。   

1). 設定したブックマークが表示されます 

2). 右ボタンを押すと、ブックマークを時刻または日付、上向きまたは下向きに並

べ替えられます 

3). 中央ボタンを押して内容をプレビューすることが出来ます 

4). 削除するにはそのブックマークを選択し、右ボタン（整理）を長押しし、もう一度

ボタン（削除）を押します 



4. プレイリストフォルダ 

スマートホイールをプレイリストフォルダまで回転させ、ホイールを押します。   

1). 現在のプレイリスト 

- 削除するには、右ボタン（再注文）を押し、ホイールを回転させて削除するリスト

を選択します 

- 左上隅に[---]アイコンが表示されるまでホイールを押してから、左ボタン

[完了]を押します 

2) . 全てのプレイリストの表示 

- リストを削除するにはホイールでそのリストを選択します 

- 中央ボタンを押してサブメニューに移動し、削除を押して下さい 

- 右ボタン(確認)を押して削除が完了します 

3) . 新しいプレイリスト 

- ホイールを押す度に新しいプレイリストが作成されます。 

- リスト名は“PL年月日-番号”として生成されます 

- 中央ボタンを押して各種情報を設定します 

a). プレイバックサイクル 

b) . 無音の挿入 

c) . 一時停止の挿入 

d). 複製 

e). リピート 

f). シャッフル 

g). 曲 

5. レコーダーフォルダ 

スマートホイールをレコーダーフォルダまで回転させ、ホイールを押します。 

1). 録音 

- 中央ボタンを押して録音を開始し、ボタンをもう一度押して停止します 

- この録音ファイルは”REC_年月日_録音時刻”として生成されます 

- 左ボタンを押して前の画面に戻ります 

2). 録音再生 

- ホイールを回転させて再生したい録音（ファイル）を選択します 

- ホイールを押して録音を再生します 

3). レコーディング元: 以下の 3 つのソースから選択します 

‐ 自動検出 

‐ 内蔵ディジタルマイク 

‐ AUX-IN 

4). AUX-IN の設定: 以下の 3 つのソースから選択します 



- 外部ライン入力 

‐ 外部アナログマイク 

‐ 外部アナログマイク (BIAS) 

5). 録音符号 

- WAV もしくは MP3 を選択可能 

6). 録音ファイルの削除 

‐ ホイールを長押しし、メインメニューに戻ります 

‐ 曲フォルダ内の Record フォルダを選択します 

- 削除するファイルを選択し中央ボタンを押します(サブメニューが表示されます) 

- 削除を選択しホイールを押します 

- 右ボタン(確認)を押します 

6. 時間 

スマートホイールを時間フォルダまで回転し、ホイールを押します。 

1). 中央ボタンを押して、時刻またはアラームを設定します 

2). 時間設定/日付設定 

- ホイールを押して設定モードに入ります 

- ホイールを回転させて時刻／日付を指定し、ホイールを押して設定します 

3) . アラーム設定 

- 中央ボタン(アラームの設定)を押します 

a). 全てのバイブレーションモード: ホイールを押してオン/オフを決定します 

b). アラームを追加 

- ホイールを押して設定モードに入ります 

- ホイールを回転させて時間／分／一度、毎日、日付を決定し、ホイールを押し

て設定します 

- ラベルを選択するためにホイールを回転し事象(起床、就寝、勉強、休息、朝食

、昼食、夕食、その他)を選択し、ホイールを押して設定します 

- 着ラベルで着信音(ベル 1、ベル 2、バイブレーション)を選択し、ホイールを押し

て設定します。 

- アラームのオン／オフはそれぞれのアラームでホイールを押すことにより、オン

/オフを設定します 

 

 

[ファンクションメニュー] 

メインメニューで、左ボタンを押してこの機能に移動します。 



  

1. リーダー 

1). E-reading 及びスライドショー（フォトフレーム）をサポートする機能です 

2). E 関連の電子書籍・テキストは、グレースケール bmp 形式で、このフォルダに

ファイルとして格納することができます 

3). ホイールを回転/押すことでそれぞれのファイル内容を確認できます 

4). 左ボタンを押して前の画面に戻ります 

5). スライドショーで使用する画像を選択する際に、希望するファイルを選択しサ

ブメニュー経由（中央ボタンを押す）でその画像を決定します 

2. FM ラジオ 

無線アンテナとして Headphone を接続する必要があります。 

1). 再生 

‐ 使用に際し、スキャンを実行して下さい 

‐ プリセットされたラジオ局があれば聞くことができます 

2). 停止: ラジオの受信を停止します 

3). お気に入りのステーション: プリセットされたラジオ局を表示します 

4). ステーションリスト: 事前にスキャンした、又は事前に設定した利用可能なス

テーションを表示します 

5). 手動ラジオ調整: ホイールを回転させて選択し、ホイールを押して設定します 

6). スキャン: 周辺で利用可能なラジオ局をスキャンします 

3. 設定 

1). 電源管理 

- 睡眠定時（スタンバイ時間）: 30 秒、1分、2分、又は無しから選択できます 

- シャットダウンのタイミング: 電源オフまでの時間を設定します。5 分, 15 分, 

30分, 1 時間、又は無しから選択できます。 

2). ディスプレイ 

- 言語(Language): 英語、中国語（Traditional）、中国語(Simplified)、もしくは日

本語から選択出来ます 

- フォントサイズ: 小、通常、大、最大を選択出来ます 

3). 入力機器 

- 振動フィードバックが有効: ボタンを素早くもしくは長押した時、及びスマー

トホイールの操作時に振動でのフィードバックを有効・無効に出来ます 

- 振動フィードバック強度: 弱、中程度、強から選択出来ます 



4). USB モード: 充電のみ、メディアストレージモードを選択します 

5). 音量: スピーカー、Headphone、アラーム、Microphone、FM ラジオの音量レベ

ルを設定します 

- 右ボタン(NEXT)、左ボタンを押してソースを選択 

- dB値を大きくするためにホイールを時計回りに動かし、反時計回りで小さく

します 

- 中央ボタン(確認)を押して、前のメニューに戻ります 

6). 音楽プレイヤー設定 

a). プレーヤーモード 

- 学習モード(未サポート、将来の新機能拡張用) 

- 音楽を聞くモード 

b). フェード効果 IN/OUT 

- 音量による耳への損傷を避けるために使用されます 

- ホイールを回転させて機能を選択し、ホイールを押して設定します 

c). 字幕スイッチ: lyricサポート時に使用します 

- ホイールを回転させて選択し、オフ、オン、オン(空白を無視)を選択します 

- lrc & srt 形式のみをサポート 

d). 字幕スタイル: 上記 c)と連動して動作 

- 白と黒:グレースケール表示に比べて滑らかな速度での白黒ディスプレイ表示 

- グレースケール:電子ペーパー特性による低速のグレースケールディスプレイ

表示 

7). スライドショー設定: フォトフレーム画像を表示する時間を設定します 

- デフォルトのショー時間 

- スリープショー時間 

8). このプレイヤーについて: 

製品名、会社名、ストレージ容量を表示します。 

下部中央ボタンを押すことで、 

- ファームウェア情報 確認と 

- ファームウェア更新 を実行します 

4. スライドショー 

フォトフレームをサポートする機能です。詳細は、以下の[スライドショー（フォトフレ

ームサポート）]を参照して下さい。 

 

 

[スライドショー（フォトフレームサポート）] 



この機能は、各自好みの画像（スライド）を壁紙として HINN の電子ペーパーディスプ

レイ上に表示するものです。HINN が電源オフ、又はスタンバイ時に、そのスライドが

表示されます。  

1. ファイル形式 

1). HINN は、600x480dpi、4 ビットグレースケール bitmap(bmp) 形式のみをサポ

ートします 

2). Photoshop などのツールを使用して希望する画像ファイルを、上記ファイル形

式に変換して下さい 

2. 画像ファイルの HINNへのコピー 

1). HINN と PC とを USB-C ケーブルで接続します 

2). [ファンクションメニュー-à設定]で USB メディアストレージモードに HINN を設

定 (既に該当モードであれば 2).は必要はありません) 

   3). HINN ルートディレクトリ内に photo フォルダが表示されます 

   4). お気に入りの画像ファイルを PCから photo フォルダにコピーします 

5). コピーが完了したら、エクスプローラの取り出し(J)機能を使用して HINN を PC

から論理的に切り離します 

6). HINNから USB -C ケーブルを取り外します 

3. スライドの作成 

  電源オフ時とスタンバイ時、それぞれのスライド画像を独立して選択出来ます。 

   1). 電源オフ時のスライド指定 

a) [ファンクションメニュー-àリーダー]で画像ファイルを選択し、下部中央ボ

タンを押してサブメニューに移行します 

b). “スライドリストに追加”を選びホイールを押します 

c). 複数の画像を必要とする際には、a)、b)を繰り返します 

d). 選択終了後、左ボタンを押して設定に戻り、スライドショー項目に移行し

ます 

e). “現在のリスト”を選択すると a)-c)で選択された画像が表示されます 

f). それぞれの画像を選択し、中央ボタンを押すことで表示インターバル間隔

の設定が可能です 

g). 左ボタンを押すことでリストの内容が保存されます 

h). スライドショーのリスト名は“SS 年月日-番号”の形式で、新しいリスト項

目を押す度に生成されます 

i). この時 HINN はルートディレクトリ内の slideshow フォルダに“SS 年月日-

番号.slideshow”というファイルを作成します 

j).  HINN と PC を接続し、 slideshow フォルダにある該当ファイル名

を”poweroff.slideshow”に変更して下さい 



   2). スタンバイ時 

 a). 上記 a)-i)を実行します 

b). HINN と PC を接続し、slideshow ディレクトリー内の該当ファイル名

を”sleep.slideshow”に変更して下さい 

 

 

[Lyricサポート] 

この機能は、曲が流れると同時にその字幕（歌詞）をリアルタイムで HINN の電子ペー

パーディスプレイ上に表示するものです。 

1. lrc files or srt ファイル 

‐ 曲のファイル名と同じ名前の lrc files or srt ファイルを作成する必要があります 

‐ それらのファイルを曲(.mp3)と同じフォルダにコピーして下さい 

2. [ファンクションメニュー-à設定]で、字幕スイッチをオンに設定して下さい 

 

 

[曲の再生設定] 

1. 1 回モード 

選択した音楽を一回のみ再生するモードです。音楽再生/一時停止画面で、 

         

[再生/一時停止画面] 

1). 中央ボタンを長押しして、拡張機能に移動します 

       

[拡張機能] 

2). リピートモードでホイールを押し、ホイールを回転させて[ ]アイコンが表示さ

れたら、ホイールを押します 

左ボタンを押して前の画面に戻ります。 

2. リピートモード 

選択した音楽を複数回再生するモードです。音楽再生/一時停止画面で、 



         

[再生/一時停止画面] 

1). 中央ボタンを長押しして、拡張機能に移動します 

       

[拡張機能] 

2). リピートモードでホイールを押し、ホイールを回転させて[ ]アイコンが表示

されたら、ホイールを押します 

3). ホイールを回転させてリピートモードサイクルを選択し、ホイールを押します 

4). ホイールを時計回り/反時計回りに回転し、音楽を再生するサイクル数を設

定します 

5). この時、ステータス表示画面左上に [ サイクル数] アイコンが表示されま

す 

左ボタンを押して前の画面に戻ります。 

3. シャッフルモード 

再生する曲をランダムに選択するモードです。音楽再生/一時停止画面で、 

         

[再生/一時停止画面] 

1). 中央ボタンを長押しして、拡張機能に移動します 

       

[拡張機能] 

2). リピートモードでホイールを押し、ホイールを回転させて[ ]アイコンが表示

されたら、ホイールを押します 



3). この時、ステータス表示画面左上に [ ]アイコンが表示されます 

左ボタンを押して前の画面に戻ります。 

4. AB リピートモード 

再生する開始時間と終了時間を設定し、その間だけ再生するモードです。音楽再

生/一時停止画面で、 

         

[再生/一時停止画面] 

1). 中央ボタンを長押しして、拡張機能に移動します 

       

[拡張機能] 

2). リピートモードでホイールを押し、ホイールを回転させて[ ]アイコンが表示

されたら、ホイールを押します (この時、前の画面に戻ります) 

 
3).  もう一度、中央ボタンを長押しして、拡張機能に移動します 

この時、画面中央下に [ ] アイコンが表示されます。 

       

[拡張機能] 

4). 中央ボタンを押して詳細設定に入ります  

 

5). AB リピート 時間セット A 

a). ホイールを回転させて設定 A を選択し、ホイールを押します  

- 画面の左下側に黒い棒が表示されます 



b). ホイールを時計回り/反時計回りに回転させて、音楽の再生開始時間を設定

します 

 
c) . ホイールを押して開始時間を設定します 

 
6).  AB リピート 時間セット B 

a). ホイールを回転させて設定 B を選択し、ホイールを押します  

- 画面の左下側に黒い棒が表示されます 

b). ホイールを時計回り/反時計回りに回転させて、音楽の再生終了時間を設定 

 
c). ホイールを押して再生終了時間を設定します  

 
7). 左ボタンを押して設定を完了 

8). この時、ステータス表示画面左上に [    ]アイコンが表示されます 

左ボタンを押して前の画面に戻ります。 

 

 


