
このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
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各部の名称

本製品の設置

電源ランプ /リモコン受光部

正面

操作ボタンエリア

底面端子エリア

側面端子エリア

背面

使用上のお願い
・本製品は精密機器です。 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因に
　なります。
・開梱や持ち運び、設置は必ず2人以上で行ってください。 落下やけがの原因になることがあります。
・ディスプレイスタンドの取り付けは、指定の方法以外でおこなわないで下さい。転倒やけがの原因  
　になることがあります。
・本製品を不安定な場所に置かないでください。転倒や落下によるけがの原因になります。
・万一、煙が出たり、変な音やにおいがする場合は、電源を切り、すぐに使用を中止してください。火
　災や感電などの原因になります。
・本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 発熱、破損、発火、火傷や感電の原因にな
　ります。本体内部には高電圧部分が数多くあり、 万一触れると危険です。
・ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
・本製品を直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近く、その他、高温多湿な場所に設置
　および放置しないでください。 感電やショートによる火災の原因になります。
・コンセント・配線器具の定格を超えて使わないでください。発熱による火災の原因になります。
・電源プラグは確実に差し込んでください。火災や感電の原因になります。
・電源プラグ周りのほこりなどは定期的に取り除いてください。絶縁不良となり火災の原因にな
　ります。
・本製品に水などの液体がかからないようにご注意ください。液体が本体内部に入ると火災や感電
　の原因になります。
・表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますので
　ご注意ください。本製品を長くお使いいただくために、定期的に電源をオフにすることをお勧め
　します。
・ 画面が暗すぎたり、明るすぎたりすると目に悪影響をおよぼすことがあります。状況に応じて
　画面の明るさを調整してください。
・異常を感じた場合、使用を中止し弊社サポートセンターまでご相談ください。

本製品は、必ず付属のディスプレイスタンドを正しく取り付け、平らで安定した台の上でご使用
ください。ディスプレイスタンドを取り外してのご使用は製品保証の対象外となりますので予め
ご了承ください。

・リモコン　　　　　　：１個
・ディスプレイスタンド：１個
・スタンド金具　　　　：１個
・スタンド固定用ねじ　：６本

付属品

本体を包装箱から取り出し、底面のねじ穴に
「ディスプレイスタンド」、「スタンド金具」の
順番でそれぞれのねじ穴を合わせ、「スタン
ド固定用ねじ」6本を使って、しっかりと固定
します。

※本製品の設置は必ず２人以上で行って下さい。

緑点灯：電源オン
赤点灯：電源オフ（電源プラグ接続時）

音量＋ボタン / ▶（メニュー右移動）

音量－ボタン / ◀（メニュー左移動）

チャンネル＋ボタン/▲（メニュー上移動）

チャンネル－ボタン/▼（メニュー下移動）

メニューボタン

入力切換ボタン

電源ボタン

スタンド固定用ねじ

ディスプレイスタンド
スタンド金具

側面端子エリア

底面端子エリア

電源ケーブル /プラグ

操作ボタン
エリア スピーカースピーカー

※4K 映像視聴の際は、４K 転送に適したケーブルをお使いください。また、全ての市販の HDMI ケーブルの動作を保証するものではありません。
※本製品は USB2.0 に対応しています。また、全ての市販の USB の動作を保証するものではありません。
※USB 端子に機器を接続したり、USB 端子から機器を外すときは、本体の電源をオフにしてからおこなってください。

※ARC(Audio Return Channel) に対応した機器は、
　HDMI1 入力端子に接続してください

※MHL(Mobile High-definition Link) に対応した機器は、HDMI4 入力端子に接続
　してください。

HDMI入力端子
（HDMI２/１）

コンポーネント入力端子
（赤/青/緑）

ビデオ入力端子
（右/左）

デジタル音声
出力端子

ヘッドホン/
イヤホン出力端子

Pr
Pb

R
L

HDM
I2

HDM
I1

HP OUT
SPDIF

Y/AV

USB HDMI4 HDMI3

USB端子　 HDMI入力端子
（HDMI４/３）

ご
注
意
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スクリーンサイズ (ダイアゴナル)
解像度（水平×垂直）
外形寸法

本体重量
待機電力
定格消費電力
使用電源
バックライト
視野角（水平 /垂直）
音声出力
対応言語
HDMI
付属品

50インチ
3840 × 2160 ドット
幅 約1133mm×高さ 約703mm×奥行き 約250mm（ディスプレイスタンドを含む）
幅 約1133mm×高さ 約662mm×奥行き 約92mm  （本体のみ）
約14 kg（ディスプレイスタンドを含む）
最大0.5 W
115 W
AC 100～240 V, 　50/60 Hz
LED
約 170°/170°
10 W × 2
英語、フランス語、スペイン語
HDMI2.0、HDCP2.2対応
リモコン
ディスプレイスタンド
スタンド金具
スタンド固定用ねじ

主な仕様

本体または、リモコンの「SOURCE （入力切換）」ボタンを押すと、入力ソース
を切り換えることができます。

本体または、リモコンの▼/▲ボタンもしくは、「SOURCE（入力切換）」ボタンで
入力ソースのカーソルを移動し、リモコンの「ENTER（決定）」ボタンで入力
ソースの決定ができます。
リモコンの「EXIT（戻る）」ボタンで入力切換モードを終了します。

Source Select （入力切換）

Source Select

AV
Ypbpr
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
USB

リモコンについて ※本リモコンのご使用には市販の単４電池２本をご準備いただく必要があります。

消音ボタン

音量－ボタン
音量＋ボタン

アスペクト比変更ボタン

入力切換ボタン

上下・左右ボタン

数字入力ボタン

インフォメーションボタン

メニューボタン

決定ボタン

電源ボタン

戻るボタン

早戻しボタン

早送りボタン

次へ移動ボタン

前へ移動ボタン

停止ボタン

再生 /一時停止ボタン

オフタイマー設定ボタン

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 VOL-

P.MODE

MENU

EXIT i

ENTER

SOURCE

S.MODE ASPECT

VOL+

POWER

音質切換ボタン
画質切換ボタン

電源ランプ /リモコン受光部
緑点灯：電源オン
赤点灯：電源オフ（電源プラグ接続時）

リモコン操作は、本体正面右下の「リモコン受光部」へ
向けて確実に行ってください。



Sound Mode（音質モード）
 Standard（標準）
 Music（音楽）
 Movie（映画）
 User（カスタム）
特に「User（カスタム）」モードでは、個別に画質の詳細な設定変更ができます。
本体または、リモコンの▼/▲ボタンで設定項目のカーソルを移動し、◀/▶ボタンで設定項目の内容
を変更します。
本体または、リモコンの「MENU（メニュー）」ボタンで選択内容を反映し、ひとつ前の選択項目に戻ります。

サウンドモードには、以下の項目があります。
・Bass（低音）
・Treble（高音）
・Balance（バランス）
・Digital Audio Output（デジタル音声出力）
・Surround Sound（サラウンド）
※　各音質モードで設定変更できる項目が異なります。

Sound（音質）の設定

タイマーによって自動的に電源をオフにするための設定ができます。
タイマーは  [ 切 / 5分 / 10分 / 15分 / 30分 / 60分 / 90分 / 120分 / 180分 / 240分  ] の10段階で
設定できます。

Time（タイマー）の設定　
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・Menu Language（言語）
・OSD Time Out（メニュー表示の自動終了時間）
・Restore Default（初期化）
・Other Setting（その他設定）
　※「Other Setting（その他設定）」内では「No Operation Power Off(オートパワーオフ)」の設定ができます。

「Setup(各種設定)」では、以下の項目が変更できます。
本体または、リモコンの▼/▲ボタンで設定項目のカーソルを移動し、◀/▶ボタンで設定項目の内容
を変更します。
本体または、リモコンの「MENU（メニュー）」ボタンで選択内容を反映し、ひとつ前の選択項目に戻ります。

Setup（各種設定）について
Picture Mode（画質モード）
 Standard（標準）
 Dynamic（ダイナミック）
 Soft（ソフト）
 User（カスタム）

特に「User（カスタム）」モードでは、個別に画質の詳細な設定変更ができます。
本体または、リモコンの▼/▲ボタンで設定項目のカーソルを移動し、◀/▶ボタンで設定項目の内容
を変更します。
本体または、リモコンの「MENU（メニュー）」ボタンで選択内容を反映し、ひとつ前の選択項目に戻ります。

画質モードには、以下の項目があります。
・Brightness（明るさ）
・Contrast（コントラスト）
・Color（色の濃さ）
・Tint（色あい）
・Sharpness（シャープネス）
・Color Temperature（色温度）
※　各画質モードで設定変更できる項目が異なります。

Picture（画質）の設定

本体または、リモコンの「MENU（メニュー）」ボタンでメニュー選択画面が現れます。
メニューの選択
本体または、リモコンの◀/▶ボタンで項目を移動し、▼/▲ボタンでメニュー内容を選択できます。
本体または、リモコンの「MENU（メニュー）」ボタンでメニュー選択画面を終了します。

メニュー操作

メニュー設定画面では以下の項目を操作できます。

Picture（画質）
ディスプレイの画質を選択、
設定できます。

Time（タイマー）
電源オフのタイマー設定が
できます。

Sound（音質）
音質を選択、設定できます。

Setup（各種設定）
言語選択や初期化など、
その他設定ができます。

メニューエリア

＜メニュー設定画面＞

モード/設定項目エリア

操作ガイドエリア

Picture Mode

Brightness

Contrast

Color

Tint

Sharpness

Color Temperature

Advanced Settings

User

Normal

100

50

50

50

50

50

Select                                 Move                                                 Menu        Exit

P３



・Prev. Page（前のページ）
・Next Page（次のページ）
・Prev.（前のデータ）
・Next（次のデータ）

・Music（音楽）
・PlayList（プレイリスト）
・Info.（情報）
・Go to Page（指定ページへ移動）

Text（テキスト）の選択と操作

・Play/Pause（再生 /一時停止）
・FB（早戻し）
・FF（早送り）
・Prev.（前の曲）
・Next（次の曲）

・Stop（停止）
・Repeat（リピート）
・Play List（プレイリスト）
・Info.（情報）

・Play List（プレイリスト）
・Info.（情報）
・Slow Forward（スロー再生）
・Stop Forward（コマ送り再生）
・Goto Time（指定時間へ移動）
・Zoom In（拡大）
・Zoom Out（縮小）
・Aspect Rate（アスペクト比変更）

・Play/Pause（再生 /一時停止）
・FB（早戻し）
・FF（早送り）
・Prev.（前の動画）
・Next（次の動画）
・Stop（停止）
・Repeat（リピート）
・AB Set（A-Bリピート）

Movie（動画）の選択と操作

Music（音楽）の選択と操作

・Play/Pause（再生 /一時停止）
・Prev.（前の画像）
・Next（次の画像）
・Stop（停止）

・Repeat（リピート）
・Music（音楽）
・Play List（プレイリスト）
・Info.（情報）

Photo（写真）の操作

※ファイル形式によっては表示できない場合もあります。

Return（戻る）
ひとつ前の画面に戻ります。

C:
USB端子に接続されたUSBデバイスを
選択できます。

メディアの種類選択
本体または、リモコンの◀/▶ボタンでカーソルを移動し、リモコンの「ENTER（決定）」ボタンで
決定します。リモコンの「EXIT（戻る）」ボタンでメニューを終了します。

入力ソースの選択でUSBを選択すると、本製品背面のUSB端子に接続されたUSBデバイス内の
データファイルを選択・視聴できます。

メディアの種類を選ぶと、接続されたUSBデバイス内にある、対応する形式のファイルにアクセス
できます。

Photo（写真）
画像データの選択ができます。
※.jpg/.jpeg/.png など

Movie（動画）
動画データの選択ができます。
※.mp４/.mov/.avi/.flv など

Music（音楽）
音楽データの選択ができます。
※.mp３/.wavなど

Text（テキスト）
テキストデータの選択ができます。
※.txt など

表示・再生中の操作
各データの表示・再生中にリモコンの「ENTER（決定）」ボタンを押すと操作パネルが現れます。

本体または、リモコンの◀/▶ボタンで操作パネル上のカーソルを移動し、リモコンの「ENTER
（決定）」ボタンで実行します。
リモコンの「EXIT（戻る）」ボタンで操作パネルを閉じます。

＜操作パネル表示時＞

画面表示エリア

操作パネルAB

Stop FB FF Prev. Next Stop Repeat AB Set

01:00:00 / 00:05:04
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本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、下記にご注意、ご配慮ください。
ごみ廃棄場で処分されるごみの中に本製品を捨てないでください。  廃棄の際は、地方自治体
の条例または、規則に従ってください。

USBソースの選択と操作


