各種お楽しみ方
glancyをご愛顧いただき、ありがとうございます。
glancyには様々なお楽しみ方がございますので、参考例をご案内します。
最高画質のPCモニター/Android TV/ 映像ビューワとしてもお楽しみください。
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01

高画質PCモニターとして楽しむ場合

[1] HDMI2またはDisplayPortに市販のケーブルで接続いただきPCモニタとしてご活用いただけます。
PC

HDMI2
DisplayPort

[2] 縦使い
【Windows】
設定 > ディスプレイ > 画面の向き > 縦 ( 反対方向 ) を選択してglancy を縦 ( 反時計方向 ) に回転する。
【Mac】
アップルメニュー ＞システム環境設定＞ディスプレイ＞回転＞270°を選択してglancyを縦 ( 反時計方向 ) に回
転する。
[3] ワイヤレスモニターとしての活用
①Google Chromeをインストールする ( 無料 )。
②ドングルリモコンを使って設定 ＞デバイス設定＞Chromecast built in >リモコンの通知 ＞常時または
キャスト中を設定する。
③PCとglancy(ドングル) を同じWi-FiのSSIDに接続する。
④Chromeを起動。
⑤右上の を開き、キャスト＞ソースで画面をキャストを選択 ＞ 繋ぎたいglancy(ドングル) の名前を選択する。
⑥PCの画面が glancy に映ります。
※Chromecast は、セキュリティ設定によって使えない場合があります。

02

Android TVとして楽しむ場合

[1] 各種VOD (ビデオ オン デマンド)
・Android TVのGoogle Playからインストールできる各種VODについて、お客様のご契約が
あれば、全て鑑賞いただけます。
・NETFLIX、YouTube、prime videoにつきましては、リモコンにショートカットボタンが
ありますのですぐに起動ができます。
[2] その他、Google Playから各種アプリケーションをインストールしてお楽しみいただけます。

03

TVや録画番組を楽しむ場合

[1] DiXiM Play
Google PlayよりDiXiM Playをダウンロードしてインストールを行いライセンス購入をすれば、ご家庭の
HDDレコーダーのチューナを使ってTVを楽しめます。また、 HDDレコーダに録画された番組も鑑賞でき
ます。
【ライセンス購入】買切ライセンス 1,650 円 ( 税込 )、月額ライセンス 132 円 ( 税込 )
対応HDDレコーダや使い方など詳細は、https://www.digion.com/sites/diximplay/android/
をご参照ください。

04

スマホの写真を映して楽しむ場合

★ iPhoneは、App store からGoogle フォトをインストールする ( 無料 )。
★Android スマホは、Google play からGoogle フォトをインストールする ( 無料 )。
★ドングルリモコンで、下記を選択する。
設定＞デバイス設定＞Chromecast built-inTM＞キャストメディアを他のデバイスでも操作＞常時
★glancyとスマホが同じWi-Fiに繋がっていることを確認する。
[1] 通常の横映像の場合
①Googleフォトを起動する。
②Googleフォトから好きな写真やビデオを選択する。
③画面上のキャストマークを押してglancyに出力する。

キャストマーク

[2] glancyを縦にして縦映像を大きく映したい場合
①Googleフォトを起動する。
②Googleフォトから好きな縦の
写真やビデオを選択し編集画
面に移動。

③画面左上の回転マークを
選択し、右横向きに回転して
保存する。
回転マーク

④再生画面に戻り、キャスマークを
押すとglancyに再生される。

※この時は glancyを縦に回転させること。
キャストマーク

05

USBメモリやネットワークHDD(NAS)に入れた写真や動画を
映して楽しむ場合

[1] glancyにGoogle PlayからVLC media playerをインストールする ( 無料 )。
動画の場合、コンテンツの容量によって最初の再生まで読み込みに時間がかかります。
詳しい使い方は、各種のVLC 使い方のwebサイトをご覧ください。
[2] 映像の再生
【USBメモリ】
① glancy 付属品 ( この場合、J-GAROは使えません )
または市販品をご使用ください。

③ VLCを起動し、ブラウジングで USBメモリフォルダ
(この場合は黄色枠) を選択

②コンテンツを入れたUSBメモリを
USB-Aのコネクタに挿入する。

④保存されている映像を
⑤ 画面サイズが合わない時は、
⑥一つのフォルダに複数のコンテンツ
選択すると再生される。
ドングルリモコンの●を押して
写真がある場合、自動で連続再生
※少し時間がかかります。
VLCメニューを表示し、
する。ひとつのコンテンツをリピート
画面サイズアイコンを長押しし調整。 する場合…を押して設定する。

【NASおよびネットワーク対応BD・HDDレコーダ】
① お客様で市販品を購入いただき、
有線 LANでネットワークに接続する。

※BD・HDDレコーダをお持ちの場合、ネットワーク
対応している機器でLANに接続済ならば可能。

③ネットワーク接続機器を
選択 ( 図は、
BD/HDDレコー
ダを選択 )

④コンテンツのある
フォルダを選択

② VLCを起動し、ブラウジングでローカルネットワーク
(この場合は黄色枠) を選択する。

⑤コンテンツを選択 (写真も動画もOK)

06

ビデオ会話を楽しむ場合

[1] Google meet（Google DuoがGoogle meet に統合、当面ホーム画面のアイコンはDUOのまま）
①glancyへのインストール
Google play からGoogle meet をダウンロード・インストールする ( 無料 )。
②他のデバイスへのインストール
【iPhone】App storeから Google meet をダウンロード・インストールする ( 無料 )。
【Android スマホ】Google play からGoogle meet をダウンロード・インストールする ( 無料 )。
【PC】Chrome上からGoogle meetを起動する ( 無料 )。
【glancy】
glancyのUSB-Aの空きコネクタに市販のマイク・スピーカ付 webカメラ (USB-A 対応 ) を購入し接続する。
USB-A

双方向
マイク・スピーカ付
webカメラ

07

PC

SP

風景やアートなどを楽しむ場合

[1] スクﾘーンセーバー
設定＞デバイス設定＞スクリーンセーバー＞背景
を選択すると、スクリーンセーバー上に風景などの映像が再生されます。

[2] アートを楽しむ
① Google Arts & Culture
★スマホからミラーリング
【iPhone】App storeからGoogle Arts & Cultureをインストールする ( 無料 )。
【Android スマホ】Google playからGoogle Arts & Culture をインストールする ( 無料 )。
・好きな画像を選択して、キャストマーク(

) を押して、glancy を選択すると映像が再生される。

②その他のアプリケーション（コンテンツ購入の場合、有料）
Google Play から下記などをインストールしてアートを楽しむ。
・Art Legacy Live ( 英語のみ )
・Loupe ( 英語のみ )

