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電子取扱説明書の使いかた

ボタンを押して、ホーム画面から「電子取扱説明書アプリ」を選ぶと電子取

扱説明書が開きます。

ボタンを押すとカーソルが移動します。

ボタンを押すと選択したページが開きます。

ボタンを押すと前に見たページに戻ります。

ボタンを押すと「故障かな？」のページが開きます。

ボタンを押すと「索引」のページが開きます。

ボタンを押すとマイページに登録します。よく使う機能の説明をマイページに
登録することができます。

ボタンを押すとマイページを登録したページ一覧を表示します。
ボタンを押すと電子取扱説明書が終了します。

お知らせ

電子取扱説明書に掲載している画面やイラストは、説明用のものです。実際の表示と異なった
り、機能向上などのアップデート等により変更となる場合があります。
特に機種名を明示している場合を除いて、4T-C65EU1を例に取って説明しています。4T-
C55EU1/4T-C70EN1/4T-C65EN1/4T-C60EN1/4T-C55EN1/4T-C50EN2/4T-
C43EN2/4T-C75EL1/4T-C65EL1/4T-C55EL1/4T-C50EL1/4T-C43EL1/4T-
C65EJ1/4T-C50EJ1/4T-C42EJ1/4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-
C60EP1/4T-C55EP1は外形寸法などは異なりますが、使い方は同じです。



1. 基本的な使いかた

 1 - 1 . リモコンのペアリング
 1 - 3 . 接続機器（入力機器）を切り換える
 1 - 5 . 4K放送を楽しむ
 1 - 7 . 4K映像を楽しむ
 1 - 8 . ココロビジョンを利用する
 1 - 9 . お好みのアプリをダウンロードする
 1 - 1 0 . ホーム画面でアプリの並び順を変更する
 1 - 1 1 . アプリを削除する
 1 - 1 2 . ダッシュボード（設定や通知）を見る
 1 - 1 4 . リモコンのマイクを使う
 1 - 1 5 . テレビ本体のマイクを使う
 1 - 1 6 . スマートフォンやタブレットのアプリをテレビ画面に映す
 1 - 1 7 . ヘッドホンで音声を聞く
 1 - 1 9 . サウンドパートナーでテレビの音声を聞く
 1 - 2 0 . Google TV™ で保護者による使用制限を使用する

2. テレビを見る

 2 - 1 . テレビ放送を見る
 2 - 3 . 番組表を使う
 2 - 3 1 . 視聴中の便利な機能

3. テレビ番組を録画・再生する

 3 - 1 . 録画をする前にお読みください
 3 - 7 . 録画するための準備をする
 3 - 1 5 . 見ている番組を録画する
 3 - 1 7 . テレビ番組を録画予約する
 3 - 2 8 . 録画予約を確認・取り消し・変更する
 3 - 3 2 . USBハードディスクに録画した番組を再生する
 3 - 5 9 . 録画関連の操作や設定をする

4. ネットワークに接続する

 4 - 1 . インターネットの準備をする
 4 - 1 2 . インターネットに接続できない場合は

5. アプリを使う

 5 - 1 . コンテンツプレーヤー
 5 - 1 4 . コンテンツダウンローダー
 5 - 1 5 . ホームネットワーク
 5 - 2 0 . リビングカメラ
 5 - 2 3 . お困り解決ナビ
 5 - 2 4 . Google Duo

Google TV は本機のソフトウェア エクスペリエンスの名称であ
り、Google LLC の商標です。Google、Android TV、Chromecast
built-in、Google Duo、およびその他のマークは Google LLC の商標
です。
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6. ファミリンクや他機器

 6 - 1 . ファミリンク対応機器をつなぐ
 6 - 5 . 4K出力対応機器をつなぐ
 6 - 8 . HDR映像を見る
 6 - 9 . ファミリンクで使う
 6 - 2 4 . レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ
 6 - 3 0 . オーディオ機器をつなぐ
 6 - 3 2 . パソコンとつないで使う

 6 - 3 8
. 携帯端末などに表示される本機の機器名を変更す
る

 6 - 3 9
. Google アシスタントを使用可能なスマートスピーカー
と連携する

 6 - 4 0
. Bluetooth接続のイヤホン/ヘッドホン/スピーカーで音
声を聞く

7. メニュー操作

 7 - 1 . 設定メニューの使いかた
 7 - 3 . 設定メニュー項目の一覧
 7 - 6 1 . ツールメニューの使いかた
 7 - 6 2 . ツールメニュー項目の一覧
 7 - 9 2 . 文字を入力する（ソフトウェアキーボード）

8. 故障かな？

 8 - 1 . 故障かな？と思ったら
 8 - 3 1 . エラーメッセージが出たら
 8 - 4 4 . こんなときは

9. その他／索引

 9 - 1 . デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは
 9 - 1 7 . 放送の種類について
 9 - 2 2 . 索引

10. English Guide

 1 0 - 1 . Part Name
 10-15 . Switching the Display Language to English

ホーム画面などの言語を英語にする
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基本的な使いかた
リモコンのペアリング

リモコンをペアリングすると、リモコンのマイクを使って番組やネット動画を検索したりできます。
かんたん初期設定でリモコンペアリングをスキップした場合やペアリングを解除した場合など、以下の手順で再度ペアリングを実施してく
ださい。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「リモコンとアクセサリ」を選び、 を
押す

2. 「リモコン設定」を選び、 を押す

3. 「ペアリング開始」を選び、 を押す
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基本的な使いかた
リモコンのペアリング

4. ペアリングを開始する

リモコンの と を、同時に5秒程度長押ししてください。 ペアリングが完了しない場合は、リモコンの を押し、ひとつ前の画面
に戻ってから再度ペアリングを開始してください。

お知らせ

本機にリモコンのペアリング情報が残っていると、ペアリング開始ができません。「ツール」－「基本設定」－「リモコンとアクセサリ」－「リモ
コン設定」－「ペアリング解除」でペアリングを解除してから「ペアリング開始」を選んでください。
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基本的な使いかた
接続機器（入力機器）を切り換える

BDレコーダーやゲーム機などの画面に切り換える

テレビ放送の画面からHDMI®入力の画面に切り換えると、BDやDVD、ゲーム機などの映
像が見られるようになります。

下線部の手順はBDレコーダーなどの外部機器の操作です。

1. BDレコーダーなどを本機に接続し、電源ボタンを押して電源を入れる

2. 再生したいディスクなどをセットする

3. を押し、入力切換メニューを表示する

表示中に⇒1-4ページの操作を行います。
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基本的な使いかた
接続機器（入力機器）を切り換える

BDレコーダーやゲーム機などの画面に切り換える

下線部の手順はBDレコーダーなどの外部機器の操作です。

4. を繰り返し押し、機器を接続した入力名を選び、 を押す

上下カーソルボタンでも選択できます。

（例）本機の入力1に接続した機器の映像を見るときは、「入力1」を選ぶ

選べる入力について
入力5は、機器が接続されているときのみ選択できます。

5. BDレコーダーなどを再生する

再生映像が表示されます。
外部機器によっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。設定のし
かたについては、接続したBDレコーダーなどの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

外部入力時、機器情報や映像、音声信号が変わったときに表示される左上の入力情報
を非表示にすることができます。 「ツール」－「画面調整」－「外部入力情報表示」を「切」
にしてください。
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基本的な使いかた
4K放送を楽しむ

4K放送の視聴について

本機は、2018年12月1日より開始された「新4K8K衛星放送」のうち、BS・110度CSによる4K放送※を受信するチューナーを内蔵して

います。スポーツ、音楽など様々なジャンルを高画質、臨場感あふれる映像で楽しめます。

BS・110度CSによる4K放送の開始後も、現在のBS・110度CS放送および地上デジタル放送は引き続き提供されます。

BS・110度CSによる4K放送は、BS・110度CS放送で現在使用されている放送波(右旋円偏波の電波)と、新しい放送波(左旋円

偏波の電波)で提供されます。

新4K8K衛星放送に関するお問い合わせは下記のホームページを参照ください。

一般社団法人　放送サービス高度化推進協会
http://www.apab.or.jp/4k-8k/

※右旋・左旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。
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基本的な使いかた
4K放送を楽しむ

BS・110度CSの4K放送（BS4K・CS4K）を見る

1. リモコンの を押す

～ や でご覧になりたいチャンネルを選んでください。

お知らせ

BS・110度CSの4K放送のNHKや有料チャンネルの視聴や契約をする場合、ACAS番号が

必要になります。「ツール」－「本体情報（お困り解決ナビ）」で番号を確認できます。
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基本的な使いかた
4K映像を楽しむ

本機は、動画配信サービスを利用して、インターネット上の4Kコンテンツを見ることができま

す。

1. リモコンの を押して、ホーム画面を表示する

2. 動画配信サービスのアイコンを選ぶ

アプリが起動します。

リモコンのアプリダイレクトボタンを押してアプリを起動することもできます。

お知らせ

インターネット上のコンテンツを見るには、インターネットへの接続が必要です。

アプリによっては、別途有料契約が必要な場合があります。
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基本的な使いかた
ココロビジョンを利用する

COCORO VISION(ココロビジョン)は、おすすめのネット動画やテレビ番組に加え
て、COCORO HOMEに登録したAIoT家電からのお知らせなどを教えてくれる無料のサービ
スです。
COCORO VISION(ココロビジョン)の詳しい内容はスマートフォンでQRコードを読み取るか、
パソコンにURLを直接入力してホームページにアクセスしてください。

https://cocoroplus.jp.sharp/vision/
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基本的な使いかた
お好みのアプリをダウンロードする

Google TV では、テレビに対応したアプリをダウンロードできます。

スマートフォン/タブレット向けのアプリとは異なる場合があります。

1. を押して、ホーム画面を表示する

2. 左右カーソルボタンで、「アプリ」を選択する

3. ダウンロードしたいアプリを選ぶ

アプリのダウンロードが開始されます。ダウンロードが終わるとアプリは自動的にインストールされます。

アプリ列にあるアプリは、すでにインストールされているアプリです。

ダウンロードが完了するとホーム画面のアプリ列の「すべて表示」を選んだ画面内に表示されます。アイコンを選択するとアプリが起動できる

ようになります。

お知らせ

アプリをダウンロードするには、Google TV の設定、インターネットへの接続、Google アカウントが必要です。（⇒4-1・7-23ページ）

Google アカウントをお持ちでない場合や共有のアカウントを作りたい場合は、同梱の取扱説明書の「Google アカウントを作成する」を

ご確認ください。または以下のURLからアカウントを新規作成してください。

https://accounts.google.com/signup

URLは予告なく変更になることがあります。詳しくは、Google のホームページをご覧ください。

アプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。

有料のアプリの購入には、プリペイド方式の Google Play ギフトカードやクレジットカード情報が必要になります。

アプリをアンインストールするときは、⇒1-11・7-32ページをご覧ください。

1-9

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/1-08.html?prev


基本的な使いかた
ホーム画面でアプリの並び順を変更する

ホーム画面でよく使うアプリなどアプリの並び順を変更することができます。

1. を押し、ホーム画面を表示する

2. 上下左右カーソルボタンで、移動したいアプリアイコンを選択し、 を長押
しする

アプリ列に表示されない場合は、「すべて表示」を選択すると「マイアプリ」が開きインストール
されているアプリが一覧で表示されます。

3. 上下カーソルボタンで、「移動」を選択する

4. 上下左右カーソルボタンで配置したい場所にアイコンを移動する

上位12個はホーム画面上に表示されます。

5. でアプリの整理を終了する
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基本的な使いかた
アプリを削除する

使用しなくなったアプリなどを削除（アンインストール）することができます。
アプリによっては、削除できません。

1. を押し、ホーム画面を表示する

2. 上下左右カーソルで、削除したいアプリアイコンを選択し、 を長押しする

アプリ列に表示されない場合は、「すべて表示」を選択すると「マイアプリ」が開きインストール
されているアプリが一覧で表示されます。

3. 「詳細を表示する」を選択する

4. アプリ詳細画面で「アンインストール」を選択する

5. アプリが削除（アンインストール）されます
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基本的な使いかた
ダッシュボード（設定や通知）を見る

Google TV のダッシュボードでは、アカウントを切り替えたり、テレビの設定や入力切換、映像調整
に移動したり、通知を確認することができます。

アカウントの切り替え方

1. を押し、ダッシュボードを表示する

ホームボタンを長押しでも表示することができます。

2. アカウントを選択する

3. 複数ログインしていた場合や子どもを設定していた場合、アカウントを切り替
えることができます

設定、入力切換、映像調整の入り方

1. を押し、ダッシュボードを表示する

ホームボタンを長押しでも表示することができます。

2. 上下左右カーソルボタンで、「設定」「入力切換」「画質」を選択する

3. それぞれ、設定、入力切換、映像調整に移動する
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基本的な使いかた
ダッシュボード（設定や通知）を見る

通知を確認する

1. を押し、ダッシュボードを表示する

ホームボタンを長押しでも表示することができます。

2. 上下カーソルボタンで、確認したい通知を選択する

3. 通知の詳細を確認したり、該当の設定やアプリに移動できます
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基本的な使いかた
リモコンのマイクを使う

リモコンの Google アシスタントボタンを押してみましょう。
ご利用には、Google TV の設定、インターネットへの接続、テレビとリモコンのペアリングが必
要です。
（⇒1-1・4-1・7-23ページ）

1. リモコンの Google アシスタントボタンを長押ししたままにする

2. リモコンのマイクに向かって探したい番組のキーワードや質問、操作したいこと
などを話す

画面に検索結果が表示されます。

お知らせ

周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。
リモコンのマイクを使って、テレビの電源を入れることはできません。
テレビに接続した外部スピーカーの音量操作は、動作保証していません。
ホーム画面で音声による番組検索をするとアプリ横断でコンテンツを検索した結果が表示さ
れます。アプリによっては、アプリ内でのコンテンツ検索となります。
スマートフォンやスマートスピーカーに搭載されている Google アシスタントとは、動作や対応
サービスが異なる場合があります。
本機能でご利用可能なサービスは予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第
三者が提供するサービスについて、当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了
承ください。
Google アカウントを設定していない場合、Google アシスタントによる音声での検索・操作
はできません。
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基本的な使いかた
テレビ本体のマイクを使う(EU1/EN1/EP1のみ)

Google TV に搭載されたハンズフリー音声操作で、リモコンを置いて声だけでエンターテイメントの検索やアク
セス、調べ物をしたり、テレビやスマートホームを操作して、あなたの毎日を効率化します。 「OK Google, テレ
ビをつけて」と言ったり、Google にタイトルやジャンルで検索を頼んだり、「OK Google, 何を見たらいい？」と
言ってあなたへのおすすめコンテンツを尋ねてみましょう。
ご利用には、Google TV の設定、インターネットへの接続が必要です。
（⇒4-1・7-23ページ）

1. 本体マイクスイッチを有効にする
2. 本体マイクに向かって「OK Google (オッケー グーグル)」と話す
3. 本体マイクに向かって探したい番組のキーワードや質問、操作したいことなどを話す

画面に検索結果が表示されます。
「OK Google，ガイドを見せて」と話しかけると、本機でできること、発話例を紹介します。

お知らせ

周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。
本体マイクを無効にするとLEDが橙色に点灯します。無効状態でLEDを消灯することはできません。
ベーシックテレビモードのときは、常に消灯します。
テレビに接続した外部スピーカーの音量操作は、動作保証していません。
本体マイクを有効にすると、テレビが待機状態(電源ランプ：赤色点灯)でも音声操作を受け付ける状態になるため、待機時の消費電力が増加し
ます。
ホーム画面で音声による番組検索をするとアプリ横断でコンテンツを検索した結果が表示されます。アプリによっては、アプリ内でのコンテンツ検索と
なります。
スマートフォンやスマートスピーカーに搭載されている Google アシスタントとは、動作や対応サービスが異なる場合があります。
本機能でご利用可能なサービスは予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第三者が提供するサービスについて、当社はいかなる責任
も負いかねますのであらかじめご了承ください。
Google アカウントを設定していない場合、Google アシスタントによる音声での検索・操作はできません。
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基本的な使いかた
スマートフォンやタブレットのアプリをテレビ画面に映す

本機は Chromecast built-in™ を使って、スマートフォンなどで表示しているお好きな動画やアプリを直接テレビに映す（キャストする）こ

とができます。

1. スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を、テレビと同じネットワークに接続する

2. モバイル機器で Chromecast built-in 対応アプリを起動する

3. モバイル機器でアプリ内のキャストアイコンを選ぶ

モバイル機器で表示している動画などがテレビに表示されます。

お知らせ

Chromecast built-in を使うには、同一ネットワークへの接続が必要です。

動画再生において、アプリによっては別途有料契約が必要な場合があります。

スマートフォンの機種によっては、対応していない場合もあります。

Google アカウントを設定していない場合、Chromecast built-in によるスマホ画面・アプリのキャストはできません。
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基本的な使いかた
ヘッドホンで音声を聞く

1. を押してツールメニューを表示する
2. 上下カーソルボタンで「基本設定」－「ディスプレイと音」－

「音声入出力」－「ヘッドホン／アナログ音声出力設定」を

選び、 を押す

3. 上下カーソルボタンで「ヘッドホン／アンプ」を選び、 を押
す

ヘッドホンとテレビスピーカーの両方から同じ音声を出力させたい場合は

「テレビスピーカー＋ヘッドホン※／アンプ」を選択してください。ヘッドホン
側の音量は固定に設定されます。

※音量が調整できないヘッドホンは、接続・設定しないでください。耳を
痛める可能性があります。

4. ヘッドホン端子にヘッドホンを接続する
5. 音量を調整する

リモコンまたは本体の音量ボタンで調整できます。
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基本的な使いかた
ヘッドホンで音声を聞く

お知らせ

HDMI接続した外部スピーカーで視聴中、ヘッドホンを接続すると、スピーカー切換がTVに切り換わります。

外部スピーカーに戻すには、 を押し、ファミリンクパネルの「スピーカー切換」を「外部スピーカー」へ設定してください。
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基本的な使いかた
サウンドパートナーでテレビの音声を聞く

テレビとペアリングすることで、テレビの音声をサウンドパートナーで聞くことができます。

1. 本機のリモコンの を押し、上下左右カーソルボタンでアプリ列の「すべて表示」を選択して、アプリ一覧画面を表示する

2. ①上下左右カーソルボタンで「サウンドパートナー」アプリを選び、 を押す

②上下カーソルボタンで「ペアリング」を選び、 を押す

3. ペアリングが完了すると、テレビの音声がサウンドパートナーから聞こえる
ペアリング済みの場合は、サウンドパートナーの電源を入れると、テレビの音声がサウンドパートナーから聞こえてきます。

4. 音量を調整する
サウンドパートナーの音量を上げても音声が小さい場合は、テレビの音量を上げて調整してください。
テレビのスピーカーからは音声が出ません。サウンドパートナーの電源を切ると、テレビのスピーカーに切り換わります。
⇒詳しくは、アプリの「お使いになる前に」をご確認ください。AN-SX7Aを接続した場合は、サウンドパートナー設定の「お知らせ」でもご確認いただけま
す。

お知らせ

サウンドパートナーの操作については、サウンドパートナーの取扱説明書をご確認ください。

本機とサウンドパートナーを直接Bluetoothで接続した場合は、サウンドパートナーとテレビスピーカーの両方から同じ音声を出力することはできませ
ん。
サウンドパートナーに付属されているBluetooth送信機を使って接続し、本機の「音声出力端子」を「テレビスピーカー＋ヘッドホン／アンプ」に設定
すると、サウンドパートナーとテレビスピーカーの両方から同じ音声を出力することができます。
Bluetooth送信機との接続方法については、サウンドパートナーの取扱説明書をご確認ください。
放送やコンテンツによっては、映像と音声にずれが発生する場合があります。
本機の電源を入れたとき、最後に接続されていたBluetooth機器が接続されます。
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基本的な使いかた
Google TV で保護者による使用制限を使用する

Google TV でお子様用プロフィールを設定すると、お子様に使用を許可するアプリを選択したり、
お休み時間の通知や利用時間の上限を設定したりできます。お子様用プロフィールでご利用中
は、放送や録画番組は視聴いただけません。使用するには保護者のプロフィールへの切り替えが
必要です。

お子様用プロフィールを追加する

1. を押し、ホーム画面を表示する

2. 左右カーソルボタンで、右上のプロフィールアイコンを選択し、自分のアカウン
トを選択する

3. 「アカウント選択」－「子どもを追加」－「始める」を選択する

4. 次のいずれかを行う

お子様がファミリーグループのメンバーで Google アカウントまたはお子様用プロフィールを
お持ちの場合、設定対象のお子様を選択します。
ファミリーグループでお子様をまだ設定していない場合は、「別の子どもを追加」を選択
し、画面上の手順に沿って操作します。

1-20 次ページへつづく⇒

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/1-19.html?prev


基本的な使いかた
Google TV で保護者による使用制限を使用する

5. お子様用のホーム画面に追加するアプリを選択する。

6. 保護者による使用制限を設定する場合には、画面上の手順に沿って操作してください。

お子様に視聴を許可するコンテンツと時間を選択する

Google TV の保護者による使用制限は、以下の制限ができます。

コンテンツやアプリを許可またはブロックする
1日あたりの利用時間の上限を設定する
毎日のおやすみ時間を設定する
ボーナスタイムを追加する
コンテンツの不正確なレーティングを報告する

ご注意

保護者による使用制限中は、テレビ放送、外部入力、録画番組視聴、予約、入力切換、設定などのメニュー、一部プリインアプリが
ご利用いただけません。保護者プロフィールでご利用ください。

詳しくは、下記をご確認ください。

https://support.google.com/googletv/answer/10070481?hl=ja&ref_topic=10070724
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テレビを見る
テレビ放送を見る

データ放送で天気予報や株価などの情報を見る
データ放送には、テレビ放送に連動した「連動データ放送」と、データ放送専門の「独立データ放送」
があります。
データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なります。データ放送画面を表示し
たら、画面の表示に従って操作してください。例えば、カーソルボタン（上・下・左・右）で画面の項目
を選んで決定したり、カラーボタン（青・赤・緑・黄）で対応する項目を選んだりして操作します。

連動データ放送を表示する

連動データ放送を含む番組の視聴中に、 を押し、連動データ放送の画面を表示する

テレビ放送に戻すときは、もう一度 を押します。

お知らせ

電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた直後は、 を押しても連動データ放送画面が表示さ

れないことがあります。この場合は、約20秒待ってからもう一度 を押してください。（表示されるまで
の時間は、放送内容によって異なります。）
BSラジオ放送も、⇒2-2ページの手順で切り換えられます。
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テレビを見る
テレビ放送を見る

データ放送で天気予報や株価などの情報を見る

独立データ放送の番組から選ぶ

1. を押し、上下カーソルボタンで「視聴操作」－「テレビ/ラジオ/データ」を

選び、 を押す

再度選び直すことによって次のように放送の種類を切り換えることができます。

2. 選局ボタンでチャンネルを選ぶ
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テレビを見る
番組表を使う

放送を見ているときにリモコンの を押すと番組表が表示されます。
番組表から放送番組を選ぶことができます。
番組表が表示されない、空欄になるときは、2-8ページを確認してください。

番組表の表示について

リモコンの を押すと、数日分の番組表を表示できます。
テレビ放送…8日分、データ放送…最低1日分

お知らせ

表示チャンネル数を少なくすることで文字サイズを大きくすることができます。 を押して機能メニューを表示し、「番組表設定」－
「チャンネル表示設定」－「表示チャンネル数設定」からチャンネル数を「5チャンネル分」に設定してください。
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テレビを見る
番組表を使う

番組表から番組を選ぶ

1. を押し、表示したい放送を選ぶ

2. を押す

3. 上下左右カーソルボタンを押し、番組を選ぶ

現在放送中の番組を選んで を押すと選局されます。

ヒント

時間帯でページを送り／戻しするとき

次の時間帯（次ページ）を表示させたいときは を押す

前の時間帯（前ページ）を表示させたいときは を押す

翌日/ 前日の番組表を表示するとき

翌日の番組表を表示させたいときは を押す
前日の番組表を表示させたいときは を押す
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テレビを見る
番組表を使う

通常の番組表、チャンネル別番組表、マイ番組表を切り換える

を押すたびに通常の番組表→チャンネル別番組表→マイ番組表の順に切り換わります。

チャンネル別番組表で表示する放送局を選ぶ

次の放送局を選ぶときは を押す

前の放送局を選ぶときは を押す
カーソルを放送局欄に移動し、上下カーソルボタンで選び決定しても表示させたい放送局が選べます。
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テレビを見る
番組表を使う

番組表で各放送局毎にマイ番組表の登録や、サブチャンネル表示などを
設定する

1. 番組表の放送局（チャンネル部）を選び を押す

2. 放送局の設定メニューが表示される
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テレビを見る
番組表を使う

番組表で各放送局毎にマイ番組表の登録や、サブチャンネル表示などを
設定する

3. 設定したい項目を上下カーソルボタンで選んで を押す
●「★マイ番組表に登録する／外す」を選んで決定
⇒マイ番組表のチャンネルとして登録／解除されます
（登録されたチャンネルは「★」マークが付きます）

●「チャンネル別番組表を見る」を選んで決定
⇒チャンネル別番組表に切り換わります

●「サブチャンネル、およびラジオ・データを表示する／表示しない」を選んで決定
⇒選択した放送局のサブチャンネルを表示する／表示しないを設定します

●「注目番組」を選んで決定
⇒おすすめ・特集番組一覧が表示されます

●表示された番組を選んで決定し、予約などの操作も行えます。

お知らせ

番組表に表示されるメインチャンネルまたはサブチャンネルをマイ番組表に登録したときは、
メインチャンネル、サブチャンネルともにマイ番組表に登録されます。登録解除したときもメイ
ンチャンネル、サブチャンネルともにマイ番組表から登録解除されます。
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テレビを見る
番組表を使う

電子番組表に表示されないチャンネルがあるとき

番組表データが受信できていない場合、番組表が表示されないことがあります。その場合は次の操作を行ってください。
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テレビを見る
番組表を使う

電子番組表に表示されないチャンネルがあるとき

空欄となっているチャンネルを選局し、放送画面のまま２分程度待ちます
番組表データを受信し番組表を更新します。

お知らせ

110度CSデジタル放送の番組が表示されないときは
①CSデジタル放送を選びCS100chを選局し、約5秒待つ

（2022年8月現在CS100chは放送されていません。 "現在放送されていません。[E203]" と
表示されますが、そのままお待ちください。）

②CS001chを選局し、約5秒待つ
（2022年8月現在CS001chは放送されていません。 "現在放送されていません。[E203]" と
表示されますが、そのままお待ちください。）

③番組表で選局したい放送局のチャンネル番号が表示されている事を確認する
（⇒2-3ページ）

BS4K・110度CS4K放送の番組が表示されないときは
「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「テレビ放送設定」－
「BS4K・CS4K放送チャンネルサーチ」を行ってください。
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テレビを見る
番組表を使う

番組の情報を見るには

1. 番組表で番組情報を知りたい番組を選び、 を押す

現在放送中の番組は、選局され、未放送の番組は以下が表示されます。

次ページがあるときは下カーソルボタンを押します。
上下カーソルボタンを押すと番組詳細内の表示をスクロールします。

●出演者一覧や関連番組を確認したいときは
左カーソルボタンを押し、「出演者一覧」または「関連番組」を選んで決定します。(出演
者一覧⇒2-11ページ／関連番組　⇒2-11ページ)
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テレビを見る
番組表を使う

番組の出演者や関連する番組を表示する

番組詳細からメニュー項目を選び出演者一覧や関連番組の検索が行えます。

「出演者一覧」を選んだときは、出演者を確認したり、選択した出演者が出演している番
組を確認し予約したり、マイ検索に登録が行えます。
インターネットに本機を接続しているときは、出演者の写真も表示されます。（出演者によっ
ては写真が表示されない場合があります）
「関連番組」を選んだときは、選択している番組に関連した番組（同一のジャンル番組な
ど）を確認できます。（インターネットに接続している場合と、接続していない場合で検索結
果に違いが出る場合があります）

1. 番組表から、上下左右カーソルボタンで番組情報を知りたい番組を選び、
を押す
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テレビを見る
番組表を使う

番組の出演者や関連する番組を表示する

2. 左カーソルボタンを押しメニュー項目の「出演者一覧」または「関連番組」を

選んで を押す

関連番組を選んで決定したときは、関連番組選択画面に移動します。
放送中の番組は選局、未来番組は番組詳細から予約が行えます。
出演者一覧を選んで決定したときは、出演者選択画面に移動します。
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テレビを見る
番組表を使う

番組の出演者や関連する番組を表示する

3. 「出演者」を選んで を押す

「マイ検索に登録」を選んで決定したときは⇒マイ検索に選んだ出演者が登録されます。

検索した番組を選んだときは⇒放送中の番組は選局、未来番組は番組詳細が表示され

ます。
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テレビを見る
番組表を使う

番組表の機能メニューについて

電子番組表の表示中に を押すと、「機能メニュー」によって各種機能を呼び出すことができま
す。

番組表機能メニュー
項目 サブ項目 内容 ページ

予約リス
ト

― 予約リストを表示します。 3-29

番組表

通常表示 通常の番組表を表示します。 2-5

チャンネル別表示 チャンネル別番組表を表示します。 2-5

マイ番組表 番組表設定で登録したマイ番組表を表示します。 2-6
2-28

裏番組 ― 現在放送中の番組一覧を表示します。 2-16

放送切換 ｢地上｣、｢BS｣、｢CS｣、｢BS4K/CS4K｣、｢ネット｣の番組表に切り換わります。 2-4

マイ検索 ― 登録している出演者が出演する番組や登録されているキーワー
ド、ジャンルなどの番組を検索し表示します。

2-17

番組検索

キーワード検索 キーワードを入力し番組を検索します。 2-18

ジャンル検索 ジャンルを選択して番組を検索します。 2-20

人名検索 お気に入りの出演者の名前を入力し、表示された出演者が出演
している番組を検索できます。

2-22

番組カテゴリ検索 各カテゴリーの番組が検索できます。 2-24
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テレビを見る
番組表を使う

番組表の機能メニューについて

番組表機能メニュー（つづき）

項目 サブ項目 内容 ページ

おすすめ・特集 ― 放送局で選定した、おすすめ・特集番組一覧が表示されます。 2-25

番組表設定

マイ番組表
設定

好みのチャンネルを登録しておくことで、マイ番組表を作成できます。 2-28

ジャンル
カラー設定

番組表に表示される番組のジャンルを色分け表示させるか設定します。 2-29

チャンネル
表示設定

チャンネル表示に関する設定を行います。 2-30

お知らせ

おすすめ・特集は、インターネットに接続しないと選択できません。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

各機能メニューを選んで決定したときの画面や操作について説明します。

●「裏番組」を選んで を押す

現在放送中の番組が表示されます。

各番組のタイトル画面や出演者の写真は本機をインターネットに接続していると表
示されます。

番組を選んで決定

現在放送中の番組を選んで決定すると選んだ放送の画面になります。
未来の番組を選んだときは、番組詳細画面になります。

番組表の操作は
⇒2-3～2-7ページをご覧ください。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

●「マイ検索」を選んで を押す

マイ検索は番組タイトル、ジャンル、人名、カテゴリなどマイ検索に登録したキーワードをもとに番組一覧を表示します。

「マイ検索登録解除」を選んで決定すると登録解除されます。

「並べ換え」を選んで決定すると上下カーソルボタンと で並び順を変更できます。

番組を選んで決定すると、番組詳細画面になります。

番組表の操作は
⇒2-3～2-7ページをご覧ください。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

●「番組検索」を選んで を押す

キーワード、ジャンル、人名、番組カテゴリで番組を検索できます。

キーワードで番組を検索する

1. 「キーワード検索」を選んで を押す

キーワード検索画面が表示されます。

2. 検索ワード欄を選んで を押し、検索したいワードを入力
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

キーワードで番組を検索する（つづき）

3. 「 」（完了）を選んで を押す

入力したキーワードに関連した番組が表示されます。

画面内のボタンを選んで決定

マイ検索に登録⇒マイ検索に登録されます。

放送日時順／チャンネル番号順⇒放送日時順／チャンネル番号順に並び換えできます。

絞り込み⇒放送の種類やジャンルで絞り込み表示できます。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

ジャンルで番組を検索する

1. 「ジャンル検索」を選んで を押す

ジャンル検索画面が表示されます。

2. 検索したいジャンルを選んで を押す
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

ジャンルで番組を検索する（つづき）

3. サブジャンルを選んで を押す

選んだジャンルに関連した番組が表示されます。

画面内のボタンを選んで決定

マイ検索に登録⇒マイ検索に登録されます。

放送日時順／チャンネル番号順⇒放送日時順／チャンネル番号順に並び換えできます。

絞り込み⇒放送の種類で絞り込み表示できます。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

人名で番組を探す

1. 「人名検索」を選んで、 を押す

2. 文字マスの上で を押す

文字入力パレットが表示されます。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

人名で番組を探す（つづき）

3. 文字マスに検索したい人名の先頭の文字から１文字ずつ入力する

次の文字を入力するときは、 を押します。

入力した文字と一致する出演者が右側に表示されます。

出演者の写真は本機をインターネットに接続しているとき表示されます。

4. 目的の出演者が表示されたら、右カーソルボタンで出演者一覧へ移動する

5. 上下左右カーソルボタンで目的の出演者を選び を押す

選んだ出演者の出演予定番組が表示されます。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

カテゴリーで番組を検索する

1. 「番組カテゴリ検索」を選んで を押す

2. 番組のカテゴリーを選んで を押す

3. 番組を選んで を押す

選んだ番組カテゴリに関連した番組が表示されます。

画面内のボタンを選んで決定
マイ検索に登録⇒マイ検索に登録されます。
絞り込み⇒放送の種類で絞り込み表示できます。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

おすすめ・特集番組を探す

放送局で選定した、おすすめ・特集番組一覧が表示されます。

1. 「おすすめ・特集」を選んで を押す

上下カーソルボタンで、見たい項目を選びます。

お知らせ

「おすすめ・特集」はインターネットに接続しないと選択できません。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

おすすめ・特集番組を探す（つづき）

2. を押す

選んだ項目の番組が一覧表示されます。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

おすすめ・特集番組を探す（つづき）

3. 見たい番組を選んで を押す
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

番組表の設定をする

●「番組表設定」を選んで を押すと、番組表に関する設定ができます。

マイ番組表設定
必要なチャンネルのみを登録しておくことで、マイ番組表が表示できます。

お知らせ

マイ番組表設定画面で選べるチャンネルはメインチャンネルのみです。
メインチャンネルを登録すると、サブチャンネルも自動的に登録されます。
メインチャンネルを登録解除すると、サブチャンネルも自動的に登録解除されます。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

番組表の設定をする（つづき）

ジャンルカラー設定
番組表に表示される番組のジャンルを色分け表示させるか設定します。
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テレビを見る
番組表を使う

機能メニューで操作する

番組表の設定をする（つづき）

チャンネル表示設定

サブチャンネル設定 番組表のサブチャンネル・およびラジオ・データ表示をオン／オフできます。

表示チャンネル数設定
番組表の表示チャンネル数を5種類(5、8、11、14、17)の中から選べます。表示チャンネル数を少なくすると、番
組表の文字を大きくすることができます。

チャンネル並び順設定 チャンネルの並び順を選べます。

番組表示枠設定 選択されている番組枠の拡大表示をオン／オフできます。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

チャンネル情報や時計を表示する

テレビ放送や外部入力視聴中、時計/画面表示ボタンを押して、チャンネル情報や時計を
表示することができます。
時計は、右上に表示されます。位置やサイズは、変更できません。

1. を押して情報を表示する
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

チャンネル情報を常に表示する

選局時などのチャンネル情報の表示について常時表示することができます。
時刻が設定されていない場合は、「ツール」－「基本設定」－「システム」－「日付と時刻」
－「日付と時刻の自動設定」で「切」を選び、「時刻の設定」で、時刻を設定してください。
普段お使いになるときは、録画予約や一部アプリの利用に時刻が必要になるため、「日付
と時刻の自動設定」で「ネットワークから提供された時刻を使用する」に設定していただくこと
をおすすめします。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「画面調整」を

選び、 を押す

2. 上下カーソルボタンで「チャンネル常時表示」を選び、 を押す
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

再生状態を確認する

本機はUSBハードディスクに録画した番組を再生したときに、現在再生位置が確認できる
再生バーなどを画面に表示します。

再生バーを表示させたいときは録画番組再生中に上カーソルボタンを押してください。消し
たいときは下カーソルボタンを押してください。
再生バーを約5秒間表示したあと自動的に消えます。
早送り／早戻ししているとき、再生バー表示は消えません。
本機の表示状態によっては、再生バーが表示されない場合があります。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）

テレビを見ながらお休みになるときなどに便利です。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「タイマー」－「オフタイマー」を選ぶ

2. オフタイマーを「入」に設定する
設定入：

設定切：

3. 上下カーソルボタンで設定時間を選び、 を押す
「0時間30分」「1時間00分」「1時間30分」「2時間00分」「2時間30分」から選びます。
オフタイマーの残り時間が5分になると、残り時間が画面左下に表示されます。
オフタイマーを解除するには、「切」に設定します。

お知らせ

視聴中のアプリによっては、指定した時間に電源を切れない場合があります。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）

オフタイマーの残り時間を確認するには

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「タイマー」を選び、 を押す

2. オフタイマーの残り時間を確認する

オフタイマーが設定されている場合は、オフタイマーの残り時間が表示されます。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

時刻を指定して電源を切る（おやすみタイマー）

指定した時刻に、自動的に電源が切れるように設定できます。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「タイマー」－「おやすみタイマー」を選び、 を押す

2. おやすみタイマーを「入」に設定する
設定入：

設定切：

おやすみタイマーを解除するには、「切」に設定します。

3. 「時刻」を選び、上下左右カーソルボタンで時刻を設定し、 を押す

2-36 次ページへつづく⇒

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/2-35.html?prev


テレビを見る
視聴中の便利な機能

時刻を指定して電源を切る（おやすみタイマー）

お知らせ

画面をOFFにする時間（無操作オフ）や無信号オフ（⇒7-46・7-49ページ）が設定されている場合は、一番早く切れるタイマーで電源
が切れます。
おやすみタイマーとおはようタイマーを同じ時刻に設定すると、本機が電源待機中のときはおはようタイマーが作動し、本機が動作中の
ときはおやすみタイマーが作動します。
視聴中のアプリや一部メニュー操作中は、指定時刻になっても操作を優先しているため、電源が切れない場合があります。
本機の内蔵時計が正しくないときは、「時刻の設定」（⇒7-39ページ）が必要です。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

目覚ましとして使うなどタイマーで電源を入れる（おはようタイマー）
指定した時刻に、自動的に電源が入るように設定できます。
異なる設定のタイマーを3種類までセットできます。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「タイマー」－「おはようタイマー」を選び、 を押す

2. 設定したいタイマーを選び、「入」に設定する
設定入：

設定切：

3. それぞれの項目（⇒7-88ページ）を設定する

お知らせ

ヘッドホンをつないでいる場合は、ヘッドホンから音声が出るため本体スピーカーからは音声が出ません。本体スピーカーから音声を出
す場合は、あらかじめヘッドホンを抜いておいてください。
おはようタイマーで電源が入ってから2時間操作しない状態が続いたときに、自動的に電源が切れるように設定することができます。
「ツール」－「タイマー」－「おはようタイマー」－「無操作オフ」を「入」に設定してください。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

音声・映像を切り換える

複数の映像（最大4つ）または音声（最大8つ）がある番組をご覧のとき、
映像および音声を切り換えて楽しめます。

複数の映像を切り換える

1. を押して、上下カーソルボタンで「視聴操作」－「映像切換」を選び、 を
押す

「映像切換」を選ぶたびに映像※が切り換わり、テレビ画面上に映像表示が出ます。
※ 番組によって映像の数は異なります。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

音声・映像を切り換える

複数の音声を切り換える

を押して、音声を切り換える

ボタンを押すたびに音声※が切り換わり、テレビ画面上に音声表示が出ます。
※番組によって音声の数が異なります。

お知らせ

地上/BS/110度CSデジタル放送の場合、マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択
にかかわらず、「音声1」が選択されます。
二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
二重音声やマルチ音声（ステレオ二重音声）のときの言語表記は、放送からの情報による
表示であり、必ずしも表記どおりでないことがあります。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

字幕を表示する／複数の字幕を切り換える
字幕を表示する

字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。

◆字幕の表示方法を変えたいとき

1. を押して、字幕メニューを表示する

「表示方法」を選び、 を押してください。

2. 上下カーソルボタンで表示方法を選び、 を押す
アウトスクリーンの設定について

「アウトスクリーン(上)」または「アウトスクリーン(下)」に設定している場合は、字幕放送でない番組に放送局か
ら字幕情報が送られてくると、自動的に映像が縮小される場合があります。
「アウトスクリーン(上)」の場合でも、放送で送られる字幕の行数によっては、映像の上に字幕がかかる場合が
あります。

お知らせ
表示方法が切り換わる際に、データ放送が非表示、または初期状態になる場合があります。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

字幕を表示する／複数の字幕を切り換える

 字幕放送のとき

オンスクリーン

字幕放送では、映像に重なって字幕が表示されます。

アウトスクリーン（上）

字幕放送では、自動的に映像が縮小され、映像の上側
に字幕が表示されます。
4K放送視聴時は、オンスクリーンで表示されます。

アウトスクリーン（下）

字幕放送では、自動的に映像が縮小され、映像の下側
に字幕が表示されます。
4K放送視聴時は、オンスクリーンで表示されます。

お知らせ

放送の種類によっては、アウトスクリーンに設定してもオンスクリーン表示になります。
ハイブリッドキャスト表示中および表示後は、オンスクリーン表示になります。アウトスクリーン(上)／(下)表示にしたい場合は、一度別
の放送局に切り換え、視聴したい放送局を再度選局してください。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

字幕を表示する／複数の字幕を切り換える

◆字幕の表示言語を変えたいとき

複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。

1. を押して、字幕メニューを表示する

2. 上下カーソルボタンで「言語切換」を選び、 を押す
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

画面を静止させる

いま見ている放送や映像を静止できます。
料理番組のメモをとったりするときに便利です。
操作の前に、「静止キー機能切換（AQUOSタイムシフト）」（⇒7-13ページ）を「画面静止」
に設定してください。

1. を押して、視聴中に映像を静止させる

画面上の「静止画」のアイコンはカーソルボタンで四隅に移動できます。

を押すと視聴中のチャンネルの現在の映像に戻せます。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

画面を静止させる

お知らせ

「静止キー機能切換（AQUOSタイムシフト）」（⇒7-13ページ）を「AQUOSタイムシフト」に設定している場合は画面の静止はできませ

ん。

外部入力視聴中は静止できません。

次の場合は、静止画が解除されます。

選局操作をしたとき

／ などを押したとき

背景モード（⇒7-44ページ）が起動したとき

2-45

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/2-44.html?prev


テレビを見る
視聴中の便利な機能

映像の画質を調整する

見ている映像の画質を調整できます。入力、アプリ全般、HDR時ごとに設定できます。

1. を押してツールメニューを表示し、「映像調整」を選び を押す

2. 調整したい項目を選び、 を押す（→7-67～7-76ページ）

お知らせ

AVポジションは、シャープおすすめの調整値で、映像と音声を一括で調整できます。
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テレビを見る
視聴中の便利な機能

音声を調整する

見ている映像の音声を調整できます。入力ごとに設定できます。

1. を押してツールメニューを表示し、「音声調整」を選び、 を押す

2. 調整したい項目を選び、 を押す（→7-78～7-84ページ）
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テレビ番組を録画・再生する
録画をする前にお読みください

◆ 重要 ◆

録画予約の待機中や録画実行中に電源プラグを抜かないでください。

電源プラグを抜くと…
予約が実行されません。

録画が停止します。

録画中、または録画予約中に電源を切ったり停電になった場合には、録画中の内容が損なわれることがあります。

録画できる番組数と予約件数について
1台のUSBハードディスクには、最大999番組まで録画可能です。（USBハードディスクに空き容量がない場合は、録画できません。）

最大100件までの予約が可能です。

録画予約について
番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。

時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終

わります。

既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。画面に従って操作をやり直してください。
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テレビ番組を録画・再生する
録画をする前にお読みください

録画・録画予約実行中の制限について
2番組同時録画中の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。すぐに予約を設定したいときは、録画予

約を停止させてから設定してください。

BS4K・110度CS4K放送の録画について
BS4K・110度CS4K放送の2番組同時録画はできません。

マルチビューサービス放送を録画して再生する場合は
マルチビューサービスは、主映像のみ録画されます。

HDD（ハードディスク）について
パソコンと同様に、HDD（ハードディスク）は、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。録画（録音）内容の長期的な保管

場所ではありません。あくまでも一時的な保管場所としてご使用ください。
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テレビ番組を録画・再生する
録画をする前にお読みください

HDD（ハードディスク）について（つづき）
録画中に再生を行うと、画面の映像が粗くなる場合があります。
アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。

万一何らかの不具合により、録画されなかった場合の内容の補償、録画されたデータの損失、ならびにこれらに関す
るその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

著作権について
あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。

録画が可能な区間の中に「録画禁止」区間がある場合
録画中、「録画禁止」になるとその時間は記録されません。

◆ 重要 ◆

有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。
契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
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テレビ番組を録画・再生する
録画をする前にお読みください

録画した番組の構成について

録画した番組は、1回の録画ごとに「タイトル」として記録されます。
各タイトル（録画した番組）は「録画リスト」に一覧表示され、再生・消去・タイトル名変更・タイトルの並べ替え・保護・保護解除・タイ
トル検索ができます。
　タイトル（録画した番組）が消されないように保護する／保護を解除する（⇒3-51ページ）
　タイトル（録画した番組）を消去する（⇒3-41ページ）
　録画リストの一覧表示の並びかたを変えるには（⇒3-57ページ）

「タイトル」「チャプター」「録画リスト」の関係（市販のビデオディスクの場合の例）
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テレビ番組を録画・再生する
録画をする前にお読みください

録画した番組の構成について

例）本機で録画したUSBハードディスクの場合

※タイトルAは「チャプター設定」を「10分」に、タイトルBは「15分」に設定した例です。
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テレビ番組を録画・再生する
録画をする前にお読みください

重複できる録画や予約の組み合わせ

 
録画②

USB-HDD ファミリンク

録画①
USB-HDD      ○※1 ○

ファミリンク      ○ ×

※1 BS4K・110度CS4K放送同士の録画や予約の重複はできません。
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テレビ番組を録画・再生する
録画するための準備をする

USBハードディスクをつなぐ

1. 本機の電源を切る
2. 本機の録画用USB端子（ハードディスク用）に、市販のUSBハードディスクをつなぐ

USBケーブル(USBハードディスクの付属品)で接続します。
USBハードディスクを取りはずすときは⇒3-11～3-12ページをご覧ください。

動作確認済みのUSBハードディスクについては、AQUOS サポートページでご確認ください。

AQUOS サポートページ

https://jp.sharp/support/aquos/
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）
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テレビ番組を録画・再生する
録画するための準備をする

USBハードディスクを初期化(登録)する

USBハードディスクを使って録画するためには、使うための準備「初期化（登録）」が必要です。
初期化（登録）するときは、録画用USB端子（ハードディスク用）に、USBハードディスクを１台だけ直接接続してください。
本機は、USBハブを使用した接続には対応していません。

◆ 重要 ◆

レコーダーやパソコンで録画したUSBハードディスクをつないだときも、本機で使うためには、初期化（登録）が必要です。
USBハードディスクを初期化（登録）すると、録画済みのタイトルがすべて消去されます。
消去されたタイトルは元に戻せませんので、USBハードディスクの内容をよく確認してください。
USBハードディスクをテレビに接続するときは、USBハードディスクに同梱されているケーブルをご使用ください。
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テレビ番組を録画・再生する
録画するための準備をする

USBハードディスクを初期化(登録)する

1. 録画用USB端子（ハードディスク用）に、USBハードディスクを1台だけ直接接続し、本機とUSBハードディスクの電源を入
れる

2. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「録画機

器設定」－「初期化」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
録画するための準備をする

USBハードディスクを初期化(登録)する

3. 上下カーソルボタンと で「はい」を選ぶ

機器の初期化設定画面が表示されます。

4. 上下左右カーソルボタンと を使って画面に従って操作する

お知らせ

初期化中にUSBハードディスクを取り外したり、USBハードディスクや本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。
本機起動中に、USBハードディスクを接続すると、接続確認画面が表示され、録画機器設定へ遷移できます。
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テレビ番組を録画・再生する
録画するための準備をする

USBハードディスクを取りはずすときは

本機やUSBハードディスクの電源を切ったり、接続しているUSBケーブルを抜く前に、必ず「取りはずし」を行ってください。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「録画機

器設定」－「取りはずし」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
録画するための準備をする

USBハードディスクを取りはずすときは

2. 取りはずすUSBハードディスクを選び、 を押す

取りはずし中を知らせるメッセージが表示されます。
取りはずしが完了するまで、USBハードディスクの電源を切ったり、接続しているUSBケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因とな
ります。

3. 本機とUSBハードディスクの電源を切り、接続しているUSBケーブルを抜く

お知らせ

電源起動時、登録されたUSBハードディスクが接続されていると「取りはずし」を実行していても、自動で検出されます。（クイック起動
「入」時除く）
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テレビ番組を録画・再生する
録画するための準備をする

録画時間

録画時間の算出について（録画時間は目安です）

録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により、下記の時間を下
回るまたは上回る場合があります。
録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

USBハードディスクの容量と録画時間について

録画時間は、お使いになるUSBハードディスクの容量によって異なります。

容量／放送の種類 BS4K・110度CS4K放送 BS・110度CS
ハイビジョン放送

地上デジタル
ハイビジョン放送

標準放送

4TB 約260時間 約348時間 約480時間 約694時間

3TB 約195時間 約260時間 約360時間 約520時間

2TB 約130時間 約174時間 約240時間 約347時間

1TB 約65時間 約87時間 約120時間 約173時間

500GB 約32.5時間 約44時間 約60時間 約87時間
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テレビ番組を録画・再生する
録画するための準備をする

録画時間

お知らせ

録画時間の算出について（録画時間は目安です）

録画時間は、BS4K・110度CS4K放送は約33Mbps、BS/110度CS放送は約24Mbps、地上デジタル放送は約17Mbpsで算出して

います。

録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により

⇒3-13ページの時間を下回るまたは上回る場合があります。
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テレビ番組を録画・再生する
見ている番組を録画する

視聴中の番組を録画する（一発録画）

視聴中のデジタル放送の番組が終わるまで録画し、番組が終了すると自動で録画が停止します。番組の延長にも対応します。

◆ 重要 ◆

録画予約の待機中や録画実行中に電源プラグを抜かないでください。

電源プラグを抜くと…

予約が実行されません。

録画が停止します。

録画の前に「録画をする前にお読みください」をご覧ください。
（⇒3-1ページ）

USBハードディスクの録画可能時間がなくなると録画を停止します。

でUSBハードディスクに録画するには、事前に「録画機器選択」（⇒7-3ページ）で「USB-HDD」または「録画時に選択」を選択し
ておく必要があります。
BS4K・110度CS4K放送をファミリンクワンタッチ(一発)録画するには、AQUOSレコーダー側が4K放送のワンタッチ録画に対応している
必要があります。
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テレビ番組を録画・再生する
見ている番組を録画する

視聴中の番組を録画する（一発録画）

1. 録画したい放送の種類を選ぶ

のいずれかを押して録画したい放送の種類を選びます。
「視聴年齢制限」（⇒7-11ページ）をかけているときなど、放送を切り換えることができない
場合があります。

2. 選局ボタンで録画したいチャンネルを選ぶ

3. 録画をはじめる

を押し、録画先を選択します。
テレビ画面に録画開始のメッセージ、録画チャンネルが表示されます。

を押すと、テレビ画面の中央下に録画中のチャンネルが表示されます。

視聴中の番組が終わるより前に録画を止める場合は、 を押し、メッセージに従って
操作してください。

お知らせ

アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

テレビ番組を録画予約する

番組表を使って、番組を録画予約できます。

7日先まで録画予約できます。

最大100件(地上/BS/110度CSデジタル放送/BS4K・110度CS4K放送)まで録画予約できます。

◆ 重要 ◆

録画予約する前に、USBハードディスクかファミリンク録画機器が接続されていることを確認してください。

BS4K・110度CS4K放送をファミリンクワンタッチ(一発)録画するには、AQUOSレコーダー側が4K放送のワンタッチ録画に対応している

必要があります。

録画予約の前に「録画をする前にお読みください」（⇒3-1ページ）をご覧ください。

録画予約の待機中や録画実行中に電源プラグを抜かないでください。

電源プラグを抜くと…

予約が実行されません。

録画が停止します。
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

テレビ番組を録画予約する

お知らせ

番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。

時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を開始するため、前番

組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わります。

既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。画面に従って操作

をやり直してください。

1. 録画したい放送の種類を選ぶ

のいずれかを押して、録画したい放送の種類を選びます。

2. を押し、番組表を表示する

3. 上下左右カーソルボタンで録画したい番組を選ぶ
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

テレビ番組を録画予約する

4. を押し、「録画予約」を選んで を押す

USBハードディスクが接続されていないときは「録画予約」は選択できません。

お知らせ

他の予約と予約時間が重なる番組を選んだときは画面にメッセージが表示されま
す。画面の説明に従って操作してください。 （⇒8-46ページ）
予約した番組には、予約アイコンが表示されます。
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

テレビ番組を録画予約する

5. 「この内容で録画予約」で を押す

録画予約の取り消し・変更をしたいときは
⇒3-30・3-31ページをご覧ください。
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

繰り返し予約をする

毎日、毎週など、同じ番組を繰り返し録画予約できます。

1. を押して番組表を表示し、上下左右カーソルボタンで繰り返し予約を

したい番組を選んで を押す

2. 「録画予約」を選んで を押す

予約した番組を予約リストからも選べます。

3. 上下左右カーソルボタンで、「繰り返し録画」の「する」を選んで、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

繰り返し予約をする
毎日、毎週など、同じ番組を繰り返し録画予約できます。

4. ①上下カーソルボタンで「録画時間」を選び、 を押す
②上下カーソルボタンで「番組指定予約(決定で曜日設定)」「時間指定予

約(決定で曜日・時間設定)」のどちらかを選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

繰り返し予約をする

5. 「曜日設定」を選び、上下カーソルボタンで「毎週○曜日」、「毎日」、「毎週
月曜日～金曜日」、「毎週月曜日～土曜日」、「毎週火曜日～土曜
日」、「好きな曜日を複数指定する」のいずれかを選ぶ

手順4で「番組指定予約(決定で曜日設定)」を選択した場合は、手順7に進みます。

6. 数字ボタンで録画開始時間と録画終了時間を設定する
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

繰り返し予約をする

7. 上下左右カーソルボタンで「決定」を選び、 を押す

8. 上下左右カーソルボタンで「この内容で録画予約」で を押す

※「時間指定予約(決定で曜日・時間設定)」の場合は、指定した時間で繰り返し予約を行いま

す。「番組指定予約(決定で曜日設定)」の場合は、初回予約時の前後3時間以内で放送が

開始される類似した番組名の番組を検索し、録画します。該当する番組が検索できなかった

場合、日時指定予約で録画されます。
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

テレビ番組の延長予約について

スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を番組表で予約すると、録画予約の終了時刻が自動で延長されます。
番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。
前の番組が延長されて録画予約した番組が繰り下げられたときでも、録画予約した番組の最後まで録画します。

スポーツ番組を番組表から録画予約したとき

お知らせ

予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番
組の途中から予約が実行されます。
開始時刻、終了時刻を変更したときは、変更した時刻で録画されます。（延長に対応しなくなります。）
外部ビデオ入力の録画には対応していません。
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

テレビ番組の延長予約について

繰り下げの可能性がある番組を番組表から録画予約したとき

お知らせ

開始時刻、終了時刻を変更したときは、変更した時刻で録画されます。（延長に対応しなくなります。）
放送される番組によっては、延長に対応できない場合もあります。
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テレビ番組を録画・再生する
テレビ番組を録画予約する

テレビ番組の延長予約について

番組の延長により、予約が重なった場合

予約Aと予約Bが重複できない予約の場合、先の予約録画が終了したあと、次の重なった予約録画を途中から実行します。

番組が繰り下げられた場合も同様です。

お知らせ

番組が繰り下げられた結果、開始時刻が他の予約と同じ時刻になった場合は、繰り下げられた予約が取り消されます。受信機レ
ポートをご確認ください。
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テレビ番組を録画・再生する
録画予約を確認・取り消し・変更する

録画先をUSBハードディスクやファミリンク機器に変更するときや、日時を指定して予約した
いとき、視聴予約、繰り返し予約は、この手順で予約方法を変更します。

実行中の予約録画を解除するには

1. リモコンの または「ツール」－「視聴操作」－「録画停止」を選んで を押
す
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テレビ番組を録画・再生する
録画予約を確認・取り消し・変更する

予約を確認する

1. を押して番組表を表示する

2. を押して機能メニューを表示し、上下カーソルボタンで予約リストを選び、
を押す

予約の設定内容が表示され、確認できます。
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テレビ番組を録画・再生する
録画予約を確認・取り消し・変更する

予約を取り消す

1. を押して番組表を表示する

2. を押して機能メニューを表示し、上下カーソルボタンで予約リストを選び、
を押す

3. 上下カーソルボタンで取り消したい予約番組を選んで、 を押す

4. 左右カーソルボタンで「録画予約変更/取消」を選び、 を押す

5. 上下左右カーソルボタンで「録画予約を取消」を選んで を押し、左右カーソル

ボタンで「はい」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
録画予約を確認・取り消し・変更する

予約の設定を変更する

1. を押して番組表を表示する

2. を押して機能メニューを表示し、上下カーソルボタンで予約リストを選び、
を押す

3. 上下カーソルボタンで設定を変更したい予約番組を選んで、 を押す

4. 左右カーソルボタンで「録画予約変更/取消」を選び、 を押す

5. 上下左右カーソルボタンで変更したい内容を設定し、「決定」を選び、 を押す

予約の設定項目

繰り返し録画：する／しない

録画時間（繰り返し録画「しない」の場合）：番組指定予約／時間指定予約

録画時間（繰り返し録画「する」の場合）：番組指定予約(決定で曜日設定)／時間指定予
約(決定で曜日・時間設定)

曜日設定：毎週○曜日／毎日／毎週月曜日～金曜日／毎週月曜日～土曜日／毎週火
曜日～土曜日／好きな曜日を複数指定する

6. 上下左右カーソルボタンで「この内容で変更」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画リストについて

を押すと、USBハードディスクに録画した番組を一覧表示できます。一覧表示した
番組は、小画面で映像を確認しながら選べます。

録画リストの画面例
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画リストについて

録画リストでできること

録画リスト表示中に を押すと、機能メニューが表示されます。

機能メニューから、次のことができます。
録画した番組の消去（⇒3-41～3-47ページ）
録画した番組を最初から再生（⇒3-36～3-37ページ）
録画した番組のタイトル名変更（⇒3-48ページ）
録画した番組のタイトル保護／解除（⇒3-51～3-56ページ）
録画した番組の並べ替え（⇒3-57ページ）
録画した番組のタイトル検索（⇒3-58ページ）

お知らせ

本機以外につないで録画したUSBハードディスクや、登録解除したUSBハードディスクは再生できません。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画リストから再生する

1. を押して、録画リストを表示する

2. 上下カーソルボタンで再生したい番組を選び、 を押す

選んだ番組の再生が始まります。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画リストから再生する

再生中はリモコンの で操作すること
ができます。番組によっては、操作できない機能があります。

 (約1.5倍速）のときは、早見・早聞き視聴ができます。

表示の順番を変更する場合は、「録画した番組の並べ替えをする」（⇒3-57ページ）をご覧
ください。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

停止ボタンを押して途中で止めた場合の再生について

停止した場所からつづけて再生するときは

1. を押す

つづきから再生できます。

はじめから再生するときは

1. を押して、録画リストを表示する
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

停止ボタンを押して途中で止めた場合の再生について

はじめから再生するときは

2. 上下カーソルボタンで再生したいタイトルを選ぶ

3. を押して、機能メニューから「最初から再生」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）

録画中の番組を再生することができます。
一発録画、予約録画に対応しています。

◆重要◆

追いかけ再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります。
番組によっては追いかけ再生ができない場合があります。

次のようなときは、追いかけ再生ができません
HDDの残量が少ないとき

1. を押す

2. 上下カーソルボタンで再生したいタイトルを選び を押す

追いかけ再生を停止するには を押します。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）

追いかけ再生中の早戻し／早送り

追いかけ再生中に または を押すと早戻し／早送り再生になります。繰り返し押す
と、速度が速くなります。（4段階）
番組の途中にチャプターマークがある場合でも、最初から見られます。

追いかけ再生中に一時停止した場合
下図のように再生を再開することができます。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）

追いかけ再生中に録画禁止の映像になったときや録画が6時間以上続いたときは、録画が停止します。録画が停止した
時点で追いかけ再生から通常再生に変わります。

追いかけ再生中に早送りをしたとき、現在放送されている場面（録画中の画面）の手前になると早送りが解除されます。
放送中の番組をご覧ください。
戻るタイミングは、早送りのスピードにより異なります。

早見視聴をしたとき、録画した番組によっては、映像がスムーズに再生されない場合があります。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルを1つ選んで消去する

お知らせ

消去したタイトルは復活できません。

1. を押して、録画リストを表示する

2. 上下カーソルボタンで消去したいタイトルを選ぶ
消去したいタイトルに鍵マークがついている場合は、先に「タイトル保護/解除」（⇒3-51ページ）を行ってください。

3. を押して、機能メニューから「消去」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルを1つ選んで消去する

4. 「1タイトル消去」を選び、 を押す

5. 「する」を選び、 を押す

選んだタイトルが消去されます。
消去中は、電源を切らないでください。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで消去する

1. を押して、録画リストを表示する

2. を押して、機能メニューから「消去」を選び、 を押す

3. 「選択タイトル消去」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで消去する

4. カーソルボタンで消去したいタイトルを選び、 を押す

1回の操作で最大20タイトルまで選べます。
選んだタイトルにはごみ箱マークが付きます。もう一度選ぶとごみ箱が消えます。

5. を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで消去する

6. 「消去する」を選び、 を押す
ごみ箱マークを付けたタイトルが消去されます。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルをすべて消去する

1. を押して、録画リストを表示する

2. を押して、機能メニューから「消去」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルをすべて消去する

3. 「全タイトル消去」を選び、 を押す

4. 「する」を選び、 を押す

すべてのタイトルが消去されます。（保護されたタイトルは残ります。）
消去中は、電源を切らないでください。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組のタイトル名を変更する

1. を押して、録画リストを表示する

2. タイトル名を変更したいタイトルを選び、機能メニューを表示する

上下左右カーソルボタンで選び、 を押します。

3. 「タイトル名変更」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組のタイトル名を変更する

4. ソフトウェアキーボードを使ってタイトル名を変更する
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組のタイトル名を変更する

5. 「変更する」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルを1つ選んで保護／解除する

1. を押して録画リストを表示し、保護／保護解除したいタイトルを選
ぶ

2. を押して、機能メニューから「タイトル保護/解除」を選び、 を押す

3. 上下カーソルボタンで「1タイトル保護/解除」を選び、 を押す

4. 上下カーソルボタンで「保護する」または「保護解除する」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで保護／解除する

1. を押して、録画リストを表示する

2. を押して、機能メニューから「タイトル保護/解除」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで保護／解除する

3. 上下カーソルボタンで「選択タイトル保護/解除」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで保護／解除する

4. カーソルボタンで保護／解除したいタイトルを選び、 を押す

保護したいタイトルに、鍵マークを付けます。
1回の操作で最大20タイトルまで選べます。
保護するタイトルには鍵マークが付きます。もう一度選ぶと鍵マークが外れます。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで保護／解除する

5. を押す

6. 「保護/解除する」または「保護/解除しない」を選び、 を押す

鍵マークが付いたタイトルが保護されます。
鍵マークのない（外した）タイトルは保護されません。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルを全て保護／解除する

1. を押して、録画リストを表示する

2. を押して、機能メニューから「タイトル保護/解除」を選び、 を押す

3. 上下カーソルボタンで「全タイトル保護/解除」を選び、 を押す

4. 上下カーソルボタンで「保護する」または「保護解除する」を選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組の並べ替えをする

1. を押して、録画リストを表示する

2. を押して、機能メニューから「並べ替え」を選び、 を押す

3. 「新しい順」「古い順」「未視聴（新しい順）」「既視聴（古い順）」「タイトル名

順」「保護無し（古い順）」「データサイズ順」のいずれかを選んで、 を押す

並べ替えを行うと、録画リストの中にあるタイトルが選択した順に並べ替えられます。
タイトル名順は、登録されたタイトル毎に表示します。
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テレビ番組を録画・再生する
USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組を録画リストのタイトルから探す

1. を押して、録画リストを表示する

2. を押して、機能メニューから「タイトル検索」を選び、 を押す

3. ソフトウェアキーボードを使ってキーワードを入力する

4. 「検索」を選び、 を押す

入力したキーワードを含む録画番組が一覧で表示されます。
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テレビ番組を録画・再生する
録画関連の操作や設定をする

USBハードディスクの名前を変えるときは

USBハードディスクを複数台登録したときにつないだ機器を識別しやすくするために、
各USBハードディスクに名前を付けることができます。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャン

ネルと入力」－「チャンネル」－「録画機器設定」－「機器名の変更」を選び、
を押す

2. 名前を変更したいUSBハードディスクを選び、 を押す

3. 「はい」を選び、 を押す

4. 名前を変更したいUSBハードディスクを選び、 を押す
5. ソフトウェアキーボード（⇒7-92ページ）で、新しい名前を入力する

6. 「完了」で を押す
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テレビ番組を録画・再生する
録画関連の操作や設定をする

録画するときに自動的に入るチャプター間隔を変えたいときは（チャプター
設定）

録画中に自動的に記録されるチャプターマークの間隔を設定します。
録画した番組にチャプターマークが記録されていると、再生したい場面を探すときに便利で
す。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－
「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「録画機器設定」－「チャプター設定」

を選び、 を押す

2. 「おまかせ」「10分」「15分」「30分」「しない」のいずれかを選び、 を押す
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テレビ番組を録画・再生する
録画関連の操作や設定をする

録画するときに自動的に入るチャプター間隔を変えたいときは（チャプター設定）

項目 内容

おまかせ 音声の切り換わりを検知して自動的にチャプターが入ります。

10分 10分間隔でチャプターが入ります。

15分 15分間隔でチャプターが入ります。

30分 30分間隔でチャプターが入ります。

しない チャプターが入りません。

チャプターマークとチャプターとは

チャプターマークで区切られた部分がチャプターになります。

お知らせ

録画中は、チャプター間隔を変更できません。
音声データの形式によっては、検知ができないことがありますので、「おまかせ」設定時にはチャプターが作成されないことがあります。
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テレビ番組を録画・再生する
録画関連の操作や設定をする

本機に登録したUSBハードディスクの登録を解除するときは

本機はUSBハードディスクを16台まで登録できます。（本機で初期化をすると、自動的に登録されます。）
本機に登録していないUSBハードディスクでは、録画・再生できません。
本機に16台のUSBハードディスクが登録された状態で、新たなUSBハードディスクを登録する場合には、登録済みのUSBハードディス
クのいずれかを登録解除してください。

◆ 重要 ◆

登録解除されたUSBハードディスクは、本機で録画・再生できなくなります。
再登録するためには、本機で初期化する必要があります。（初期化すると録画したタイトルは全て削除されます。）
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テレビ番組を録画・再生する
録画関連の操作や設定をする

本機に登録したUSBハードディスクの登録を解除するときは

本機に登録しているUSBハードディスクを選んで、本機の登録リストから解除します。
このUSBハードディスクを、本機の登録リストから解除します。登録を解除すると、こ
のUSBハードディスクに録画されている番組は、消去されます。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャンネルと

入力」－「チャンネル」－「録画機器設定」－「登録解除」を選び、 を押す

2. 登録を解除したいUSBハードディスクを選び、 を押す

3. 「はい」を選び、 を押す

4. 「はい」を選び、 を押す

5. 「完了」で を押す

新たに登録したいUSBハードディスクを本機で使えるように初期化してください。（⇒3-9ペー
ジ）
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

本機で音声検索やインターネット動画を楽しむためには、インターネット環境やLAN環境が必要です。通信端末認定品の市販のルー
ターなどを使って、ネットワーク接続をしてください。
スマートフォンアプリなどからネットワーク経由で本機を操作する場合、本機が見える位置から操作してください。

インターネット環境とLAN環境の用意のしかた

1. 本機が接続できるインターネット環境を確認する
⇒4-2～4-13ページ

インターネット環境の確認
・⇒4-2～4-3ページ

ブロードバンドルーターと本機を接続する
・⇒4-4～4-5ページ

インターネット環境がない場合の用意のしかた
・⇒4-3～4-5ページ
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

インターネット環境を用意する

すでにインターネット環境がある場合は、本機をブロードバンドルーターに接続してください。
（⇒4-4～4-5ページ）
映像配信サービス（動画）をご利用いただく場合、本機をLANケーブルでの接続をおすすめします、無線LAN接続では諸条件（ノ
イズなど）によって通信速度が一時的に低下し、画像の乱れや停止などが発生することがあります。
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

インターネット環境を用意する

インターネット環境がない場合

下記環境をご用意ください。
インターネットの接続サービスを行っている「プロバイダー」や、光回線（FTTH）・CATV回線・ADSL回線などを提供している「回線事業
者」と契約する必要があります。詳しくはお買いあげの販売店やプロバイダー、回線事業者などにご相談ください。

本機をインターネットに接続するためのインターネット環境
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

インターネット環境を用意する

本機をインターネットに接続するためのLAN環境

本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN側の端子をLANケーブルで接続します。
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

インターネット環境を用意する

本機をインターネットに接続するためのLAN環境

 

無線LAN環境の場合
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

有線LANで接続する

本機に有線LANケーブルを接続してください。

操作のしかた

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「ネットワークとインターネット」を選び を押す

設定内容が表示されます。
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

有線LANで接続する

2. 設定を変更する場合は、「プロキシ設定」または「IP設定」を選んで を押す

プロキシ設定
プロキシを設定することができます。
プロキシを使用する場合は「手動」を選び、設定してください。
IP設定
IPアドレスを設定することができます。
手動でIPアドレスを設定する場合は、「静的」を選び設定してください。
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

無線LANで接続する

この操作を行うまえに、本機のインターネット環境とLAN環境を確認してください。
「インターネット環境とLAN環境の用意のしかた」
（⇒4-1ページ）
無線LAN接続をご利用になる場合はアクセスポイント(市販品)が必要になります。
アクセスポイントの説明書をご覧いただき設置、設定を行ってください。アクセスポイ
ントは安定したワイヤレス接続のために802.11ax（5GHz） または 802.11ac（5GHz）
方式／AES暗号化に対応した製品のご使用をおすすめします。
事前にアクセスポイント(市販品)の「SSID」とパスワード(KEYやPINなど)を確認して
ください。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「ネットワークとインターネット」を選び を押す
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

無線LANで接続する

2. 「Wi-Fi」が「入」になっていることを確認する

「切」になっているときは、 を押して「入」にしてください。
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

無線LANで接続する

3. 「利用可能なネットワーク」から「SSID（アクセスポイントの名称）」選び、 を押す

接続したい「SSID（アクセスポイントの名称）」が表示されない場合は「すべて表示」から選択してください。
「新しいネットワークを追加」から、新たにネットワークを追加することができます。

4. アクセスポイントのパスワードを入力する

入力が完了したら、完了ボタン( 、 、 ）※を選択してください。

※アプリのバージョンによってデザインや機能が変更になる場合があります。
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ネットワークに接続する
インターネットの準備をする

無線LANで接続する

設定を変更する

設定を変更する場合は、ツールメニューの「基本設定」－「ネットワークとインターネット」の「利用可能なネットワーク」の中か
ら、接続したアクセスポイントのSSIDを選択して、「プロキシ設定」または「IP設定」を選択してください。

プロキシ設定
プロキシを設定することができます。
プロキシを使用する場合は「手動」を選び、設定してください。
IP設定
IPアドレスを設定することができます。
手動でIPアドレスを設定する場合は、「静的」を選び設定してください。

お知らせ

Wi-Fi接続設定をした後で有線LAN接続に切り換えたい場合は、Wi-Fiをネットワークから切断してください。
「ツール」－「基本設定」－「ネットワークとインターネット」で「Wi-Fi」を選んで【決定】を押すと「切」になります。
第三者に譲渡したり廃棄するなどお客様以外の方へ渡る場合は、初期化してください。
「全てのデータを削除してリセット」（⇒7-37ページ）
お使いの無線LAN環境によっては、インターネットサービスへの接続に時間がかかることがあります。
4K映像配信サービスのご利用には、無線LAN接続以上の通信速度が必要になる場合があります。
映像に乱れや停止などが発生する場合は、無線LAN接続ではなく、有線LAN接続してください。（⇒4-6ページ）
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ネットワークに接続する
インターネットに接続できない場合は

次のことを確認してください。

ブロードバンドルーターの電源が入っていますか。ブロードバンドルーターによっては、電源を入れてから使用できるようになるまで少し時
間のかかるものもあります。
ブロードバンドルーターのDHCP機能（IPアドレスなどを自動で割り当てる機能）が有効になっていますか。DHCP機能を使用しない場
合は、IP設定でIPアドレスなどを入力してください。
（⇒4-7ページ）
本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN端子が、正しく接続されていますか。
無線LANに接続できない場合は、ツールメニューの「基本設定」－「ネットワークとインターネット」の「利用可能なネットワーク」の中か
ら、接続したアクセスポイントのSSIDを選択して、インターネット接続状態や電波強度を確認してください。電波強度が弱い場合は、
アクセスポイントの位置を調整してください。 
それでも接続できない場合は「無線LANで接続できない」（⇒8-23ページ）をご確認ください。
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ネットワークに接続する
インターネットに接続できない場合は

インターネット設定を確認しても原因が分からないときは、次のことを確認してください。

接続する機器の電源は入っていますか。
ブロードバンドルーターと、回線終端装置やケーブルモデム、ADSLモデムなどが正しく接続されていますか。
ブロードバンド回線と、回線終端装置やケーブルモデム、ADSLモデムなどが正しく接続されていますか。
ブロードバンドルーターのインターネット接続に関する設定は正しく設定されていますか。
インターネット環境を使ってインターネットを活用しているかたは、パソコンなどがインターネットに接続できるか確認してみてください。

ここに記載している項目をすべて確認しても原因が分からないときは、プロバイダーや回線事業者にお問い合わせください。
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

USBメモリーに保存されている動画・音楽・写真をコンテンツプレーヤーで再生することができます。

本機に取り付けられるUSBメモリーについて

USB端子に取り付けられる機器
USBメモリー、USBカードリーダー（マスストレージクラス）

ファイルシステム
FAT、FAT32、exFAT
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

本機に取り付けられるUSBメモリーについて

USBメモリーの取り付け・取りはずしについて

スライドショー中、画面切り換え中、または「コンテンツプレーヤー」を終了する前に、USBメモリーを本機から取り外さないでください。

USBメモリーの抜き差しをむやみに繰り返さないでください。

USBカードリーダーを使う場合は、必ず先にメモリーカードをUSBカードリーダーに挿入し、その後USBカードリーダーを本機に接続してく

ださい。

USBメモリーを本機のUSB端子に接続する場合、USB延長ケーブルは使わないでください。

USB延長ケーブルを使うと、本機が正しく機能しないことがあります。

USBメモリーを取りはずすときは、「ツール」－「基本設定」－「システム」－「ストレージ」－「リムーバブルストレージ」から対象のUSBメモ

リーを選択し、「取り外し」を選択してください。
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

本機で再生できるUSBメモリーのファイルについて

動画ファイル形式

M2TS(.m2ts)
MP4(.mp4)
3GP(.3gp)
HDR10方式およびHLG方式のHDR動画も再生できます。

音楽ファイル形式

MP3（.mp3）
ビットレート：32～320kbps
サンプリング周波数：32／44.1／48kHz
WAV（.wav）
ビットレート：64～1536kbps（LPCM）
サンプリング周波数：32／44.1／48kHz
WMA（.wma）
ビットレート：32～384kbps
サンプリング周波数：8／11.025／16／22.05／32／44.1／48kHz
AAC（.m4a／.aac）
ビットレート：1～1728kbps
サンプリング周波数：
8／11.025／12／16／22.05／24／32／44.1／48kHz(AAC)
16／22.05／24／32／44.1／48kHz(HE-AAC)
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

本機で再生できるUSBメモリーのファイルについて

音楽ファイル形式（つづき）

FLAC（.flac）
ビットレート：128～2304kbps
サンプリング周波数：8／16／22.05／24／32／44.1／48／88.2／96／192kHz
量子化ビット数：8／16／24bit

写真ファイル形式

JPEG(.jpeg) ベースライン／プログレッシブ
PNG(.png)
GIF(.gif)
WEBP(.webp)
BMP(.bmp)

お知らせ

USBメモリー機器によっては、保存されたデータを本機で認識できないことがあります。
80文字を超えるファイル名は表示されないことがあります。
対応のファイル形式であっても、正しく再生されないことがあります。
縦向きの動画は、解像度によって横向きで再生されたり、再生できない場合があります。
解像度によっては再生に時間がかかったり、再生できないことがあります。
著作権保護された音楽ファイルは、正しく再生されないことがあります。
USB1.1の装置に入っている音楽ファイルは、正しく再生されないことがあります。
3D形式の写真はサポートされていません。
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

動画を再生する

USBメモリーにある動画を再生できます。

1. を押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列の「すべて表示」を選択してアプリ一覧画面を表示し、「コンテンツプレーヤー」

アプリを選び、 を押す

3. 上下カーソルボタンで「動画」を選び、 を押す
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

動画を再生する

4. 上下左右カーソルボタンで動画を選び、 を押す
動画が再生されます。
フォルダを選んだときはフォルダ内の動画の一覧が表示されます。
動画リスト画面でリモコンのカラーボタンを押すと下記の操作ができます。

 ソート 名前／形式／日付

 複数選択
カーソルボタンと決定ボタンで動画を選び、再生ボタンを押すと選択した順番で再生します。

 リピート OFF／①／ALL

お知らせ

可変ビットレートのファイルでは、表示される再生時間が実際の再生時間と異なることがあります。また、再生バーの表示が途中でも、
再生が終わることがあります。
本機で再生できない動画が表示されることもあります。
表示される動画は、正常に再生できることを保証するものではありません。
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

動画再生中の操作のしかた

お知らせ

操作パネルは約3秒で非表示になります。時計/画面表示ボタンで再表示します。
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

音楽を再生する

USBメモリーにある音楽を再生できます。

1. を押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列の「すべて表示」を選択してアプリ一覧画面を表示し、「コンテンツプレーヤー」

アプリを選び、 を押す

3. 上下カーソルボタンで「音楽」を選び、 を押す 
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

音楽を再生する

4. 上下左右カーソルボタンで音楽を選び、 を押す

音楽が再生されます。
フォルダを選んだときはフォルダ内の音楽の一覧が表示されます。
音楽リスト画面でリモコンのカラーボタンを押すと下記の操作ができます。 

 シャッフル OFF／ON

 ソート アーティスト／アルバム／名前

 複数選択
カーソルボタンと決定ボタンで音楽を選び、再生ボタンを押すと選択した順番で再生します。

 リピート OFF／①／ALL

お知らせ

可変ビットレートのファイルでは、表示される再生時間が実際の再生時間と異なることがあります。また、再生バーの表示が途中でも、
再生が終わることがあります。
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

音楽再生中の操作のしかた
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

写真を再生する

USBメモリーにある写真を再生できます。

操作のしかた

1. を押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列の「すべて表示」を選択してアプリ一覧画面を表示し、「コンテンツプレーヤー」

アプリを選び、 を押す

3. 上下カーソルボタンで「写真」を選び、 を押す
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

写真を再生する

4. 上下左右カーソルボタンで写真を選び、 を押す

写真が再生されます。
フォルダを選んだときはフォルダ内の写真が表示されます。
写真リスト画面でリモコンのカラーボタンを押すと下記の操作ができます。

 スライドショー OFF／ON

 ソート 名前／形式／日付

 複数選択
カーソルボタンと決定ボタンで写真を選び、再生ボタンを押すと選択した順番で再生します。

 リピート OFF／ALL

お知らせ

写真データによっては、サムネイルが表示されないことがあります。
縦位置で撮影した写真でも、サムネイルは横位置で表示されることがあります。
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アプリを使う
コンテンツプレーヤー

写真再生中の操作のしかた

お知らせ

操作パネルは約3秒で非表示になります。時計/画面表示ボタンで再表示します。
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アプリを使う
コンテンツダウンローダー

コンテンツダウンローダーを起動します。

1. を押して、ホーム画面を表示する

2. 上下左右カーソルボタンで、アプリ列の「すべて表示」を選択して、アプリ一覧画面を表示し、「コンテンツダウン

ローダー」アプリを選び、 を押す

コンテンツダウンローダーとは、スマートフォンで撮影して、Google ドライブ※1（クラウドストレージ）に保存した動画や写真などのコンテン
ツを、テレビに接続したUSBメモリーへファイルをダウンロードすることができる Google TV 向けアプリです。 テレビのUSBメモリーに保存し

たコンテンツは、コンテンツプレーヤーで再生できます。※2

※1　Google ドライブの利用規約に同意いただく必要があります。利用にはブロードバンド回線に接続している必要があります。
※2　解像度やフレーム数、転送容量によっては正しく表示できないことがあります。
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アプリを使う
ホームネットワーク

ホームネットワーク経由で動画・写真・音楽を本機で再生させることができます。
対応機器についてはSHARP Webページ内　AQUOSサポートページをご覧ください。

AQUOS サポートページ

https://jp.sharp/support/aquos/
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

接続するサーバー機器について

本機のホームネットワークをご利用になるときには、あらかじめサーバー機器をホームネットワークを利用できる状態にしておいてくださ
い。
サーバー機器側を利用できる状態にするには設定が必要な場合があります。サーバー機器の取扱説明書またはサポートホームペー
ジなどをご確認ください。
サーバー機器は最大10台まで選択できます。

お知らせ

本機は、サーバー機能は非対応となります。
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アプリを使う
ホームネットワーク

操作のしかた

1. を押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列の「すべて表示」を選択してアプリ一覧画面を表示し、「ホームネットワーク」ア

プリを選び、 を押す

3. 利用したいサーバー機器を選び、 を押す
4. 画面に従って操作する
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アプリを使う
ホームネットワーク

本機で再生できるサーバー上のファイルについて

動画ファイル形式
DTCP-IP対応レコーダーの録画番組やDLNA認定サーバーに保存されている動画を再生できます。

MPEG2-PS
MPEG2-TTS（MPEG2/H.264）
MP4

音楽ファイル形式
DLNA認定サーバーに保存されている音楽を再生できます。

LPCM (ステレオ／モノラル)
サンプリング周波数：32／44.1／48kHz
AAC (ステレオ／モノラル)
サンプリング周波数：32／44.1／48kHz
MP3 (ステレオ／モノラル)
サンプリング周波数：32／44.1／48kHz

写真ファイル形式
DLNA認定サーバーに保存されている写真を再生できます。

JPEG
最大解像度（画像サイズ）：8,192ｘ8,192画素
容量サイズ制限：100MB未満
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アプリを使う
ホームネットワーク

本機で再生できるサーバー上のファイルについて

お知らせ

サーバーやファイルによっては、再生できないことがあります。

パソコンでは再生できても、本機で再生できない場合があります。

サーバーから取得したリストをそのまま表示するため、データがないフォルダが表示される場合があります。

サーバーにデータを書き込んでもサーバーのデータとしてホームネットワークに反映されるのに非常に時間がかかる、または更新設定をし

ないと反映されない場合があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。

ホームネットワークではFLACファイルは再生できません。

パソコンソフトで加工した写真は再生できないことがあります。

JPEGのフォーマットによっては、正しく再生されないことがあります。

プログレッシブ形式のJPEGはサポートされていません。

ファイルサイズが大きいとスライドショーでの写真表示に時間がかかることがあります。

ビデオカメラやSTB（セットトップボックス）などの外部機器からレコーダーに取り込まれた映像は、再生できない場合や音声が出ない場

合があります。

本機は、あらゆる録画データの再生を全て保証するものではありません。レコーダーが配信可能な動画でも、本機で一覧表示できな

い場合や一覧表示から選んでも再生できない（映像・音声が正常に再生されない）場合がありますが、故障ではありません。

5-18

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/5-17.html?prev


アプリを使う
ホームネットワーク

DTCP-IP対応レコーダーの動画配信について

レコーダーによっては、ホームネットワークで配信できる録画データの種類や形式に制約があります。（プレイリストは不可など）

レコーダーによっては、使用状況によって動画を配信できない場合があります。また、本機にサーバー名が表示されないことや再生が中

断される場合があります。

通常、レコーダーはHDD（ハードディスク）に記録されている映像のみ配信できます。BDやDVDの映像は配信できません。

レコーダーによっては、本機とレコーダーのデータのやり取りを許可させるために本機のMACアドレスを登録する必要があります。

無線LAN環境でDTCP-IPにより著作権保護された映像を再生するには、無線LANのセキュリティ設定を行う必要があります。

また、著作権保護された映像を安定して受信するためには、802.11a/n（5GHz）方式とAES暗号化によるセキュリティ設定を組み合

わせてご利用いただくことをおすすめします。

無線LANを使用するときは、「無線LAN使用上のご注意」（⇒同梱の取扱説明書「使用上のご注意」）をご確認ください。

詳しくは、DTCP-IP対応レコーダーの取扱説明書またはWebページ内のサポート情報などをご確認ください。
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アプリを使う
リビングカメラ

USBカメラ（別売）を接続していただくと、「リビングカメラ」アプリでテレビ画面をミラーとして使用したり、写真やショート動画を撮影することがで
きます。

1. を押し、ホーム画面を表示する

2. 上下左右カーソルボタンで、アプリ列の「すべて表示」を選択する

3. マイアプリが表示されるので、上下左右カーソルボタンで「リビングカメラ」を選択する

4. 左右カーソルボタンで使用したい機能を選ぶ

5. 画面に従って操作する

お知らせ

USBカメラ（別売）はUSB端子（メモリー用）に接続してください
動作確認済みのUSBカメラはAQUOSサポートページをご確認ください

AQUOS サポートページ

https://jp.sharp/support/aquos/app/aquos_camera.html
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）
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アプリを使う
リビングカメラ

リビングカメラの機能

ミラー
カメラの映像をミラー表示します。インターネットに接続しているときは、左上に天気が表示されま
す。
身だしなみをチェックしたり、 天気情報を見ながら大画面で服装を確認できます。

正しく天気が表示されない場合は、「ツール」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「テレ
ビ放送設定」－「地域・郵便番号」にて郵便番号が設定されていること、およびインターネッ
トが接続されていることをご確認ください。

写真
写真を撮影できます。上カーソルボタンを押して、セルフタイマー（5秒/10秒）を設定することもで
きます。
決定ボタンで撮影します。撮影後、プレビュー画面が表示されますので、保存する場合は、「保
存」を選びます。取り直す場合は、「取り直し」を選びます。

撮影サイズの変更、ズームなどはできません。
データは、USBメモリ（別売）を接続していると優先で保存されます。
接続がない場合が、内部メモリ（内部共有ストレージ）に保存します。
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アプリを使う
リビングカメラ

リビングカメラの機能（つづき）

動画
最大30秒の動画を撮影できます。上カーソルボタンを押して、セルフタイマー（5秒/10秒）を設
定することもできます。
決定ボタンで開始します。再度、決定ボタンで撮影を終了し、自動で保存されます。

撮影サイズの変更、ズームなどはできません。
データは、USBメモリ（別売）を接続していると優先で保存されます。
接続がない場合が、内部メモリ（内部共有ストレージ）に保存します。
撮影に使用するマイクは、接続したカメラに依存するため、撮影した動画の音声が小さい
場合は、カメラに近づいて（1m以内）撮影してください。

設定

項目名 設定

女優ミラー 入、切
ミラー／写真／動画使用時、周囲に白枠を表示します。テレビに近づい
て視聴、撮影する場合、レフ版のような効果が期待できます。

外部メモリ
優先

入、切

撮影した写真や動画を外部メモリ（外付けUSBメモリ（別売））に優先的に
保存するかどうかを設定します。
システム安定性のため、外付けUSBメモリ（別売）へ保存することをおすす
めします。

アルバム
コンテンツプレーヤーアプリを起動します。撮影した写真や動画を見ることができま
す。
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アプリを使う
お困り解決ナビ

お困り解決ナビは、本体の情報を確認したり、症状から解決方法を確認することができます。
またここに記載がない症状については、AQUOSサポートページにてご案内している場合がございま
す。
お電話や販売店にご相談される前に、一度ご確認いただくことをおすすめします。

1. を押し、ホーム画面を表示する

2. 上下左右カーソルボタンで、アプリ列の「すべての表示」を選択する

3. マイアプリが表示されるので、上下左右カーソルで「お困り解決ナビ」を選択
する

ツールボタンを押して、上下カーソルボタンから「本体情報」を選び、移動することも
できます。

4. 下カーソルボタンで「症状一覧」を選ぶ

上ボタンを押して、「本体情報」を選ぶとテレビの状態を一覧で確認することできます。

5. 上下左右カーソルで、解決方法を確認したい症状を選ぶ

6. 画面に従って操作する。
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アプリを使う
Google Duo 

USBカメラ（別売）を接続していただくと、 Google Duo アプリを使って、ビデオ通話ができます。

お知らせ

USBカメラ（別売）はUSB端子（メモリー用）に接続してください。
動作確認済みのUSBカメラはAQUOSサポートページをご確認ください。

AQUOS サポートページ

https://jp.sharp/support/aquos/app/aquos_camera.html
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。 第三者が提供するアプリやコ
ンテンツサービスの変更・停止・終了に起因するすべての不具合や受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんの
で、あらかじめご了承ください。
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ファミリンクや他機器
ファミリンク対応機器をつなぐ

接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

ファミリンクで操作できるAQUOSレコーダーは3台までです。

HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、
音が聞こえない、映像にノイズが発生する、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

この章で説明している接続方法以外で接続した場合には、正しく動作しないことがあります。

◆重要◆

HDMIケーブルや電源コードを抜き差ししたり、機器との接続方法を変えた場合は、すべての周辺機器の電源を入れた状
態で本機の電源を入れ直し、本機の入力を入力1～4に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。
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ファミリンクや他機器
ファミリンク対応機器をつなぐ

AQUOSレコーダーのみをつなぐとき

お知らせ

HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。

BDレコーダーなど他の機器を接続したとき、テレビの放送が映らなくなった場合は、次のことを確認してください。

アンテナ線はBDレコーダーとテレビの両方に接続していますか。
地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送のアンテナ端子を間違えていませんか。
BDレコーダーを経由してテレビにアンテナ線を接続しているときは、BDレコーダーのアンテナ入力とアンテナ出力を間違えて接
続していませんか。
BDレコーダーの電源を切るとテレビでBS・110度CSデジタル放送が映らなくなるときは、テレビのアンテナ電源を「入」にしてく
ださい。（⇒9-1～9-5ページ）
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ファミリンクや他機器
ファミリンク対応機器をつなぐ

AQUOSオーディオ（eARC／ARC対応）を同時につなぐとき

本機の入力3（HDMI）端子につないでください。

本機の入力3（HDMI）端子はeARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)/ARC（オーディオリターンチャンネル）に対応しています。
本機の入力3（HDMI）端子にeARCまたはARC対応のAQUOSオーディオをつなぐと、本機からAQUOSオーディオへの音声出力
もHDMIケーブル1本で可能です。

お知らせ

HDMIケーブルは必ず市販のeARC/ARCに対応したHDMI規格認証品（プレミアムタイプ）をご使用ください。eARC/ARCに対応してい
ないHDMIケーブルの場合、音が出ない、音が途切れる、ノイズが混ざるといった症状が発生することがあります。
AQUOSオーディオが4K信号に対応していない場合は⇒6-6ページをご覧ください。
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ファミリンクや他機器
ファミリンク対応機器をつなぐ

AQUOSオーディオ（ARC非対応）を同時につなぐとき

本機からAQUOSオーディオに音声信号を出力するために、本機とAQUOSオーディオを光デジタル音声ケーブルで接続してください。

お知らせ

HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。
デジタル音声出力(光)端子に接続するときは、方向をよく確かめてまっすぐ差し込んでください。
無理な力を加えると、端子が破損するおそれがあります。(⇒6-31ページ)
AQUOSオーディオが4K信号に対応していない場合は⇒6-6ページをご覧ください。
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ファミリンクや他機器
4K出力対応機器をつなぐ

4K出力対応BDレコーダーやAVアンプをつなぐ

お知らせ

HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品(ハイスピードタイプ)をご使用ください。
4K60p映像やUltra HD ブルーレイのHDR映像を再生する場合は、18Gbps対応の「プレミアムHDMIケーブル」認証を受けたケーブル
を使用し、本機の入力1～4のいずれかに接続してください。入力1/入力2に接続した場合は、「ツール」－「基本設定」－「チャンネル
と入力」－「外部入力」－「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、「フルモード」に設定を変更してください。
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ファミリンクや他機器
4K出力対応機器をつなぐ

4K信号非対応のAQUOSオーディオをつなぐ

お知らせ

HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品(ハイスピードタイプ)をご使用ください。
4K60p映像やUltra HD ブルーレイのHDR映像を再生する場合は、18Gbps対応の「プレミアムHDMIケーブル」認証を受けたケーブル
を使用し、本機の入力1～4のいずれかに接続してください。入力1/入力2に接続した場合は、「ツール」－「基本設定」－「チャンネル
と入力」－「外部入力」－「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、「フルモード」に設定を変更してください。
デジタル音声出力(光)端子に接続するときは、方向をよく確かめてまっすぐ差し込んでください。
無理な力を加えると、端子が破損するおそれがあります。（⇒6-31ページ）
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ファミリンクや他機器
4K出力対応機器をつなぐ

4K出力対応パソコンをつなぐ

4K出力（解像度3840×2160出力）に対応しているパソコンをご使用ください。

お知らせ

HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品(ハイスピードタイプ)をご使用ください。
4K60p映像を表示する場合は、18Gbps対応の「プレミアムHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用し、本機の入力1～4のいず
れかに接続してください。入力1/入力2に接続した場合は、「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－
「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、「フルモード」に設定を変更してください。
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ファミリンクや他機器
HDR映像を見る

本機はUltra HD ブルーレイで採用の「HDR10」と新4K8K衛星放送で採用の「HLG(Hybrid Log-Gamma)」方式、「Dolby Vision®(ド
ルビービジョン)」方式のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応しています。
HDR映像には従来より多くの輝度情報が収録されており、明暗差の大きな映像などで従来は表現できなかった明部・暗部の階調表
現が可能となり、高コントラストでリアリティ溢れる映像を再現します。
4K HDR映像を再生する場合は、18Gbps対応の「プレミアムHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用し、本機の入力1～4のいず
れかに機器を接続してください。入力1/入力2に接続した場合は、下記の通り設定を変更してください。

1. を押し、上下カーソルボタンで機器を接続した入力を選び、 を押す

2. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」を選び、

を押す

3. 上下カーソルボタンで「HDMI対応信号モード」を選び、 を押す

4. 上下カーソルボタンで機器を接続した入力を選び、 を押す

5. 上下カーソルボタンで「フルモード」を選び、 を押す

お知らせ

EU1/EN1/EN2/EP1の入力3と入力4のみ120Hzのコンテンツの再生に対応しています。120HzのHDRコンテンツを再生したい場合
は、48Gbps対応の「ウルトラハイスピードHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用してEU1/EN1/EN2/EP1の入力3または入
力4に接続し、「120Hzモード1」に設定してください。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

ファミリンクパネルの操作のしかた

ファミリンクパネルは、HDMIで接続した機器の一部操作を本機からできる機能です。表示内容や動作は機器により異なり、接続機器
によっては、動作しない場合もあります。

◆重要◆

ファミリンクパネルをご利用になるには、「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－「ファミリンク」－「ファミリンク制
御（連動）」を「入」に設定してください。

1. を押し、操作したい機器を選び、 を押す

2. 操作したい機能のボタンを選ぶ

お知らせ

プレーヤーやAQUOSオーディオと接続したときは、上記の操作パネルと異なる内容の操作パネルが表示されます。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）

◆重要◆

ファミリンクで録画を行う前にAQUOSレコーダー側の録画準備が必要です。次のことなどを確認します。

BS4K・110度CS4K放送をファミリンクワンタッチ(一発)録画するには、AQUOSレコーダー側が4K放送のワンタッチ録画に対応している

必要があります。また、有料放送をファミリンクで録画する際には、レコーダー側のA-CAS番号で受信契約の必要があります。

本機とAQUOSレコーダーをつないでいますか。

B-CASカードが挿入されていますか。有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録したB-CASカードが、AQUOSレ

コーダーに挿入されていることを確認してください。

アンテナが接続されていますか。

記録メディア（HDD、BD、DVDなど）に空き容量がありますか。

「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「録画機器設定」－「録画機器選択」で「録画時に選択」または

「ファミリンクレコーダー」を選んでいますか。（⇒7-3ページ）

「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－「ファミリンク」－「レコーダー選択」で録画するレコーダーの機器名を

選択してください。

「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－「ファミリンク」－「ファミリンク制御(連動)」は「入」に設定されています

か。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）

再生・録画するメディア（HDD/DVDなど）を切り換える

必要に応じてAQUOSレコーダー側のHDDモード／BDモード／DVDモードを切り換えます。

1. を押し、左右カーソルボタンで「メディア切換」を選び、 を押す

AQUOSレコーダー側の操作したい記録メディアを選びます。

「メディア切換」で を押すごとに、AQUOSレコーダーのメディアの種類が順次切り換わります。メディアが正しく切り換わった
かどうかは、レコーダー側の表示をご確認ください。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）

見ている番組をAQUOSレコーダーに録画する

1. 録画したい番組の視聴中に を押す

「レコーダー選択」（⇒7-13ページ）で選択したAQUOSレコーダーのチャンネルが、本機で視聴中のチャンネルに切り換わ
り、AQUOSレコーダーに録画を開始します。
「録画機器選択」で選択した機器に録画されます。ファミリンクレコーダーに録画する際は、「録画時に選択」または「ファミリン
クレコーダー」に変更してください。
「録画機器選択」が「録画時に選択」に設定されている際は、録画先の選択画面が表示されますので、レコーダーに録画す
る際は「ファミリンクレコーダー」を選択してください。

録画の停止について
お使いのAQUOSレコーダーによっては、録画終了時刻になると自動的に録画が停止されます。
USB-HDDの録画実行中は録画停止の選択画面が表示されますので、レコーダーの録画を停止する場合は、「ファミリンク録画停
止」を選択してください。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）

見ている番組をAQUOSレコーダーに録画する

録画を途中で停止したいとき(録画を手動で停止したいとき)

を押して「操作メニュー」から「録画停止」を選んでください。

ファミリンクパネルが表示された場合は、「録画停止」を選び、 を押して、画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

「録画機器選択」(⇒7-3ページ)で選択したAQUOSレコーダーで受信した放送を視聴しているときは、視聴しているAQUOSレコー
ダーに録画を開始します。
「録画機器選択」(⇒7-3ページ)で選択したAQUOSレコーダー以外で受信した放送を視聴しているときや、他の外部入力を視聴して
いるときは、録画ボタンを押しても録画できません。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する

本機の番組表から接続しているAQUOSレコーダーに録画予約できます。

◆重要◆

ファミリンクで録画予約するときのご注意
録画予約した番組の録画が終了する前に本機の電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで電源を切ってください。（待機状態）
電源プラグを抜くと、録画されません。
録画予約状態を解除すると、レコーダーの録画が停止して、電源が切れます。
AQUOSレコーダーで日時の重なる番組が予約されている場合は、レコーダー側の予約が優先されます。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する

◆重要◆

ファミリンクで録画予約するときのご注意

番組の放送時間が延長された場合、録画の終了時刻が延長されるかは、お使いのAQUOSレコーダーによって異なります。
詳しくは、お使いのAQUOSレコーダーの取扱説明書をご確認ください。

お知らせ

予約の確認・取り消し・変更については
⇒3-28～3-31ページをご覧ください。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する

1. AQUOSレコーダー側の準備をする

本機とAQUOSレコーダーを接続します。
HDDに録画する場合は、HDDの残量を確認します。
有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録したB-CASカードが、AQUOSレコーダーに挿入されていること
を確認してください。または、受信契約時にレコーダーのACAS番号を登録していることを確認してください。

2. を押して本機の番組表を表示し、予約したい番組を選び、 を押す

同じ時間帯に他の番組が2つ予約されていると、先の予約を削除する画面になります。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する

表示されている接続機器と違う機器に録画したい場合は、予約設定後にレコーダー選択（⇒7-13ページ）を行ってください。
AQUOSレコーダー側で設定した予約と日時が重複している場合は、AQUOSレコーダーの予約が優先されます。今選んでいる番組を
予約したい場合は、AQUOSレコーダーの予約を取り消してください。
本機の番組表を使って予約したファミリンク録画実行中に、電源プラグを抜かないでください。正常に録画されません。
AQUOSレコーダー側の動作状況によっては録画できないことがあります。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

AQUOSレコーダーの番組表を呼び出して録画予約する

1. を押し、上下カーソルボタンで「録画予約するレコーダー」を選び、 を押す

2. 左右カーソルボタンで「番組表」を選び、 を押す

レコーダー側の番組表が表示されます。

3. 予約したい番組を選び、録画予約の操作をする

レコーダー側の番組表は本機のリモコンの

で操作します。
（詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。）

6-18

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/6-17.html?prev


ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

AQUOSレコーダーを再生する

視聴するHDMI対応のレコーダーを選ぶ

複数のHDMI機器を接続している場合、視聴したいHDMI機器を選びます。

1. を押し、上下カーソルボタンで視聴したい機器を選び を押す
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

AQUOSレコーダーを再生する

AQUOSレコーダーの録画リストから再生する

本機のリモコンを使って、本機とHDMI接続したAQUOSレコーダーの録画リストから見たい番組を再生します。
あらかじめ、レコーダーの「連動起動」を「入」に設定する必要があります。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

1. を押し、上下カーソルボタンで表示したいレコーダーを選び、左右カーソルボタンで録画リストを選ぶ

USBハードディスクおよびファミリンク機器が合わせて1台しか接続されていない場合、 を押すと直接機器の録画リストが表示され
ます。

2. 再生したい番組（タイトル）を選び再生する

録画リストは本機のリモコンの

で選択などの操作ができます。
選んだ番組が再生されます。

停止したいときは を押します。
停止したときは、切り換わった入力のままです。

6-20 次ページへつづく⇒

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/6-19.html?prev


ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

AQUOSレコーダーを再生する

AQUOSレコーダーの録画リストから再生する

お知らせ

AQUOSレコーダーがDVDモードになっていてDVDビデオなどの録画リストがないディスクがセットされている場合、録画リストは表示され

ません。 を押し、左右カーソルボタンと で「メディア切換」を選んで、AQUOSレコーダーのモードを切り換えてください。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

AQUOSレコーダーを再生する

最後に再生または録画した番組を再生する（ワンタッチプレー）

本機のリモコンを使って、本機とHDMI接続したAQUOSレコーダーを操作できます。

1. を押し、上下カーソルボタンで再生したいAQUOSレコーダーを選び、 を押す

2. を押す

再生中の操作について

リモコンの で操作が行えます。

お知らせ

リモコンの は、機器によっては動作しない場合があります。
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ファミリンクや他機器
ファミリンクで使う

AQUOSオーディオで聞く

AQUOSオーディオで音声が楽しめます。（本機のスピーカーからは音が出ません。）
本機のリモコンでAQUOSオーディオの音量調整、消音、音声切換の操作ができます。

eARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)/ARC（オーディオリターンチャンネル）対応のAQUOSオーディオをつないだときは

「eARC/ARC」は、テレビのチューナーの音声をHDMIケーブルを使ってAVアンプなどに伝送する機能です。
本機とeARC/ARC対応のAQUOSオーディオをHDMIケーブル一本で接続することができます。この機能は、入力3端子に接続したとき
のみ使えます。

番組内容に適した音に切り換える

デジタル放送のジャンル情報に従って、AQUOSオーディオが適切なサウンドモードに切り換わるように設定できます。

1. を押し、ファミリンクパネルを表示する

2. 左右カーソルボタンで「ジャンル連動」を選び、 を押す

お知らせ

DVD映像はジャンル情報がありません。自動でサウンドモードが切り換わりませんので、AQUOSオーディオ側で適切なサウンドモードに
切り換えてください。
サウンドモードについて詳しくはAQUOSオーディオの取扱説明書をご覧ください。
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ファミリンクや他機器
レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

HDMI端子で接続するには

お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめま
す。

お知らせ

映像の種類と画質について⇒6-28ページ
高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像は標準画質になります。
接続については、⇒6-27ページをご覧ください。
ファミリンク対応レコーダーと接続したときは、本機のリモコンでレコーダーを操作できます。
⇒6-1ページ
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ファミリンクや他機器
レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

映像端子で接続するには

お知らせ

映像・音声ケーブルは先端部と同じ色の端子（黄と黄、白と白、赤と赤）につなぎます。

AV変換ケーブルは、片方が4極ミニプラグのビデオケーブル(市販品)を使用してください。

レコーダーやプレーヤーで市販のBDを視聴するときは、HDMIケーブルで接続してください。著作権保護技術を採用したレコーダーやプ

レーヤーからブルーレイディスクの映像や音声が出力されない機器があります。
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ファミリンクや他機器
レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

よりきれいな映像を楽しむためには

接続するときに気をつけること

接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。

接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。

しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。

接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。

複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。

接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

レコーダーやプレーヤー側の接続端子について詳しくは、レコーダーやプレーヤーの取扱説明書を合わせてお読みください。

レコーダーをお持ちの場合

プレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。レコーダーを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の

働きにより、映像が正常に映らないことがあります。
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ファミリンクや他機器
レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

HDMI出力端子が付いた機器の場合

HDMI端子は、映像と音声の信号を1本のHDMI認証ケーブル（市販品）でつなぐことができる端子です。
HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品（ハイスピードタイプ）をご使用ください。
規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しない、映像にノイズが発生するなど、正常
に動作しない場合があります。
4K60p映像やUltra HD ブルーレイのHDR映像を再生する場合は、18Gbps対応の「プレミアムHDMIケーブル」認証を受けたケーブル
を使用し、本機の入力1～4のいずれかに接続してください。入力1/入力2に接続した場合は、「ツール」－「基本設定」－「チャンネル
と入力」－「外部入力」－「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、「フルモード」に設定を変更してください。
（⇒7-14ページ）

お知らせ

EU1/EN1/EN2/EP1の入力3と入力4のみ120Hzのコンテンツの再生に対応しています。120Hzのコンテンツを再生したい場合
は、48Gbps対応の「ウルトラハイスピードHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用してEU1/EN1/EN2/EP1の入力3または入
力4に接続してください。また、「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－「HDMI対応信号モード」から
「120Hzモード1」に設定してください。
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ファミリンクや他機器
レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

HDMI出力端子が付いた機器の場合

対応している映像信号

3840×2160(24Hz/30Hz/60Hz)、2560×1440（60Hz）、1080p（24Hz/30Hz/60Hz）、
720p（30Hz/60Hz）、1080i、480p、480i、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、SXGA+
※EU1/EN1/EN2/EP1の入力3、入力4のみ以下の解像度にも対応しています。

3,840×2,160(120Hz)、2560×1440(120Hz)、1080p（120Hz）

対応している音声信号

種類：リニアPCM（2ch）、AAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、Dolby Atmos
サンプリング周波数：48kHz／44.1kHz／32kHz

お知らせ

ファミリンクに対応していない機器をつないだとき、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが切り換わってしまう場合は、「ファミリン
ク制御（連動）」を「切」に設定してください。
（⇒7-13ページ）
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ファミリンクや他機器
レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

映像出力端子が付いた機器の場合（再生するときの接続）

接続が終わるまで、本機と録画機器の電源を入れないでください。

お知らせ

映像・音声ケーブルは先端部と同じ色の端子（黄と黄、白と白、赤と赤）につなぎます。
AV変換ケーブルは、片方が4極ミニプラグのビデオケーブル(市販品)を使用してください。
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ファミリンクや他機器
オーディオ機器をつなぐ

音響機器をつないで、迫力ある音声で楽しむこともできます。

お知らせ

デジタル音声出力(光)端子に接続するときは、方向をよく確かめてまっすぐ差し込んでください。
無理な力を加えると、端子が破損するおそれがあります。(⇒6-31ページ)
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ファミリンクや他機器
オーディオ機器をつなぐ

デジタル音声出力（光）端子に接続するときは、方向をよく確かめてまっすぐ差し込んでください。
無理な力を加えると、端子が破損するおそれがあります。

接続するときに気をつけること
接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となり
ます。
接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。
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解像度(画素） 水平周波数
（kHz）

垂直周波数
（Hz）

VESA
規格

VGA

720×400 31.5 70  

640×480

31.5 60 ○

37.9 72 ○

37.5 75 ○

SVGA 800×600

35.1 56 ○

37.9 60 ○

48.1 72 ○

46.9 75 ○

XGA 1024×768

48.4 60 ○

56.5 70 ○

60.0 75 ○

解像度(画素） 水平周波数
（kHz）

垂直周波数
（Hz）

VESA
規格

WXGA
1280×800 49.7 60 ○

1366×768 47.7 60 ○

SXGA 1280×1024 64.0 60 ○

SXGA+ 1400×1050 65.3 60 ○

1080i 1920×1080 33.8 60  

1080p 1920×1080 67.5 60  

4K 3840×2160

53.95 24  

67.5 30  

135.0 60  

ファミリンクや他機器
パソコンとつないで使う

パソコンのモニターとして使う

本機にパソコンをつなぐ場合は、パソコン（PC)の出力解像度を確認してください。パソコンが以下の解像度に対応していない場合は、
本機でパソコンの画面を表示できません。
接続方法は、⇒6-36～6-37ページを確認してください。

本機が対応している解像度
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ファミリンクや他機器
パソコンとつないで使う

パソコンのモニターとして使う

お知らせ

接続するパソコンによっては、本機で対応している信号であっても正しく表示できなかったり、まったく表示されない場合があります。

本機で対応していない信号が入力されたときは、「この入力信号には対応しておりません。」と表示されます。その場合、お使いのパソ

コンの取扱説明書などをご覧になり、本機で対応している信号に設定してください。

PC入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、

⇒6-34ページをご覧ください。

特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字などににじみが出ることがあります。
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ファミリンクや他機器
パソコンとつないで使う

パソコンのモニターとして使う

本機で選べる画面サイズ（パソコンからの入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。）

入力信号 ノーマル シネマ フル Dot by Dot

16：9よりも
縦長の映像

640×480、
800×600、
1024×768、

1280×1024など

⇒
入力信号の縦横比をく
ずさずに、図のように映
します。

画面の左右いっぱいまで
拡大して映します。映像
の上下が切れます。

画面いっぱいに映し
ます。

入力信号の解像度ど
おりに映します。

16：9映像

⇒ － －

画面いっぱいに映し
ます。

入力信号の解像度ど
おりに映します。
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ファミリンクや他機器
パソコンとつないで使う

パソコンのモニターとして使う

パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ

1. パソコン（PC）の電源を入れる

2. を押して、入力切換メニューを表示し、上下カーソルボタンでパソコンを接続した入力を選び、 を押す

パソコンの画面が表示されます。

3. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「画面調整」－「画面サイズ」を選び、 を押す

4. 画面サイズ切換メニューから、お好みの画面サイズを選ぶ
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ファミリンクや他機器
パソコンとつないで使う

本機をDVI出力端子付きパソコンのモニターとして使う場合（デジタル接続）

AV変換ケーブルは、片方が4極ミニプラグのビデオケーブル(市販品)を使用してください。
市販のDVI/HDMI変換ケーブルと音声ケーブルが必要です。
音声ケーブルはパソコンの端子に合うものをご使用ください。
本機のHDMI端子とパソコンのDVI端子を変換ケーブルで接続しても、パソコンによってはHDMI規格に対し十分サポートされていないも
のもあり、パソコンの画面が正しく表示されなかったり、まったく表示されない場合があります。
本機で対応していない信号が入力されたときには「この入力信号には対応しておりません」と表示されます。その場合はお使いのパソ
コンの取扱説明書にもとづき本機で対応している信号に設定してください。
入力2に切り換えたあと、「ツール」－「基本設定」－「ディスプレイと音」－「音声入出力」－「入力2音声設定」を選び、「アナログ音
声」に設定してください。
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ファミリンクや他機器
パソコンとつないで使う

本機をHDMI出力端子付きパソコンのモニターとして使う場合（デジタル接続）

AV変換ケーブルは、片方が4極ミニプラグのビデオケーブル(市販品)を使用してください。

市販のHDMI認証ケーブルが必要です。

入力2に切り換えたあと、「ツール」－「基本設定」－「ディスプレイと音」－「音声入出力」－「入力2音声設定」を選び、「アナログ音

声」に設定してください。
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ファミリンクや他機器
携帯端末などに表示される本機の機器名を
変更する

スマートフォンなど携帯端末と接続するときに表示される本機の機器名を変更できます。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「システム」を選び、 を押す

2. 上下左右カーソルボタンで「デバイス情報」－「デバイス名」を選び、「変更する」を選んで を押す

3. 端末名を選択するか、「カスタム名を入力」を選んで機器名を入力する
「カスタム名を入力」を選ぶと、ソフトウェアキーボードが表示されます。

4. 「完了」を選び を押す

お知らせ

携帯端末接続中に変更した場合は、次に接続の操作をするまで機器名は変わりません。
機器名に全角文字やスペースを使用した場合、スマートフォンの機種によっては全角文字やスペース以降の文字が表示されない場合があります。
この場合は、全角文字やスペース以外の文字（"_" 等）を使用してください。
機器名に特殊文字を使用した場合、スマートフォンの機種によっては特殊文字が表示されない場合があります。

6-38

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/6-37.html?prev


ファミリンクや他機器
Google アシスタントを使用可能なスマートスピーカーと連携する

Google アシスタントを使用可能なスマートスピーカーから本機を操作できます。

1. を押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列の「すべて表示」を選択してアプリ一覧画面を表示し、「COCORO VISION TV

Remote」アプリを選び、 を押す

3. 「初期設定」をする

画面に従って、操作してください。
「初期設定」が完了している場合は、「登録状況」から設定状況を確認できます。

4. 初期設定完了後、スマートフォンでの設定をする

設定方法や操作できる内容は、下記をご確認ください。

https://jp.sharp/support/cloud/aquos/ai_speaker.html
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

お知らせ

スマートスピーカーから操作するときは、本機が見える位置から操作をしてください。
本機とスマートスピーカーをインターネットに接続してください。
本サービスを利用するには、Google アカウント、COCORO IDが必要です。
スマートスピーカーから操作できるAQUOSは、5台までとなります。
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ファミリンクや他機器
Bluetooth接続のイヤホン/ヘッドホン/スピーカーで音声を聞く

本機は、ヘッドホンやスピーカーなどのBluetoothオーディオ機器をペアリングして、テレビの音
声を聞くことができます。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－

「リモコンとアクセサリ」を選び、 を押す

2. 上下カーソルボタンで「Bluetooth」を選び、 を押して「入」に設定する

3. 「アクセサリのペア設定」を選び、 を押す

あらかじめ接続するBluetooth機器を登録待機状態にしておいてください。
接続するBluetooth機器の操作方法は、ご使用になるBluetooth機器の取扱説明書をご
確認ください。

4. Bluetooth機器を検索、ペアリングする

パスワードが必要なときは、Bluetooth機器の取扱説明書をご確認ください。
ペアリングが完了すると、Bluetooth機器がテレビにつながります。
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ファミリンクや他機器
Bluetooth接続のイヤホン/ヘッドホン/スピーカーで音声を聞く

お知らせ

A2DP対応のヘッドホンやスピーカーなどのBluetoothオーディオ機器を接続したとき、放送やコンテンツ、アプリによっては映像と音声に
ずれが発生する場合があります。
AVRCP対応のヘッドホンなどのBluetoothオーディオ機器を接続したとき、ヘッドホンのキー操作において、起動中のアプリやテレビの状
態によって動作が変わる場合があります。
スマートフォンをBluetooth接続し、本機のスピーカーから音楽を流すことはできません。
本機の電源を入れたとき、最後に接続されていたBluetooth機器が接続されます。
サウンドパートナーとの接続方法については、1-19ページもご確認ください。
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メニュー操作
設定メニューの使いかた

設定メニューの基本的な操作のしかた

1. を押してツールメニューを表示する

2. 上下カーソルボタンで「基本設定」を選び、 を押す
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メニュー操作
設定メニューの使いかた

設定メニューの基本的な操作のしかた

3. 上下左右カーソルボタンで目的の項目を選び、 を押す

選んだ項目により、さらに項目を選ぶ操作が続くこともあります。

4. を押すたびに入と切が切り換わります。

設定入：

設定切：

お知らせ

今後、機能アップデート等により設定メニュー項目が変更になる場合があります。ご了承く
ださい。
また、お使いになるアカウントやアプリによっては、実際の表示と異なる場合があります。
設定メニュー表示中は、後ろで表示されている画面の操作はできません。一度設定メ
ニューを終了してから操作してください。

7-2

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/7-01.html?prev


メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力

<チャンネル-録画機器設定>

録画機器選択
リモコンの録画ボタンを押したときに録画する機器を選ぶ設定です。
ファミリンク機器に録画するには「ファミリンクレコーダー」を選択のうえ、「レコーダー選択」
（⇒7-13ページ）で機器を選んでください。

設定

録画時に選択、USB-HDD、ファミリンクレコーダー

USBハードディスク

初期化
USBハードディスクを使って録画するために「初期化」が必要です。

設定

はい、いいえ
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<チャンネル-録画機器設定>

登録解除
本機はUSBハードディスクを16台まで登録できます。
すでに16台登録された状態で新たにUSBハードディスクを登録する場合には、登録済み
のUSBハードディスクのいずれかを登録解除してください。

設定

はい、いいえ

取りはずし
本機やUSBハードディスクの電源を切ったり、接続しているUSBケーブルを抜く前に、必ず
「取りはずし」を行ってください。

チャプター設定
録画中に自動的に記録されるチャプターマークの間隔を設定します。録画した番組にチャプ
ターマークが記録されていると、再生したい場面を探すときに便利です。

設定

おまかせ、10分、15分、30分、しない
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<チャンネル-録画機器設定>

機器名の変更
USBハードディスクを複数台登録したときに、識別しやすくするために、各USBハードディスク
に名前をつけられます。

設定

はい、いいえ
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<チャンネル-テレビ放送設定>

地上/BS/110度CSデジタル放送、BS4K/110度CS4K放送の設定を行います。

地上デジタル放送チャンネルサーチ

チャンネルサーチを行い、お住まいの地域の地上デジタル放送のチャンネルを自動登録しま
す。

メニュー項目名 設定

初期サーチ
お住まいの地域の地上デジタル放送のチャンネルを自動登録します。
変更したチャンネルボタンの番号やスキップ設定はクリアされます。

追加サーチ 追加・変更されたチャンネルのみ更新します。

チャンネル更新
自動

通常は自動でご使用ください。
放送局の追加、周波数変更時に自動で更新します。

手動
自動で更新しません。
現在の設定を変更したくない場合に「手動」を選択してください。

地域・
郵便番号

地域と郵便番号を設定します。

7-6 次ページへつづく⇒

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/7-05.html?prev


メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<チャンネル-テレビ放送設定>

BS4K・CS4K放送チャンネルサーチ

チャンネルサーチを行い、BS4K・CS4K放送のチャンネルを自動登録します。

設定

はい、いいえ

チャンネル設定

リモコンの数字ボタンやチャンネルスキップの設定を行います。

メニュー項目名 設定

地上デジタル リモコン番号、選局スキップ：しない、する

BSデジタル リモコン番号、選局スキップ：しない、する

CSデジタル リモコン番号、選局スキップ：しない、する

BS4K・CS4K リモコン番号、選局スキップ：しない、する

ネットチャンネル 選局スキップ：しない、する
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<チャンネル-テレビ放送設定>

アンテナ設定・受信確認

デジタル放送のアンテナの状態を表示します。デジタル放送用のアンテナの接続を変更した
ときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナ電源の設定やアンテナの向きを調整
します。
（初めて設置するときや引っ越したときなどは、「かんたん初期設定」を行ってください。）

メニュー項目名 設定

受信状態確認
BS・110度CSアンテナ

選局中チャンネル
（BS・CSアンテナ電源）

オート、
入、切

現在視聴中のチャンネルの受信状態確認
と、BS・CSアンテナ電源の設定ができます。

信号テスト

地上デジタル

BSデジタル・BS4K（右旋）

CSデジタル（右旋）

BS4K（左旋）

CS4K（左旋）

お知らせ

既存のBS・110度CSアンテナなどの設備の場合、右旋で放送される4K放送を視聴するこ
とができます。
BS・110度CS右左旋共用アンテナなどの設備の場合、右旋で放送される4K放送に加え
て、左旋で放送される4K放送も視聴できます。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<チャンネル-テレビ放送設定>

番組表取得設定

番組表の情報を自動で取得します。

メニュー項目名 設定

地上デジタル 入、切

BSデジタル 入、切

CSデジタル 入、切

BS4K・CS4K 入、切

文字スーパー表示

災害発生時の文字情報を表示できます。

設定

入、切
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<チャンネル-テレビ放送設定>

地域・郵便番号

地域と郵便番号を設定します。

設定

地域

郵便番号

ネットチャンネル登録

ライブチャンネルを公開しているアプリをダウンロードすると、ネットチャンネルに登録することが
できます。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<チャンネル>

視聴年齢制限

メニュー項目名 設定

暗証番号 する、しない 視聴年齢制限の暗証番号を設定します。

視聴年齢制限 入、切

地上/BS/CS/4K 無制限、4歳～20歳

ネットチャンネル
レーティングシステム する、しない

レーティング 入、切

暗証番号を忘れたときは
「全てのデータを削除してリセット」が必要です。(⇒7-37ページ)
全てのデータを削除してリセットを行うと、暗証番号以外の情報も消去されます。
暗証番号はメモなどして忘れないようにしてください。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<チャンネル>

お知らせ

受信機レポート

予約の失敗や変更（自動で電源オフになった理由など）に関する、受信機に関係したレ
ポートを表示します。

放送局メッセージ

受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。

ボード（CSデジタル）

現在の放送で送られている、CS各ネットワークの掲示板（ボード情報）のタイトル一覧を表
示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。
ボード情報はそのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。録画
予約実行中は選べません。

設定

CS1の情報、CS2の情報
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<外部入力>

ファミリンク
HDMIで接続した外部機器との連携操作を行うファミリンクの設定です。

メニュー項目名 設定

ファミリンク制御
（連動） 入、切

ファミリンクに対応していない機器をつないでいるときに、その機器の
電源が勝手に入ったりチャンネルが変わってしまう場合、「切」に設
定します。

連動起動 入、切 ファミリンク対応機器を操作すると本機の電源が自動的に入るよう
に設定します。

レコーダー選択 録画・ファミリンク連携に使用するファミリンク機器を選択します。

選局キー
設定

入力1 自動、する、
しない

「選局キー」を「する」に設定すると、本機のリモコンでAQUOSレコー
ダーの操作が行えます。
「自動」に設定すると、「しない」に設定したときと同じ動作をしま
す。しかし、接続されている機器から要求があった場合のみ、「す
る」に設定したときと同じ操作ができます。

入力2 自動、する、
しない

入力3 自動、する、
しない

入力4 自動、する、
しない

静止キー機能切
換(AQUOSタイムシフ
ト)

AQUOSタイ
ムシフト、画
面静止

静止ボタンの機能を切り換える設定です。
AQUOSタイムシフトを使用する場合は、対応するファミリンクレコー
ダーが必要です。また、ファミリンクレコーダー側での設定が必要で
す。 詳しくはファミリンクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<外部入力>

HDMI対応信号モード

入力1・2・3・4（HDMI1・2・3・4）において、対応信号モードを切り換える設定です。
入力1/入力2に機器を接続して4K60p映像やUltra HD ブルーレイのHDR映像を再生する場合
は、機器を接続した入力を選び、「フルモード」に設定を変更してください。
EU1/EN1/EN2/EP1の入力3と入力4のみ120Hzのコンテンツの再生に対応しています。120Hzのコ
ンテンツを再生したい場合は、48Gbps対応の「ウルトラハイスピードHDMIケーブル」認証を受けた
ケーブルを使用してEU1/EN1/EN2/EP1の入力3または入力4に接続し、「120Hzモード1」に設定し
てください。

設定

入力1、
入力2

フルモード 4K映像をより高精細・広色域・高コントラストにするモードです。

互換モード 接続機器との互換性を優先するモードです。

入力3、

入力4※

120Hzモード１ 4K120Hzの映像入力において、映像表現を優先した信号モードです。

120Hzモード2 4K120Hzの映像入力において、解像度を優先した信号モードです。

60Hzモード 60Hzまでの映像に対応した信号モードです。

※4T-C65EU1/4T-C55EU1/4T-C70EN1/4T-C65EN1/4T-C60EN1/4T-C55EN1/4T-
C50EN2/4T-C43EN2/4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-C60EP1/4T-
C55EP1のみ表示されます。その他の機種は、入力3/4はフルモード固定となります。

お知らせ

60Hzモードは、120Hz入力に非対応です。

7-14 次ページへつづく⇒

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/7-13.html?prev


メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<外部入力>

ゲーム機能

入力3/入力4でゲーム機器を検知すると、自動でゲーム機能（VRRやALLM）を有効にす
る設定です。ゲーム機器側の設定も必要になります。
VRRは、EU1/EN1/EN2/EP1のみ対応しています。

設定

有効、無効

お知らせ

VRRは、対応信号モード「120Hzモード１」および「120Hzモード2」で有効です。
ゲーム機能に対応した信号が入力されたときは、コンテンツに応じて、AVポジションが「ゲー
ム」「Dolby Vision ゲーム」に切り替ります。ゲーム機能は、本AVポジション時のみ有効で
す。

外部入力表示

入力切換の表示設定をします。

メニュー項目名 設定

入力1～5
この入力を表示、入力1～5、HDMI1～4、AV入力、ブルーレイ、ケーブ
ル、DVD、ゲーム機、カスタム名

7-15 次ページへつづく⇒

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/7-14.html?prev


メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<外部入力>

HDMI連動起動

HDMI入力で挿抜かつ入力信号を検知すると、テレビをその入力で起動します。

設定

有効、無効

お知らせ

有効に設定すると、下記の設定が変更になります。
クイック起動:「入」
ファミリンク:「切」
無信号オフ:「1分」
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

ディスプレイと音

映像調整

映像を調整することができます。
(⇒7-67ページ)

画面調整

表示される画面を調整することができます。
(⇒7-85ページ)

音声調整

音声を調整することができます。
(⇒7-78ページ)
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

ディスプレイと音（つづき）

<音声入出力>

外部機器との音声入出力の設定ができます。

外部スピーカー優先設定

外部スピーカーがHDMIで接続されているとき、外部スピーカーからの音声出力を優先する
設定です。

設定

優先する、優先しない
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

ディスプレイと音（つづき）

<音声入出力>

ヘッドホン／アナログ音声出力設定

ヘッドホン／アナログ音声出力端子使用時に音声を出力する機器を選択してください。

設定

ヘッドホン/アンプ
ヘッドホンまたはアンプのみで聞くときに選択してください。音量は可変に設定
され、音量キーで調整できます。

テレビスピーカー＋
ヘッドホン/アンプ

テレビスピーカーと同時に音声を聞くときに選択してください。音量は固定に
設定されます。
※音量が調整できないヘッドホンは、接続・設定しないでください。耳を痛め
る可能性があります。

入力2音声設定

入力2のときに使用する音声を設定します。

設定

HDMI音声、アナログ音声
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

ディスプレイと音（つづき）

<音声入出力>

デジタル音声出力設定
デジタル音声の出力信号形式を設定します。

設定

PCM 音声出力はPCMフォーマットに変換されて出力されます。

Dolby Audio Dolby Audioに対応している外部機器に接続された場合、Dolby
Audioフォーマットで音声は出力されます。

ビットストリーム 視聴している音声フォーマットがそのまま出力されます。

お知らせ

ビットストリームに設定し、音が出力されない場合は、Dolby AudioやPCMを選択してくださ
い。

eARC設定

eARC/ARC端子(入力3)の設定します。「オート」は接続機器を自動的に判別して出力
し、ARCの場合はARCで出力します。

設定

オート、ARC
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

ネットワークとインターネット

有線LANや無線LAN（Wi-Fi）の設定ができます。

メニュー項目名 設定

Wi-Fi 入、切

利用可能なネットワーク すべて表示

その他のオプション

メニュー項目名 設定

新しいネットワークを追加

常にスキャン ON、OFF Wi-FiがOFFになっていても他のアプリでネットワークをスキャンします。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

ネットワークとインターネット（つづき）

イーサネット

メニュー項目名 設定

接続済、未接続

プロキシ設定 使用しない、手動

IP設定 DHCP、静的

お知らせ

イーサネットとは、有線LANのことを表現します。
Wi-Fi設定後に有線LANに切り換える場合は、Wi-Fiをネットワークから切断してください。

リモート操作(IPコントロール)

携帯端末を使って本機をリモート操作するときに必要な設定です。

設定

入、切

お知らせ

AQUOS TVリモコンアプリから電源起動する場合は、クイック起動も「入」にする必要があり
ます。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

アカウントとログイン

Google TV アカウント

Google やCOCORO MEMBERSなどにログインできます。
Google アカウントについて詳しくは同梱の取扱説明書の「Google アカウントを作成する」を
ご確認ください。

メニュー項目名 設定

設定のロック 入、切

サービス

コンテンツの設定

予告編の自動再生 入、切

支払いとご購入 購入時の認証方法 パスワードで認証する、認証は行わない

お知らせ

Google TV を設定しているときに表示されます。Google TV の設定をする場合は、「ツー
ル」－「基本設定」から設定してください。または、ホーム画面から設定してください。
Google TV へ切り替え後、リセット操作を実行してください。リセット操作は、本体の電源ボ
タンを5秒以上押し、画面が一度消えたら1分程度待ち、再度電源ボタンを押します。また
は、リモコンの電源ボタンにおいても5秒以上押すと、画面が消えて、自動的に再起動し、リ
セット操作を行うことができます。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

アカウントとログイン（つづき）

メニュー項目名 設定

Google アシ
スタント

個人の設
定

権限の表示

アカウントに基
づく情報

入、切

共有済み
の設定

セーフサーチ 入、切

検索対象のア
プリ

検索結果に表示するアプリを選択します。

アプリ専用モード 入、切

削除
別のアカウントでログインする、アカウント削除とデバ
イスのリセット、キャンセル

お知らせ

音声による番組検索の結果で、不適切な表現のコンテンツをフィルタリング（表示しない）す
るには、セーフサーチを「入」に設定してください。
設定により、実際の表示とは異なる場合があります。
アプリ専用モードを「入」にすると、ホーム画面でおすすめが非表示なります。また映画や番
組についてもフィードバックを提供する機能や見たいものリストに映画や番組を追加する機
能も非表示になります。
「アカウント削除とデバイスリセット」をすると、関連付けられているお子様アカウントを含め、
関連するデータはデバイスからすべて削除されます。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

アカウントとログイン（つづき）

お子様のアカウント

お子様用プロフィールを設定すると、お子様に使用を許可するアプリを選択したり、お休み
時間の通知や利用時間の上限を設定したりできます。

メニュー項目名 設定

子どもを追加 お子様用プロフィールが設定できます。

その他のアカウント

メニュー項目名 設定

別のアカウントを追加 その他のアカウントを追加できます。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

プライバシー

デバイスの設定

位置情報

メニュー項目名 設定

現在地のステータス Wi-Fiで現在地を推定する、OFF

常にスキャン 入、切

最近の位置情報リクエスト　
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）

使用状況と診断

Google に診断情報(障害レポート、デバイスやアプリ、Chromecast built-in の使用状況
データなど)が自動的に送信されます。この情報がユーザーの特定に使用されることはありま
せん。

設定

ON、OFF

広告

広告設定（広告IDのリセットなど）を管理します。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）

アカウント設定

アカウントに関する設定ができます。

　　
メニュー項目名 設定

Google アシス
タント

個人の設定
権限の表示

アカウントに基づく
情報

入、切

共有済みの
設定

セーフサーチ 入、切

検索対象のアプリ 検索結果に表示するアプリを選択します。

支払いとご購
入

購入時の認証方法
PINで認証する、パスワードで認証する、認
証を行わない

お知らせ

音声による番組検索の結果で、不適切な表現のコンテンツをフィルタリング（表示しない）す
るには、セーフサーチを「入」に設定してください。
設定により、実際の表示とは異なる場合があります。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）

アプリの設定

アプリに関する設定ができます。

メニュー項目名 設定

アプリの権限
電話
ファイルとメディア
その他の権限
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）

アプリの設定（つづき）

アプリに関する設定ができます。

メニュー項目名 設定

特別
なア
プリア
クセ
ス

電気使用量の
最適化

入、切 アプリの電気使用量を最適化します。

使用状況への
アクセス

入、切
使用状況へのアクセスにより、アプリは他のアプリの仕様状況や
使用頻度などの情報を追跡できるようになります。

通知へのアク
セス

入、切

このアプリはすべての通知を読み取ることができます。また通知を
非表示にしたり、通知内のボタン操作を実行したりすることがで
きます。使用状況へのアクセスにより、アプリは他のアプリの仕様
状況や使用頻度などの情報を追跡できるようになります。

他のアプリの上
に重ねて表示

入、切
使用中の他のアプリの上に重ねて表示できるようになります。他
のアプリを使用する際に見えづらくなったり、他のアプリの表示や
動作が変わったりする場合があります。

システム設定
の変更

入、切
この権限により、アプリはシステム設定の変更ができるようになりま
す。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）

セキュリティと制限

メニュー項目名 設定

提供元不明のアプリ
提供元がPlayストアではないアプリのインストールを許可するか設定しま
す。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

アプリ

ダウンロードしたアプリや実行中のアプリを確認したり、アプリ関係の設定ができます。
※アプリをアンインストールする場合は、アプリを選び「アンインストール」を選択し「OK」を押
してください。

設定

最近開いたアプリ アプリをすべて表示

権限

アプリの権限

特別なアプリアクセス

セキュリティと制限
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム

ユーザー補助

メニュー項目名 設定

字幕

ディスプレイ 入、切

表示
オプション

言語 デフォルト、日本語、English

文字サイズ 極小、小、標準、大、極大

字幕スタイル　 黒地に白、白地に黒、黒地に黄色、青地に黄色、カスタム

お知らせ

放送の字幕表示は、「ツール」－「視聴操作」－「字幕」から設定してください。（→7-
65ページ）
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

ユーザー補助

メニュー項目名 設定

高コントラストテキスト（試験運用） 入、切

テキスト
読み上げ

優先する
エンジン

Google の音声サービス

エンジンの設定

言語 システムの言語を使用、各国言語

Google の音声サービスの設定

音声データをインストール

全般

音声の速度
非常に遅い、遅い、標準、速い、より速い、非常
に速い、高速、非常に高速、最高速

サンプルを再生

デフォルトの言語のステータス

ユーザー補助の
ショートカット

ユーザー補助機能のショー
トカットを有効にする

入、切

ショートカットサービス Talkback、スイッチアクセス
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

ユーザー補助

メニュー項目名 設定

サービス

TalkBack
有効にする 入、切

設定

スイッチアクセス
有効にする 入、切

設定
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<デバイス情報>

システムアップデート

ソフトウェアをアップデートします。

メニュー項目名 設定

最新ソフトウェアの確認
デジタル放送もしくはネットワークサーバーからの更新情報を確認しま
す。

USBアップデート USBメモリーを利用してソフトウェアの更新を行います。

ソフトウェアの自動更新 入、切 最新のソフトウェアがある場合、自動で更新を行います。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<デバイス情報>

本機の端末情報が表示されます。

メニュー項目名 設定

デバイス名
変更する

AQUOS-4KTVJ22(EU1/EN1/EP1)/
AQUOS-4KTV22-2(EN2/EL1/EJ1)、
ベッドルームのテレビ、書斎のテレビ、
ダイニングルームのテレビ、
ファミリールームのテレビ、
キッチンのテレビ、リビングルームのテレビ、
メインベッドルームのテレビ、テレビ、
カスタム名を入力...

本機の名前を変更できます

変更しない

リセット
出荷時設定にリセット キャンセル、出荷時設定にリセット

全てのデータを削除してリセット キャンセル、実行する

ステータス

IPアドレス

デバイスのMACアドレス

Bluetoothアドレス

シリアル番号

稼働時間

お知らせ

本機を廃棄または譲渡する場合は、「全てのデータを削除してリセット」を実施してください。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<デバイス情報>

本機の端末情報が表示されます。

メニュー項目名

法的情報

オープンソースライセンス

Google 利用規約

システムのWebViewライセンス

Consumer Information

プライバシーポリシー

モデル　 モデル名を表示します。

Android TV のOSバージョン 本機の Android™ のバージョンを表示します。

Android TV のOSセキュリティパッチレベル

カーネルバージョン　

Android TV のOSビルド

Netflix Model ESN　

Netflix Device ESN
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<日付と時刻>

日付と時刻の自動設定

日付と時刻をネットワークと同期するかを設定します。

設定

ネットワークから提供された時刻を使用する、OFF

お知らせ

「OFF」に設定するとアプリの起動などが正しく動作しない場合があります。

日付の設定

日付を設定します。

時刻の設定

時刻を設定します。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<日付と時刻>

タイムゾーンの設定

タイムゾーンを設定します。

24時間表示の使用

24時間表示を使用するかを設定します。

設定

入、切

放送時刻同期優先

日付と時刻を優先して放送の時刻と同期にするかを設定します。

設定

入、切

お知らせ

録画予約や一部アプリケーションの利用には、時刻が必要になるため、有効のままお使いく
ださい。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

言語（Language）

ホーム画面などの画面表示を英語にすることができます。
Switch the on-screen display language to English.

設定

日本語、English
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

キーボード

画面に表示されるソフトウェアキーボードを設定します。

メニュー項目名 設定

現在のキーボード Gboard

Gboardの設定

キーボードの管理
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

ストレージ

内部共有ストレージ

本機の内部データ保管場所の容量・内訳を表示します。

お知らせ

USB-HDDやUSBメモリーを接続しているときは、「リムーバブルストレージ」とその情報が表
示されます。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

背景モード

メニュー項目名 設定

今すぐ開始

表示するコンテンツ

Google フォト 選択した写真を使用してスライド
ショーが作成されます。

アートギャラリー 美しい画像とアートワーク

試験運用 新しいソースとコンテンツをお試し
ください。

その他
の設定

天気と気温 表示しない、℃、F、C/F お住いの地域の天気と気温を表
示します。 　　　

時間 表示しない、表示する 背景に時刻を表示します。

個人の写真データ 表示しない、表示する 所有者の名前とアルバム名を表
示します。

Google フォトの縦
向きの写真

表示しない、表示する、ペアで表示する Google フォトの縦向き写真を表
示します。

個人的な写真の整
理

すべてのアルバム、リアルタイム共有 Google フォトを自動的に整理し
ます。

スライドショーの速
度

5秒、10秒、30秒、1分、3分、5分、10分 スライドショーの速度を設定しま
す。

お知らせ

ホーム画面や設定などで10分無操作状態を検知すると自動で背景モードが起動します。
開始までの時間を変更することはできません。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<電源と省エネ設定>

電源オン時の画面

電源オンしたときに最初に表示する画面を選択できます。

設定

Google TV のホーム画面、前回使用した入力の画面
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<電源と省エネ設定>

省エネツール

画面をOFFにする時間（無操作オフ）

無操作オフにするまでの時間を設定します。

設定

15分、30分、1時間、4時間、8時間、12時間、24時間、なし

お知らせ

アプリによっては無操作オフが動作しない場合があります。
本機能はテレビ放送、外部入力中時は動作しません。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<電源と省エネ設定>

クイック起動

電源起動時すぐに映像・音声を出すための設定です。

設定

入、切

お知らせ

「入」に設定時は、「切」設定時に比べ、待機時の消費電力が増加します。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<電源と省エネ設定>

安心・省エネ

メニュー項目名 設定

省エネモード 入、切

「入」にすると以下が設定され消費電力を抑えることができます。
映像調整：省エネ制御
クイック起動：切
無信号オフ：入(15分)
HDMI連動起動：無効

省エネモード中は、上記設定値を変更することはできません。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<電源と省エネ設定>

安心・省エネ

メニュー項目名 設定

無信号オフ
1分、15分、
オフ

指定した時間映像が入力されていない場合に電源を切りま
す。ネットチャンネルの視聴中やアプリ起動中は非対応となりま
す。

本体操作ロック する、しない 本体ボタンでの操作を禁止します。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

キャスト

Wi-Fiに接続されているすべての Android デバイスに通知を表示し、このデバイスにキャスト
されているメディアの操作をそのデバイスに許可します。

メニュー項目名 設定

リモコンの通知 キャスト メディアを他のデバイスでも操作 常時、キャスト中、なし

お知らせ

状況によって表示される項目が変更される場合があります。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

システム音

設定

入、切

7-51 次ページへつづく⇒

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/7-50.html?prev


メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

タイマー

おはようタイマー、おやすみタイマー、オフタイマーが設定できます。(⇒7-88～7-90ページ)
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

リラックスビュー

リラックスビューを利用すると、目への負担軽減に配慮した映像に調整します。
「時間指定」を「入」にすると、リラックスビュー機能が有効になります。
「開始」「終了」のメニュー項目を操作することで、リラックスビューを有効にしたい時間が変
更できます。

メニュー項目 設定

時間指定 入、切

開始 リラックスビューの開始時刻設定

終了 リラックスビューの終了時刻設定

手動で終了時刻まで有効にする 入、切
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

かんたん初期設定

引っ越し等でテレビの設置場所が変わった時などに、再度初期設定を行うことができます。
画面を見ながら操作・設定をしてください。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

設置場所

ご家庭でお使いの場合は、「家庭」を選択してください。「店頭」を選択すると店頭展示用
の設定に変更します。

メニュー項目名 設定

家庭 確認

店頭　 確認、家庭に変更する
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

　　　　
メニュー項目名 設定

データ最適化 入、切

再起動 再起動、キャンセル
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メニュー操作

（⇒6-40ページ）

設定メニュー項目の一覧

リモコンとアクセサリ

Bluetooth
Bluetoothの入、切を切り換える設定です。

設定

入、切

お知らせ

切に設定すると、リモコンのマイクを含むすべてのBluetooth機器が使用できなくなります。

アクセサリのペア設定
Bluetoothで接続する機器の登録ができます。

接続された機器を表示
Bluetoothで接続された機器を表示します。

7-57 次ページへつづく⇒

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/7-56.html?prev


メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

リモコンとアクセサリ（つづき）

Bluetoothペアリング接続通知
ペアリング機器からの接続通知を設定します。

設定

通知する、通知しない

お知らせ

パスキーやPINコードを入れてペアリング接続する場合は、「通知する」に設定して接続してく
ださい。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

リモコンとアクセサリ（つづき）

リモコン設定

メニュー項目名 設定

ペアリング開始 リモコンのペアリングが開始されます。

ペアリング解除 OK、キャンセル リモコンのペアリングを解除します。

リモコン番号切換 リモコン番号1、
リモコン番号2

本機のリモコン番号を切り換えます。

電池交換のお知らせ 入、切 リモコンの電池交換時期が近づいてきたら、お知
らせします。

お知らせ

本機にリモコンのペアリング情報がある場合は、ペアリング開始は選択できません。再度リモ
コンをペアリングしたい場合は、ペアリング解除をしてから、ペアリングを開始してください。
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メニュー操作
設定メニュー項目の一覧

ヘルプとフィードバック

メニュー項目名

AQUOS
取扱説明書 取扱説明書を表示します。

お困り解決ナビ お困り解決ナビを表示します。

フィードバックを送信

Google TV のヘルプにアクセス
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メニュー操作
ツールメニューの使いかた

ツールメニューの基本的な操作のしかた

1. を押してツールメニューを表示する

2. 上下カーソルボタンで目的の項目を選び、 を押す

3. 上下カーソルボタンでさらに目的の項目を選び、 を押す

選んだ項目により、さらに項目を選ぶ操作が続くこともあります。

お知らせ

表示中の画面によってツールメニューの項目は異なります。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

視聴操作

映像オフ

映像を消して音声だけを聞くことができます。

設定

する、しない 音声関連以外のキーで復帰します。

録画停止

録画を停止します。

録画

録画を開始します。

ファミリンク

ファミリンクパネルを表示します。
※ファミリンク機器が接続されていないときは選択できません。
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メニュー操作

（⇒2-2ページ）

ツールメニュー項目の一覧

視聴操作（つづき）

3桁入力

選択中の放送から数字を入力して選局します。

テレビ/ラジオ/データ

放送メディア切り換えを行います。
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メニュー操作

（⇒2-39ページ）

（⇒2-40ページ）

（⇒2-1ページ）

ツールメニュー項目の一覧

視聴操作（つづき）

映像切換

複数の映像がある番組のとき、映像を切り換えられます。

音声切換

複数の音声がある番組のとき、音声を切り換えられます。

リモコンの でも切り換えられます。

番組情報

テレビ番組視聴中に、番組情報が表示できます。

リモコンの でも表示できます。

dデータ

データ連動がある番組のとき、データ画面を表示できます。

リモコンの でも表示できます。
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メニュー操作

（⇒2-41ページ）

ツールメニュー項目の一覧

視聴操作（つづき）

字幕

字幕の表示方式や表示言語を変更します。

メニュー項目名 設定

表示方法

オンスクリーン
字幕オンスクリーン表示では、映像に重なって字幕が表
示されます。（放送によって上下の位置が変ります。）

アウトスクリーン（上）、
アウトスクリーン（下）

字幕アウトスクリーン表示では、自動的に映像が縮小さ
れ、映像の上側（下側）に字幕が表示されます。放送
によっては、字幕が映像と重なることがあります。
4K放送視聴時は、オンスクリーンで表示されます。

切
字幕放送「切」では、字幕放送でも字幕を表示しませ
ん。

言語切換 複数の字幕言語がある番組のとき、言語を切り換えられます。

お知らせ

データ放送表示中、字幕の表示方法を切り換えると、データ放送が非表示、または初期
状態となる場合があります。

リモコンの でも切り換えられます。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

視聴操作（つづき）

時計/画面表示

時計と視聴中のチャンネル情報を表示します。

リモコンの でも切り換えられます。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

映像調整

AVポジション

映画やゲームなどに適した映像・音声に切り換えます。

設定

標準 映像や音声の設定がすべて標準値になります。

AIオート
コンテンツに応じてAIが最適に自動調整した映像を楽しめます。この設定の時は、自動で調整さ
れるため、明るさ以外の映像調整はできません。

ダイナミック くっきりと色鮮やかで、迫力ある映像を楽しめます。

ダイナミック
（固定）

くっきりと色鮮やかで、迫力ある映像を楽しめます。「ダイナミック」に比べ、より鮮明な画質になりま
す。この設定のときは映像調整や音声調整ができません。

スポーツ※ パネルの応答速度を高め、早い動きをより見やすくし、人物もくっきりと色鮮やかに迫力ある映像に
します。

映画 明るさを抑え、暗い部屋での映画の視聴に適した映像にします。

ゲーム テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目に優しい映像にします。

PC PC用の画面モードです。

フォト 静止画用の画面モードです。文字を見やすく表示します。

※4T-C65EU1/4T-C55EU1/4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-C60EP1/4T-
C55EP1のみ表示されます。

お知らせ

入力によっては選択できないAVポジションがあります。
AVポジションの切換時には、一部の映像設定の変更を行う間、一定時間黒画面となる場合があ
ります。
ゲーム機能に対応した信号が入力されたとき、自動的にAVポジションが「ゲーム」に固定されます。
他のAVポジションを選択する場合は、出力機器の設定を変更してください。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

AVポジション（つづき）

Dolby Vision®（ドルビービジョン）方式のHDR映像※が入力された際には以下のAVポジ
ションになります。
※一部のUltra HDブルーレイ、インターネット動画で対応しているHDR映像方式です。

設定

Dolby Vision(ダーク) 暗い部屋での視聴時、ドルビービジョン映像を忠実に表現するモードです。

Dolby Vision(ブライト) 明るい部屋での視聴時、ドルビービジョン映像を最適に表現するモードです。

Dolby Vision(ダイナミック) ドルビービジョン映像を色鮮やかに表現するモードです。

Dolby Vision(ゲーム) ドルビービジョン映像をテレビゲームに適した映像で表現するモードです。

お知らせ

Dolby Vision映像を視聴する際には、18Gbps対応の「プレミアムHDMIケーブル」認証を受
けたケーブルを使用し、本機の入力1～4のいずれかに接続してください。入力1/入力2に接
続した場合は、「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－「HDMI対
応信号モード」から機器を接続した入力を選び、「フルモード」に設定を変更してください。
Dolby Vision映像を視聴時は、映像調整の一部が変更できません。
入力映像がDolby VisionかつVRR信号の時は、 「Dolby Vision（ゲーム）」に設定してくだ
さい。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

明るさセンサー※1

センサーの入切や動作範囲を設定します。

メニュー項目名 設定

明るさセンサー 入、切 周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整します。

画面表示 する、しない

最大値 －15～0～+16

最小値 －16～0～+15

明るさ※1

画面をお好みの明るさに手動で調整します。明るさセンサー入時は変更できません。

設定

－16～0～+16

※1　設置場所を店頭に設定し、AVポジションが「AIオート」の時は選択できません。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

映像レベル※1

映像の強弱を調整します。

設定

0～+40

黒レベル※1

画面を見やすい明るさに調整します。

設定

－30～0～+30

色の濃さ※1

映像の色の濃さを調整します。

設定

－30～0～+30

※1　AVポジションが「AIオート」のときは選択できません。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

色あい※1

色を調整します。

設定

－30～0～+30

シャープネス※1

画面をお好みの画質に調整します。

設定

0～+20

※1　AVポジションが「AIオート」のときは選択できません。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

プロ設定

高度な映像調整の設定ができます。

※プロ設定の項目は、AVポジションが「AIオート」のときは選択できません。

メニュー項目名 設定

カラーマネージメン

ト-色相※1※2

Red －30～0～+30

色の構成要素となる6つの系統色を
調整し、色相を変化させます。

Yellow －30～0～+30

Green －30～0～+30

Cyan －30～0～+30

Blue －30～0～+30

Magenta －30～0～+30

リセット する、しない

カラーマネージメン

ト-彩度※1※2

Red －15～0～+15

色の構成要素となる6つの系統色を
調整し、彩度を変化させます。

Yellow －15～0～+15

Green －15～0～+15

Cyan －15～0～+15

Blue －15～0～+15

Magenta －15～0～+15

リセット する、しない

※1　4T-C65EU1/4T-C55EU1/4T-C70EN1/4T-C65EN1/4T-C60EN1/4T-C55EN1/4T-
C50EN2/4T-C43EN2/4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-C60EP1/4T-
C55EP1のみ表示されます。

※2　AVポジションが「PC」のときは選択できません。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

プロ設定（つづき）

メニュー項目名 設定

カラーマネージメン

ト-明度※1※2

Red －30～0～+30

色の構成要素となる6つの系統色を
調整し、明度を変化させます。

Yellow －30～0～+30

Green －30～0～+30

Cyan －30～0～+30

Blue －30～0～+30

Magenta －30～0～+30

リセット する、しない

色温度調整

色温度 高、高-中、中、
中-低、低

青みがかった白（色温度：高）にする
か、赤みがかかった白（色温度：低）
にするかを調整します。また、色温度
ごとにRゲイン、Gゲイン、Bゲイン値を
変えてホワイトバランスを微調整する
ことができます。

Ｒゲイン(低) －30～0～+30

Ｇゲイン(低) －30～0～+30

Ｂゲイン(低) －30～0～+30

Ｒゲイン(高) －30～0～+30

Ｇゲイン(高) －30～0～+30

Ｂゲイン(高) －30～0～+30

リセット する、しない

※1　4T-C65EU1/4T-C55EU1/4T-C70EN1/4T-C65EN1/4T-C60EN1/4T-C55EN1/4T-
C50EN2/4T-C43EN2/4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-C60EP1/4T-
C55EP1のみ表示されます。

※2　AVポジションが「PC」のときは選択できません。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

プロ設定（つづき）

メニュー項目名 設定

スマートカラーマッチン

グ※1 強、中、弱、切
映像を解析し、色合いを自動で調整します。強中弱で
その効果量を切り替えます。

動画補正※2※3

(EU1/EP1の場合)
スキャンスピード
倍速駆動(強)/ 倍速駆動/切
(EN1/EN2の場合)
480スピード/ 倍速駆動(強)/
倍速駆動/切
（EL1/EJ1の場合）
120スピード/切

動きの速い映像をくっきりと、より見やすくする設定です。

解像感※2※4 アドバンス、スタンダード 主にディテール部分の解像感を上げます。

ダイナミックレンジ

拡張※2※5 0～+6 ローカルディミング制御とピーク輝度の設定です。

アクティブ

コントラスト※2
入(センサー連動)※6、
入、切

シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整しま
す。

※1　4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-C60EP1/4T-C55EP1のみ表示されます。AVポジションが「ダイナ
ミック」「スポーツ」「Dolby Vision(ダイナミック)」のときに選択できます。

※2　AVポジションが「PC」の時は選択できません。
※3　AVポジションが「ゲーム」「スポーツ」のときは選択できません。
※4　4T-C65EU1/4T-C55EU1/4T-C70EN1/4T-C65EN1/4T-C60EN1/4T-C55EN1/4T-C50EN2/4T-

C43EN2/4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-C60EP1/4T-C55EP1のみ表示されます。
※5　4T-C65EU1/4T-C55EU1/4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-C60EP1/4T-C55EP1のみ表示され

ます。
※6　4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-C60EP1/4T-C55EP1のみ表示されます。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

プロ設定（つづき）

メニュー項目名 設定

ガンマ※1 －3～0～+3 映像の明るい部分と暗い部分の階調の差を調整できます。

HDRガンマ※2 －2～0～+2 HDR信号入力時の映像調整をします。値を大きくすると輝度を重
視し、値を小さくすると明るさを抑え、階調表現を重視します。

フィルム・デジャダー
※3※4※5

なめらか
（強）、なめら
か、切

映像や音楽ソフトに多い24コマ／秒の素材映像をなめらかに表示
する設定です。

ノイズリダクション
※3※5

自動、強、
中、弱、切 映像に乗ったノイズを減らし、スッキリさせる機能です。

リビングビュー※6※7 入、切 階調表現をコントロールし、広範囲で視聴するのに適した設定で
す。

※1　HDR信号入力時は選択できません。
※2　HDR信号入力時以外は選択できません。
※3　AVポジションが「PC」のときは選択できません。
※4　AVポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
※5　入力信号の種類や映像コンテンツによっては、効果がわからないことがあります。
※6　リビングビュー機能の切換時には、一定時間黒画面となります。リビングビュー機能の自動切

換が発生するDolby Vision映像入力時にも、同様の黒画面が発生する場合があります。
※7　4T-C55EU1/4T-C55EN1/4T-C55EL1/4T-C50EL1/4T-C43EL1/4T-C43EN2/4T-

C50EJ1/4T-C55EP1のみ表示されます。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

リセット

AVポジションごとの設定を初期値に戻します。

設定

する、しない
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

省エネモード

省エネモード時に省エネモードの設定画面を表示します。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

音声調整

音質モード

音質モードを切り換えます。

メニュー項目名 設定

標準 標準設定です。

ダイナミック メリハリの効いた設定です。

イマーシブサウンド※ 立体感・臨場感をより強調した設定です。

音楽ライブ 音楽ライブに最適な設定です。

※4T-C65EU1/4T-C55EU1/4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-C60EP1/4T-
C55EP1のみ表示されます。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

オートボリューム

急激な音量変化を抑制し、自動で音量を調整します。

設定

入、切

お知らせ

この機能は、本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外
部スピーカーに対しては働きません。
放送やBD/DVDなどのコンテンツによっては、本機能の効果が十分に得られない場合があ
ります。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

高音

高音を調整できます。

設定

－15～0～+15

低音

低音を調整できます。

設定

－15～0～+15

バランス

左右のスピーカー音声のバランスを調整できます

設定

左30～中央～右30
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

ハイトスピーカーレベル※

ハイトスピーカーの音声レベルを調整できます。「切」にすることで出力が停止します。

設定

切～－14～0～＋15

※4T-C65EU1/4T-C55EU1/4T-C75EP1/4T-C70EP1/4T-C65EP1/4T-C60EP1/4T-
C55EP1のみ表示されます。

Dolby Atmos

Dolby Atmosコンテンツを再生時に立体的な音響を楽しめます。通常は「入」でご使用くだ
さい。Dolby Atmosの効果を無効にしたい場合は「切」に設定してください。
AVポジションごとに設定できます。Dolby Atmosの効果を楽しみたい場合は、設定が「入」
になっていることを確認してください。

設定

入、切
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

サラウンドモード

サラウンドモードを選択します。

設定

Dolbyサラウンド Dolby Atmosコンテンツ以外でも、Dolby Atmosと同じような立体音響が楽しめます。

リビング 立体的なサラウンドが楽しめます。

シアター 映画館のような臨場感あふれるサラウンドが楽しめます。

スタジアム スタジアムで聞いているようなサラウンドが楽しめます。

切 サラウンドを無効にします。

お知らせ

AVポジションを「スポーツ」に設定すると、自動的にサラウンドモードの「スタジアム」が選択さ
れます。
Dolby Atmosコンテンツ再生時、音質モード「音楽ライブ」設定時は、サラウンドモードは選
択できません。

リセット

AVポジションごとの項目を初期設定に戻します。

設定

する、しない
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

その他の設定

壁掛視聴設定

壁掛け設置に合わせた音質補正をします。

設定

入、切

お知らせ

壁掛視聴設定は、一般的な壁にかけた際の音を設定していますが、壁の材質や設定条
件によっては、本設定が適さない場合があります。その場合はツールメニューから「音声調
整」で調整してください。
この機能は本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部
スピーカーの音声に対しては働きません。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

声の聞きやすさ

人の声や会話などを聞きやすくするための設定です。

設定

入、切
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

画面調整

画面サイズ

放送によっては、画面の両側や上下に黒帯が出る場合があります。「画面サイズ」の設定
で、映像の左右幅や上下幅を変えて黒帯を消すことができます。

画面サイズ切換の設定項目
映像の種類によって、選べる画面サイズは異なります。

項目 内容

アンダースキャン
縦横比をくずさずに、入力信号を画面いっぱい
に拡大して映します。

フル

入力信号を画面いっぱいに映します。

※入力信号16：9の信号に黒帯がついている場
合、黒帯がついたままとなります。

ノーマル
縦横比をくずさずに、4：3サイズの映像をそのま
ま映します。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

画面調整（つづき）

画面サイズ切換の設定項目（つづき）
映像の種類によって、選べる画面サイズは異なります。

項目 内容

ワイド

4：3映像を画面いっぱいに映します。

16：9映像の中央部（4：3）を画面いっぱいに映しま
す。入力信号が16：9で左右に黒帯の付いている
映像を画面いっぱいに映したいときに便利です。

シネマ
シネスコサイズの映画ソフトを画面いっぱいに映しま
す。

Dot by Dot

入力信号の解像度どおりに映します。
※入力信号が4Kより小さい場合は、図のように映
ります。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

画面調整（つづき）

メニュー項目名 設定

時計表示
常に表示する、
選局時のみ表示する、
表示しない

放送または外部入力視聴中、時刻を画面に
表示するかどうかの設定です。

チャンネル常時表示 入、切
放送または外部入力視聴中、チャンネル、入
力情報を常に画面上に表示します。

外部入力情報表示 入、切
機器情報や映像、音声信号が変わるとお知
らせします。

Dolby 切換表示 入、切
Dolby信号が入力されたら画面表示でお知ら
せします。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

タイマー

タイマーの設定画面を表示します。

おはようタイマー

指定した時刻に自動的に電源が入るように設定できます。異なるタイマーを3種類までセットできま
す。

メニュー項目名 設定

おはよう
タイマー①、
おはよう
タイマー②、
おはよう
タイマー③

おはよう
タイマー

入、切

時刻 おはようタイマー時刻設定

くり返し/
曜日選択

くり返し：入、切
曜日：毎週日曜、毎週月曜、毎週火曜、毎週水曜、毎週木曜、毎週金曜、毎週土
曜

入力 地上デジタル、BS、CS、BS4K・CS4K、入力1～5

チャンネ
ル　

起動時のチャンネルを選択してください。

音量 ０～１００

無操作オフ 入、切

お知らせ

無操作オフを「入」にすると、おはようタイマーで電源が入ってから2時間本機を操作しない状態が続
くと、自動的に電源が切れるように設定できます。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

タイマー（つづき）

おやすみタイマー

指定した時刻に、自動的に電源が切れるように設定できます。

メニュー項目名 設定

おやすみタイマー 入、切

時刻 おやすみタイマー時刻設定

お知らせ

「画面をOFFにする時間（無操作オフ）」や「無信号オフ」が設定されている場合は、一番早く
切れるタイマーで電源が切れます。
おやすみタイマーとおはようタイマーを同じ時刻に設定すると、本機が電源待機中のときはおは
ようタイマーが作動し、本機が動作中のときはおやすみタイマーが作動します。
起動中のアプリによっては、タイマーが作動しない場合があります。放送や外部入力視聴中に
お使いください。
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メニュー操作
ツールメニュー項目の一覧

タイマー（つづき）

オフタイマー

指定した時間後に電源を切ります。

メニュー項目名 設定

オフタイマー 入、切

オフまでの時間 0時間30分、1時間00分、1時間30分、2時間00分、2時間30分

お知らせ

設定後にチャンネルを切り換えても終了時刻は変更されません。
起動中のアプリによっては、タイマーが作動しない場合があります。放送や外部入力視聴中
にお使いください。
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メニュー操作

（⇒7-36ページ）

ツールメニュー項目の一覧

基本設定

テレビ全般の設定画面を表示します。

ソフトウェアの更新

ソフトウェア更新メニュー画面を表示します。

本体情報（お困り解決ナビ）

現在の本体情報を表示します。
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メニュー操作
文字を入力する（ソフトウェアキーボード）

本機の操作でUSBハードディスクの機器名の変更、番組表の検索等文字の入力が必要なときは、画面に表示されるソフトウェア
キーボードを使って入力します。

ソフトウェアキーボードは文字入力欄を選んで を押すと表示されます。

上下左右カーソルボタンと を使って画面に従って操作してください。

お知らせ

ソフトウェアキーボードは、アプリのバージョンによってデザインや機能が変更になる場合があります。
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故障かな？
故障かな？と思ったら

放送が受信できないときに確かめること

以下の画面は一例です。
確認のしかたが異なる場合は、画面の指示に従ってください。

1. 画面のメッセージを確認し、 を押す

受信状態が悪い場合、次のような画面が表示されます。
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故障かな？
故障かな？と思ったら

放送が受信できないときに確かめること

2. 受信状態に応じた対処のしかたを確認し、上下左右カーソルボタンで「受信状態一覧へ」を選び、 を押す
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故障かな？
故障かな？と思ったら

放送が受信できないときに確かめること

3. デジタル放送の受信強度や受信できるチャンネルなどを確認する
直前に視聴していた放送（「地上デジタル」または 「BSデジタル」「110度CSデジタル」のいずれか一方）が一覧で表示されます。

BS・CSアンテナの右旋／左旋を切り換えるには

を押し、上下カーソルボタンで右旋または左旋を選び を押します。(表示が切り換わるまで時間がかかる場合があります。)
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故障かな？
故障かな？と思ったら

放送が受信できないときに確かめること

4. 確認したら、 を押して受信状態一覧の画面を消す

アンテナとの接続について
⇒同梱の取扱説明書「テレビを見るための準備」をご覧ください。
かんたん初期設定をやり直すとき
⇒同梱の取扱説明書「テレビを見るための準備」をご覧ください。

お知らせ

BS・110度CSデジタル放送について

デジタル放送には有料放送があります。視聴するには、視聴契約する必要があります。BS・110度CSデジタル放送が受信できない場
合は、視聴契約がお済みかどうかご確認ください。

110度CSデジタル放送のチャンネル番号が見つからないときは
①CSデジタル放送を選びCS100chを選局し、約5秒待つ

（2022年8月現在CS100chは放送されていません。"現在放送されていません。[E203]"と表示されますが、そのままお待ちください。）

②CS001chを選局し、約5秒待つ
（2022年8月現在CS001chは放送されていません。"現在放送されていません。[E203]"と表示されますが、そのままお待ちください。）

③番組表で選局したい放送局のチャンネル番号が表示されている事を確認する（⇒2-3ページ）

BS4K・110度CS4K放送を初めて選局するときは
「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「テレビ放送設定」－「BS4K・CS4K放送チャンネルサーチ」を行ってく
ださい。
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故障かな？
故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは

こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

映像も音声も出ない 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。
電源ランプが緑色に点灯していますか。

同梱の取扱説明書

アンテナケーブルは接続されていますか。

端子を間違えて接続していませんか。

アンテナケーブルが切れていませんか。
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故障かな？
故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

映像も音声も出ない テレビ放送を見たいのに、入力１などに切り換えられていませんか。
「地上」「BS」ボタンを押してみてください。

1-4

外部機器の映像が出ないとき、正しく入力切換ができていますか。
「入力切換」ボタンを押して入力を切り換えてみてください。

1-4

「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「テレビ放
送設定」－｢アンテナ設定・受信確認｣－｢選局中チャンネル(BS・CSアン
テナ電源)｣でBS・CSアンテナ電源を｢入｣にしてみてください。

9-1～9-4
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故障かな？
故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

テレビ放送画面の動きが止
まってしまったり、ノイズが出
る

VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSデジタルアンテナケーブルと接近していませんか。
ノイズがでるときはケーブル同士を離すと軽減されることがあります。 同梱の取扱説

明書アンテナケーブルは正しく接続されていますか。

アンテナの向きは正しいですか。

事象が出るチャンネルに選局し、「ツール」－「基本設定」
－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「テレビ放送設定」
－「アンテナ設定・受信確認」で選局中のチャンネルが、
｢[A]良好です。｣と表示されていることを確認してください。
表示が異なる場合は、アンテナ受信強度に関するエラー
メッセージ （⇒8-31ページ）をご覧になり必要な処置をして
ください。

9-1～9-7

110度CSデジタル放送の場合は、アンテナケーブルや分配器は110度CS帯域対応のものを使用して
いますか。

―

BS4K・110度CS4K放送の場合は、アンテナケーブルや分配器はSHマークに対応したものを使用して
いますか？

―

特定のチャンネルだけ映らな
い

WOWOWやスターチャンネル、スカパー！ は有料です。視聴するためには契約をしてください。 ―

映らないチャンネルを選局し、「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「テレビ
放送設定」－「アンテナ設定・受信確認」－「選局中チャンネル(BS・CSアンテナ電源)」で、アンテナ
の受信強度を確認してください。

7-8・9-1～
9-7
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故障かな？
故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

地上デジタル放送が受信できな
い

地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されています
か。

―

アンテナ線は正しく接続されていますか。 同梱の取扱説明書

お住まいの地域を地域選択で正しく設定し、地上デジタル放送チャンネル
サーチを実行しましたか。

9-8

チャンネル設定は正しくされていますか。 9-15～9-16

引っ越したときなどは、「ツール」－「基本設定」－「システム」－「かんたん
初期設定」を行ってください。

同梱の取扱説明書

BSデジタル・110度CSデジタル
放送に雑音が出たり、まったく受
信できなくなる

強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。強風などでアンテナ
の向きが変わっていませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本
機の故障ではありません。

―
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故障かな？
故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

4K放送が受信できない

屋外アンテナの向きやケーブルの配線を確認してください。 同梱の取扱説明書

表示されないチャンネルを選局し、「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」
－「チャンネル」－「テレビ放送設定」－｢アンテナ設定・受信確認｣－｢選局中
チャンネル(BS・CSアンテナ電源)」をお試しください。各衛星放送の受信状態を確
認できます。

7-8

4K放送の特定のチャンネルが受信
できない

表示されないチャンネルを選局し、「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」
－「チャンネル」－「テレビ放送設定」－｢アンテナ設定・受信確認｣－｢選局中
チャンネル(BS・CSアンテナ電源)」をお試しください。各衛星放送の受信状態を確
認できます。

7-8・8-2

4KのCS放送が受信できない、とき
どき止まる

「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「テレビ放送設
定」－｢アンテナ設定・受信確認｣－｢信号テスト｣の｢CS4K(左旋)｣をお試しくださ
い。

7-8・8-2
屋外アンテナの向きやケーブルの配線を確認してください。
また分配器、分波器、ブースター、ケーブル等が左旋円偏波対応していない可
能性があります。販売店などにご相談ください。

BSデジタル放送のハイビジョン放送
は受信できるが、4K放送が受信で
きない、ときどき映像が乱れる

BSデジタルは視聴できますが、BS4Kが視聴できない場合があります。
「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「テレビ放送設
定」－｢アンテナ設定・受信確認｣－「信号テスト」の「BSデジタル・BS4K（右旋）」
や「BS4K(左旋)」をお試しください。 7-8
BS4Kを視聴する場合、受信品質が60以上になるように、屋外アンテナの向きや
ケーブルの配線の確認、ブースターの調整をしてください。
屋外アンテナの点検は、販売店などにご相談ください。

本機の近くに2.4GHz帯を利用した無線端末や、電子レンジを置かないでくださ
い。本機の内部チューナーと干渉し、一部のチャンネルの受信感度に影響が出る
場合があります。

―
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故障かな？
故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

番組表が表示されない
番組表に表示されない番組が
ある

地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、番組表に情報が
表示されません。「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャン
ネル」－「テレビ放送設定」－「番組表取得設定」を「入」に設定すると、リ
モコンで電源を切った（待機状態）ときに各放送チャンネルの番組表情報を
取得します。

7-9

番組表が表示されていないチャンネルに選局し、2分程度お待ちください。 ―

電源を入れた後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信
に時間がかかります。しばらくお待ちください。

―

番組を予約しても受信できてい
ない

契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などを予約し
ていませんか。

7-11・9-21
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故障かな？
故障かな？と思ったら

画質が悪いときは
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

色が薄い（白っぽい）
色あいが悪い

お困り解決ナビで詳細を確認できます。 お困り解決ナビ

AVポジションを変更することで、改善する場合があります。
「ツール」－「映像調整」－「AVポジション」で設定を変更してみてください。

7-67

「ツール」－「映像調整」－「色の濃さ」、「色あい」を調整してみてください。 7-70・7-71

液晶パネルの視野角特性により斜め方向から見ると映像内容によっては、
色が薄くなったり、色あいが変わったりする場合がありますが故障ではありま
せん。

―

画面が暗い

お困り解決ナビで詳細を確認できます。 お困り解決ナビ

明るさセンサーの前に物などを置いていませんか。 同梱の取扱説明書

AVポジションを変更することで、改善する場合があります。
「ツール」－「映像調整」－「AVポジション」で設定を変更してみてください。

7-67

「ツール」－「映像調整」－「明るさ」を調整してみてください。明るさセン
サーが有効になっているときは、変更できません。

7-69
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故障かな？
故障かな？と思ったら

画質が悪いときは
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

黒色が潰れる
「ツール」－「映像調整」－「明るさ」、「黒レベル」、「プロ設定」－「ガンマ」
を調整してみてください。

7-69～7-70・7-75

画面がちらついたり、ざらついたり
する

「ツール」－「映像調整」－「プロ設定」－「ノイズリダクション」を、「自動」
「強」「中」「弱」のいずれかに設定してみてください。

7-75

8-12
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故障かな？
故障かな？と思ったら

テレビ視聴や画面
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

時計表示が画面に出ない、また
は消えない

アプリ実行中は表示できません。テレビ放送、外部入力視聴中のみ表示
できます。

―

リモコンの時計/画面表示ボタンを繰り返し押してみてください。 2-31

「ツール」－「画面調整」－「時計表示」の設定を確認してください。 7-87

字幕表示が画面にでない
放送によっては、字幕を送っていない場合があります。 ―

字幕ボタンを押し、「表示方法」が「切」になっていませんか。 2-41

地上デジタルの放送局のマーク
が表示されない

地上デジタルの各放送局をしばらく視聴すると、放送局のマークが表示さ
れます。

―
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故障かな？
故障かな？と思ったら

テレビ視聴や画面
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

数字ボタンを押しても選局でき
ない

デジタル放送視聴中ではないときは、数字ボタンで選局できません。
リモコンの地上、BS、CS、4Kボタンを押してデジタル放送に切り換えてから
選局してください。

同梱の取扱説明書

新しいソフトウェアが準備できまし
た。と表示される

本機は、機能アップや機能改善、またはセキュリティ機能の向上などを目
的に、ソフトウェアのアップデート（更新）を実施します。より快適にお使いい
ただくために、ソフトウェアは常に最新の状態にしていただくようお願いいたし
ます。ホーム画面の「詳細」を選び、ソフトウェアを更新してください。

―

8-14
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故障かな？
故障かな？と思ったら

全般
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

リモコンは動作しているが、画面
が動かない。遅れて動く。

同梱の取扱説明書の「本機の操作ができなくなったときは」をご確認くださ
い。

同梱の取扱説明書

電源ボタンを5秒以上押し続け、画面が消えたら、ボタンから手を離してく
ださい。本機の電源がいったん切れますので、約1分待ってから電源ボタン
を押して電源を入れたあと、再び操作をやり直してください。

―

映像は出るが音声が出ない

音量調整が最小になっていませんか。 同梱の取扱説明書

「消音」状態になっていませんか。
リモコンまたは本体の音量＋ボタンで音量をご確認ください。

同梱の取扱説明書

ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 1-17

外部スピーカーを接続している場合、ファミリンクボタンを押し、「スピーカー
切換」を「TV」に設定してください。

―

音声は出るが映像が出ない
｢ツール｣－｢視聴操作｣－｢映像オフ｣中ではありませんか。映像オフは、音
量以外のボタンを押すと画面が表示されます。

7-62

接続ケーブルが抜けていませんか。 ―

見覚えのない画面が表示される
（背景モードが起動している）

ホームメニューやアプリのメニュー画面などで、操作をせずにいた場合、10分
後に背景モードが起動する仕様となります。いずれかのリモコンキーを押す
ことで解除することができます。背景モードは無効にすることはできません。

―
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故障かな？
故障かな？と思ったら

全般
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

テレビ放送と各入力の音量が
違って聞こえる

接続されている機器や、再生するディスク等により入力される音声レベルが
異なる場合があります。

同梱の取扱説明書

BDレコーダーなどの外部機器の
映像が映らない、外部機器の
映像が映らなくなった

外部機器の電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ―

外部機器の電源は入っていますか。 ―

外部機器を接続している入力を選んでいますか。 1-4

外部機器からアンテナケーブルがはずれていませんか。 ―

リモコンで電源を切った後など
に、ときどき「ピシッ」や「カチ」と音
がする

温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に
影響はありません。

―

本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴るこ
とがあります。

デジタル放送の録画予約を実行している場合
ダウンロードをしている場合
有料放送の契約情報を取得している場合
地上デジタル放送の番組表の情報を取得している場合

―
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故障かな？
故障かな？と思ったら

全般
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

テレビの上部が熱い

内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を
通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。

―

本体の温度が異常に上昇したときは、「本機の温度が上昇しています」と
通知され、その後温度が下がらない場合は、自動的に電源が切れます。

―

テレビの電源を入れた時や切っ
ている時に「ブーン」と音がする

USBハードディスクを本機に接続していませんか。
USBハードディスクは本機の電源 を入れると電源が入り、ハードディスクが
回転するため「ブーン」という音がする場合があります。USBハードディスクの
予約録画中（録画中）も「ブーン」という音がする場合があります。

―

勝手に電源が切れる

自動で電源がオフになるモード（「ツール」－「基本設定」－「システム」－
「電源と省エネ設定」－「省エネツール」－「画面をOFFにする時間（無操
作オフ）」、「ツール」－「基本設定」－「システム」－「電源と省エネ設定」
－「安心・省エネ」－「無信号オフ」など）になっていませんか。

7-46・7-49・7-88

本体の電源ボタンを押しても電
源ランプが消えない

本体の電源ボタンを押して電源を切っても電源ランプは消えません。ランプ
を消すには、電源プラグを抜く必要があります。

―

勝手に電源がつくことがある

｢おはようタイマー｣の設定が｢入｣になっていませんか。
設定をご確認ください。

2-38・7-88

視聴予約を設定していませんか。
予約リストをご確認ください。

3-29
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故障かな？
故障かな？と思ったら

操作やメニュー
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

本体のボタンの操作が
できない

外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。リモコンで本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放
置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。

―

本体操作ロックが設定されていませんか。誤って設定してしまった場合は、「ツール」－「基本設定」－「システム」－「電源と省エ
ネ設定」－「安心・省エネ」－「本体操作ロック」で「しない」を選んでください。

7-49

入力切換しても選べな
い

「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－「外部入力表示」で非表示になっていませんか。 7-15

表示されない設定項
目がある

受信している放送や起動しているアプリによっては、表示されない項目や設定できない項目があります。 ―

省エネモード中は映像調整ができません。 ―

本体マイクが音声を認
識しな
い(EU1/EN1/EP1の
み)

インターネットに接続されていますか。
本体操作部にある本体マイクスイッチは有効になっていますか。 
周囲で大きな音がしていたり、スピーカーからの音量が大きくなっていませんか。 
本体マイクの前に声を遮るものがありませんか。
本体マイクの穴に埃が溜まっていませんか。 
テレビからの音を本機以外のスピーカーから出していませんか。外部スピーカーから音を出すと、本体マイクでの認識がしづらくなり
ます。 
リモコンの Google アシスタントボタンが押され、質問や指示を待っている状態になっていませんか。リモコンの Google アシスタント
ボタンを押して待機状態になっていると本体マイクでの認識ができない場合があります。
上記の確認で問題がない場合は、下記のAQUOSサポートページをご確認ください。

https://jp.sharp/support/cloud/aquos/google_assistant.html

―

Google アカウントのログイン/削除を行った場合、Google サーバーと整合性が取れていない可能性があります。「ツール」－「基
本設定」－「システム」－「再起動」を行い、再度お試しください。

7-56
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故障かな？
故障かな？と思ったら

リモコン関連
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

リモコンが動作しない

電源ランプが緑色に点灯していますか。 ―

乾電池の極性（＋、－）が逆になっていませんか。 同梱の取扱説明書

リモコンの乾電池が消耗していませんか。
リモコンの使用頻度により乾電池の消耗が早くなる場合があります。
リモコンを操作しても時々反応しなくなったときなどは、早めに新しい電池と
交換してください。

同梱の取扱説明書

新しい電池を入れた直後は、動作しない場合があります。少し待ってから
お試しください。

―

リモコンはリモコン受光部に向けてお使いですか。 同梱の取扱説明書
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故障かな？
故障かな？と思ったら

リモコン関連
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

リモコンが動作しない

リモコン番号が本体と一致していますか。画面の中央下に「リモコン番号の
設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要
です。

―

以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。

リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。
リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていませんか。
照明の向きを変えるなどしてみてください。
蛍光灯などが近くにありませんか。
受信設備の消耗減衰のために（映り等に影響する場合もあります）操作
切換が遅くなることがあります。（天候等の環境で受信強度の数値が変動
するとノイズの影響を受けます。）
電池の端子が酸化（薄黒く）していませんか。
室温が極端に低下していませんか。

―
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故障かな？
故障かな？と思ったら

リモコン関連
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

かんたん初期設定のリモコンペア
リングがうまくいかない。

本機の電源を切ってから電源プラグを抜き、再度挿して電源を入れ直して
ください。リモコン側も、もう一度電池を入れ直してください。
画面に従って、もう一度操作してみてください。
ペアリングが開始されるまで1分程度かかる場合があります。
2分間本機が検知できない場合、当項目をスキップできます。

同梱の取扱説明書

Google アシスタントボタンを押し
ても反応しない

「ツール」－「基本設定」－「リモコンとアクセサリ」－「リモコン設定」－「ペア
リング開始」からペアリングを行ってください。ペアリング開始が選択できない
場合は、その下の「ペアリング解除」を行ってから、ペアリングを開始してくだ
さい。

1-1・7-59

8-21

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/8-20.html?prev


故障かな？
故障かな？と思ったら

インターネット関連
こんな症状が出るときは ここをお確かめください 参照ページ

インターネットに接続できない

お困り解決ナビで詳細を確認できます。 お困り解決ナビ

LAN ケーブルやネットワーク機器の電源コードが外れていないか確認してく
ださい。

―

【パソコンをお持ちの場合】
ご使用になっているLANケーブル(CAT5以上）をパソコンに差し込み、パソコ
ンでインターネットに接続できるかどうか試してください。
接続できる場合は、ブロードバンドルーターからLAN側（本機側）の接続・
設定を確認してください。
接続できない場合は、ブロードバンドルーターからWAN側（プロバイダー側）
の接続・設定を確認してください。

―

【停電などにより、モデムやケーブルモデム、ブロードバンドルーターの電源を
いったん切った場合など】
電源が再投入されてから数分程度インターネットが復旧するまで時間がか
かる場合があります。

―

外部からのノイズなどにより、通信機能に障害が発生した可能性がありま
す。本体の電源ボタンで電源を切り、1分間放置した後、再度電源を入
れてください。

―

8-22
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故障かな？
故障かな？と思ったら

無線LAN関係について
こんなときに ここをお確かめください 参照ページ

無線LANで接続できない

「本機をインターネットに接続するためのLAN環境」をご覧いただき、インターネット
環境をご確認ください。

4-4～4-5

「無線LAN使用上のご注意」をご覧いただき、接続、設定状態をご確認ください。 同梱の取扱説明書

無線LANの接続設定を実施されましたか。接続、設定状態をご確認ください。 ―

ブロードバンドルーターやアクセスポイントの設定は正しく設定されていますか。機
器の取扱説明書をご確認ください。

―

正常動作の表示が
されない場合

次のことを確認してく
ださい。

アクセスポイントの電源が入っていますか。アクセスポイントの
取扱説明書をご覧ください。

―

アクセスポイントの設定はされていますか。アクセスポイントの
取扱説明書をご覧ください。

―

すでにアクセスポイントに接続している機器はありますか。接
続している機器の数や設定によっては、接続できない場合
があります。本機のみ接続して確認してください。

―

アクセスポイントを複数台お使いですか。無線のチャンネル
や周波数が競合していないか確認してください。

―

有線接続で接続できますか。「インターネットに接続できな
い場合は」の手順で、インターネット環境が正しく接続され
ているか確認してください。

4-12～4-13
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故障かな？
故障かな？と思ったら

無線LAN関係について
こんなときに ここをお確かめください 参照ページ

映像や音声が途切れる、または
つながらなくなった

無線LANアクセスポイントの設置場所は、本機から遠い場所に設置されて
いませんか。設置環境によっては、電波が小さくなり通信が途切れたり届か
なくなります。「ツール」－「基本設定」－「ネットワークとインターネット」から
接続した無線LANアクセスポイントを選択して、受信強度が良好か確認し
てください。受信強度が良くない場合は設置場所を変えてみてください。

―

ご使用の無線LANアクセスポイントが高速無線通信
（802.11n／5GHz／40MHz）に対応していない場合、通信速度が足りず
視聴ができない場合があります。無線LANアクセスポイントの対応方式と
設定を確認してみてください。

―

無線LANアクセスポイントは、本機以外に、パソコン/ゲーム機などを無
線LANで接続していますか。無線LANアクセスポイントに複数のネットワー
ク機器を同時使用する場合、通信速度が落ちて視聴に影響を与える場
合があります。他の機器の接続を停止して本機だけ接続してみてください。

―

電子レンジ／他の通信機器などを使用していますか。同じ周波数を利用
する無線通信機器との干渉、電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電
波障害の影響で、通信速度が落ち視聴に問題を与える場合があります。
他の通信機器の電源を落として確認してみてください。またはアクセスポイ
ントの設定で通信周波数を変更してみてください。

―

無線LANアクセスポイントに、本機および他の機器から無線設定を行うと、
アクセスポイントの無線設定が変更される場合があります。アクセスポイント
の設定を確認してみてください。

―

「無線LAN使用上のご注意」も、合わせてご覧ください。 同梱の取扱説明書
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故障かな？
故障かな？と思ったら

無線LAN関係について
こんなときに ここをお確かめください 参照ページ

無線接続設定ができない
無線LANアクセスポイントの設置場所は、本機から遠い場所に設置されて
いませんか。設置環境によっては、電波が弱くなり接続できない場合があり
ます。本機の近くに設置して再度設定してみてください。

4-12～4-13
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故障かな？
故障かな？と思ったら

映像配信サービス関連について
こんなときに ここをお確かめください 参照ページ

映像や音声がときどき停止する

映像配信サービスをお楽しみになる場合は、インターネット環境などが必要
です。

4-1

ご家庭のインターネット環境に接続しているパソコンで、大容量のファイルを
ダウンロードしたり、動画をストリーミング再生したり、別のテレビでも映像配
信サービスの再生をしたりしていませんか。回線の使用状況によっては、映
像や音声が停止します。他の機器の使用を中断したあと、もう一度映像
配信サービスを再生してみてください。

―

本機とブロードバンドルーターをLANケーブルで接続してください。 4-4～4-5

ブロードバンドルーターなどの機器の性能によっては、通信速度が足りない
場合があります。回線事業者やプロバイダーから機器をレンタルしている場
合は、ご加入の回線事業者やプロバイダーにご確認ください。

―

光回線（FTTH）をご利用の場合でも、ご加入のプランによっては映像配信
サービスを再生するために十分な通信速度でない場合があります。ご加入
の回線事業者やプロバイダーにご確認ください。

―

映像配信サービスの画質が悪い

デジタル放送とは異なる方式で映像を配信しているため、デジタル放送の
ハイビジョン放送と画質が異なります。

―

映像の圧縮率が高いコンテンツの場合は、低画質になります。 ―

インターネット接続速度の影響で画質が低下する場合があります。 ―
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故障かな？
故障かな？と思ったら

USBハードディスク
こんなときに ここをお確かめください 参照ページ

USB ハードディスクが使用でき
ない／登録できない

お困り解決ナビで詳細を確認できます。 お困り解決ナビ

動作確認済みのUSB ハードディスクか確認してください。　
AQUOSサポートページでご確認いただけます。

―

録画用USB端子（ハードディスク用）にUSBハードディスクが接続されてい
るか確認してください。

3-7

USB端子に接続したUSBハード
ディスクが録画機器選択画面に
出ない

USBハードディスクの電源が入っていますか。正しく接続されていますか。 3-7

接続したUSBハードディスクは、「初期化」を実施しましたか。事前に「ツー
ル」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」－「録画機器設
定」－「初期化」をする必要があります。

3-9～3-12

USBハードディスクに正しく録画
できない

録画機器選択で「USB-HDD」が選択されていますか。 7-3

USBハードディスクに十分な残量がありますか。残量が少ない場合は、不
要な番組を削除するか、残量のある別のUSBハードディスクを接続してくだ
さい。

―
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故障かな？
故障かな？と思ったら

USBハードディスク
こんなときに ここをお確かめください 参照ページ

USBハードディスクに録画したコ
ンテンツが表示されない／再生
できない

本機に接続しているUSBハードディスクは本機で録画したものですか。本
機以外のテレビ受信機で録画されたUSBハードディスクを本機で表示／
再生することはできません。

―

「ツール」－「基本設定」－「システム」－「再起動」をお試しください。再起
動することで録画リストが更新される場合があります。

7-56

本機が故障した際に主要部品を交換していませんか。 ―

USBハードディスクに録画した番
組が消えた

USBハードディスク使用中に停電や雷などによる瞬間的な停電、USBハー
ドディスクの電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなどで電源が切れません
でしたか。
（上記の場合、録画した番組が消える場合があります。）
（録画した番組がすべて消えた場合や、USBハードディスクが動作しない場
合は、機器の初期化を行ってください。）

―

録画したハードディスクと異なるUSBハードディスクをつないでいませんか。 ―
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故障かな？
故障かな？と思ったら

ファミリンク関係について
こんなときに ここをお確かめください 参照ページ

ファミリンク連携が正常に動作し
ない

「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－「ファミリン
ク」－「レコーダー選択」を確認し、録画、ファミリンク連携に使用する機器
を選択してください。

7-13

「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－「ファミリン
ク」－「ファミリンク制御（連動）」が「入」になっていることを確認してください。

7-13

レコーダーの設定でファミリンク機能が有効になっていることを確認してくださ
い。詳しくはレコーダーの取扱説明をご確認ください。

―

テレビとレコーダーの電源を、それぞれ入れ直してみてください。 ―
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故障かな？
故障かな？と思ったら

Bluetooth関係について
こんなときに ここをお確かめください 参照ページ

ペアリングしたBluetooth®機器
が接続できない

一度ペアリングを解除し、もう一度ペアリングを行ってください。 7-57

Bluetooth®機器をペアリングで
きない

テレビとペアリングをしたい機器が登録待機状態であるか確認してください
（機器によってはペアリングボタンを押す必要があります)。

―

Bluetooth®機器を本機に近づけてみてください。 ―

お使いのBluetooth®機器の最新バージョンのソフトウェアが入手可能かを
確認してください。

―
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

アンテナ受信強度に関するもの
エラーメッセージ例 対処のしかた 参照ページ

［B］受信品質が不足
しています

各放送の信号テストで、受信品質の値が安定的に視聴できる範囲に入るように、アンテナの向きや
ブースターの調整が必要です。
ブースターをご利用になっている場合は、受信強度が推奨範囲に入るように調整してください。
屋外アンテナの点検は、販売店などにご相談ください。

9-1～9-7

［C］受信強度が強すぎ
ます。または不足してい
ます。

受信強度が強すぎたり、不足しているため、受信障害が発生しています。不足している場合は、ブース
ターの挿入や調整が必要です。強すぎる場合は、ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。
ブースターをご利用になっている場合は、受信強度が推奨範囲に入るように調整してください。
販売店などにご相談ください。

―

ブースターの調整や取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。 ―

［D］受信状態が良くあ
りません。

アンテナ信号が劣化しています。アンテナの接続、および調整を確認しても改善しない場合は、販売店などに
ご相談ください。

―

［E］受信できません。

アンテナが正しく設置されているか確認してください。 ―

アンテナ線を確認してください。
改善しないときは、屋外アンテナの点検が必要です。
新4K8K衛星放送の場合、アンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等が左旋円偏波対応し
ていない可能性があります。
点検、右左旋円偏波対応製品については、販売店などにご相談ください。

―

アンテナ電源の設定が合っているか確かめてください。 9-1～9-7

［F］信号品質が不安
定です。

雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合があります。 ―

本機の近くに2.4GHz 帯を利用した無線端末や、電子レンジを置かないでください。本機の内部チューナーと
干渉し、一部のチャンネルの受信感度に影響が出る場合があります。

―
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

放送の受信・視聴に関するもの
エラーメッセージ例 エラーコード 対処のしかた 参照ページ

このチャンネルは契約されていま
せん。
ご覧のチャンネルのカスタマーセン
ターへご連絡ください。

****

ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。
契約確認のためACAS番号が必要な場合があります。
｢ツール｣－｢本体情報（お困り解決ナビ）｣で番号を確認
してください。

―

8-32 次ページへつづく⇒

file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/8-31.html?prev


故障かな？
エラーメッセージが出たら

放送の受信・視聴に関するもの
エラーメッセージ例 エラーコード 対処のしかた 参照ページ

受信状態が悪くなっています。
この番組は降雨対応画面に切
り換えることができます。

E201
降雨対応画面に切り換えて視聴してい
ただくか、天気の回復をお待ちください。

9-19

アンテナ信号レベルが強すぎて
放送が受信できません。信号レ
ベルを調整してください。

****

アンテナ信号が強すぎるため、受信障
害が発生しています。ブースターの調整
や減衰器の挿入が必要です。販売店
などにご相談ください。

―

放送が受信できません
リモコンの【地上】【BS】
【CS】【4K】ボタンを押して
見たい放送が受信できる
か確認してください。
アンテナケーブルが正しく接
続されているか
抜けやゆるみがないかを確
認してください。

E202

アンテナ線を確認してください。
同梱の取扱説明書
「テレビを見るための準
備」

アンテナの設定と受信強度を確認してく
ださい。

8-1～8-4・
9-1～9-7

雨や雪などの天候の影響で一時的に
受信できない場合もあります。

―
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

放送の受信・視聴に関するもの
エラーメッセージ例 エラーコード 対処のしかた 参照ページ

現在放送されていません。
番組表などで放送時間を確認してください。
アンテナケーブルが正しく接続されているか
抜けやゆるみがないかを確認してください。
地上デジタル放送の場合は、「テレビ放送設
定」内の「地域」と「チャンネル設定」を確認
し、正しく登録されているか確認してくださ
い。(登録できていない場合は、チャンネル
サーチをおすすめします。)

E203

番組表などで放送時間を確かめてください。 ―

受信強度を確認してください。 8-1～8-4・
9-1～9-7

雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できな
い場合もあります。

―

このチャンネルが見つかりません。番組表などでチャ
ンネルを確認してください。

E204 番組表などでチャンネルを確かめてください。 ―

アンテナ線の接続や設定に不具合がありますので
アンテナ電源を「切」にしました。
BSやCSが受信できないときは、一度テレビの電源
を切り、アンテナを再接続してから、電源を入れ直
してください。

****

電源を入れ直してください。 ―

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信で
きない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接
続を確認してから電源を入れ直してください。

9-1～9-7・
同梱の取扱説明書
「テレビを見るための準備」

○○○チャンネルのサービスは、この受信機では受
信できません。

E210 選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局して
ください。

―
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

放送の受信・視聴に関するもの
エラーメッセージ例 エラーコード 対処のしかた

契約期限が切れています。ご覧の
チャンネルのカスタマーセンターへご
連絡ください。

****
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。

契約確認のためACAS番号が必要な場合があります。｢ツール｣－｢本体情報（お困り解決
ナビ）｣で番号を確認してください。

このチャンネルは視聴条件により、ご
覧いただけません。ご覧のチャンネル
のカスタマーセンターへご連絡くださ
い。

****
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。

契約確認のためACAS番号が必要な場合があります。｢ツール｣－｢本体情報（お困り解決
ナビ）｣で番号を確認してください。

受け付け時間を過ぎていますので
購入できません。

**** 番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあります。

データが受信できません。 E400 現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャ
ンネルを再度選局してください。

対象地域外のため、データを表示
できません。

E401 現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。

本機では、データを表示できませ
ん。

E401 現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。

データの表示に失敗しました。 E402 現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャ
ンネルを再度選局してください。
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

USBハードディスク利用時に関するもの
エラーメッセージ例 対処のしかた

USB-HDDが接続されていない、も
しくは電源が切れているため録画で
きません。

USBハードディスクを本機に接続してください。
初めて本機に接続するUSBハードディスクの場合は、接続後に初期化（登録）してください。
（⇒3-8～3-12ページ）
USBハードディスクの電源を入れてください。

USB-HDDが認識できないため、録
画できません。USB-UDDを接続し
直してください。

タイトルが一杯です。これ以上録画
できません。 本機で録画できるUSBハードディスクのタイトル数は最大999タイトルです。不要なタイトルを消去してから録画

してください。録画できる最大タイトル数を超えて
います。

USB-HDDの準備中です。しばらく
お待ちください。

USBハードディスクの準備が終わるまでお待ちください。

USB-HDDに異常があり、録画を停
止しました。

USBハードディスクの故障の可能性があります。USBハードディスクの状態をお確かめください。

USB-HDDの空き容量がなくなった
ため録画を中断しました。 不要なタイトルを消去してください。

（⇒3-41～3-47ページ）ハードディスクの容量が不足してい
ます。

初期化中のため録画できません。 USBハードディスクの初期化（登録）が終わるまでお待ちください。
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

USBハードディスク利用時に関するもの
エラーメッセージ例 対処のしかた

予約できる番組数を超えているた
め、予約できません。

最大100件(地上/BS/110度CSデジタル放送/BS4K・110度CS4K放送)までの予約が可能です。新しい予約
を設定する場合は、どれか他の予約を消去してください。
（⇒3-30ページ）

USB-HDDが接続されていない、も
しくはUSB-HDDの電源がオフになっ
ていました。
USB端子(ハードディスク用)に接続
し、電源を入れておいてください。

USBハードディスクを本機に接続してください。

初めて本機に接続するUSBハードディスクの場合は、接続後に初期化しておいてください。
（⇒3-8～3-10ページ）

USBハードディスクの電源を入れておいてください。

タイトル数の制限を超えたので録画
できませんでした。別の録画
用USB-HDDを使用してください。こ
のUSB-HDDに録画を行う場合に
は、不要なタイトルを消去してくださ
い。

本機で録画できるUSBハードディスクのタイトル数は最大999タイトルです。別のUSBハードディスクを本機に接
続してください。もし、接続中のUSBハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画して
ください。 
（⇒3-41～3-47ページ）
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

USBハードディスク利用時に関するもの
エラーメッセージ例 対処のしかた

USB-HDDに空き容量がないため、
録画できませんでした。別の録画
用USB-HDDを使用してください。こ
のUSB-HDDに録画を行う場合は、
不要なタイトルを消去してください。

録画する前にUSBハードディスクの空き容量をご確認ください。空き容量がない場合は別のUSBハードディスクを
本機に接続してください。もし、接続中のUSBハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してか
ら録画してください。
（⇒3-41～3-47ページ）

ハードディスク初期化中のため、録
画できませんでした。

USBハードディスクの初期化が終わるまでお待ちください。

USB-HDDに異常があり、録画でき
ませんでした。

USBハードディスクの故障の可能性があります。USBハードディスクの状態をお確かめください。

USB-HDDに空き容量がなくなった
ため、録画を停止しました。別の録
画用USB-HDDを使用してくださ
い。このUSB-HDDに録画を行う場
合には、不要なタイトルを消去して
ください。

本機で録画できるUSBハードディスクのタイトル数は最大999タイトルです。別のUSBハードディスクを本機に接
続してください。もし、接続中のUSBハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画して
ください。
（⇒3-41～3-47ページ）

1タイトルの録画時間が6時間を超
えたため、録画を停止しました。1タ
イトルが6時間以上の連続録画は
できません。

6時間を超える録画時間の指定はできません。
録画時間を6時間以内に設定してください。

USB-HDDが接続されていない。も
しくは電源が切れているため再生で
きません。 本機にUSBハードディスクを接続してください。

また、USBハードディスクの電源を入れてください。
USB-HDDが認識されていないた
め、再生できません。
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

USBハードディスク利用時に関するもの
エラーメッセージ例 対処のしかた

このタイトルは再生できません。 再生できないタイトルである可能性があります。

再生できるコンテンツがありません。 本機に接続されているUSBハードディスクの中に再生できるタイトルがありません。再生できるタイトルが入ってい
る別のUSBハードディスクを本機に接続してください。

日付・時刻が設定されていません。
日付・時刻を設定してください。

時計合わせを行ってください。
「ツール」－「基本設定」－「システム」－「日付と時刻」－「日付と時刻の自動設定」で「同期しない」を選び、
「時刻の設定」で設定できます。

この番組は録画できません。 独立データ放送は録画できません。

録画禁止番組中は記録できませ
ん。

「録画禁止」の番組は録画できません。

番組の時間が未定のため、録画予
約ができません。

終了時刻が未定の番組、長さが1分未満の番組、長さが48時間超の番組は録画予約ができません。
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

USB利用時に関するもの
エラーメッセージ例 対処のしかた

接続しているUSB機器の電源
容量が大きすぎます。
本体の電源を切ってから、必要
なUSB機器のみを接続し直して
ください。

USB過電流が発生しました。USB機器を多く接続すると、発生する場合があります。
本体の電源を切ってから、使用しないUSB機器を取り外してください。

リモコン電池に関するもの
エラーメッセージ例 対処のしかた

リモコンの電池交換時期が近づ
いています。

リモコンに使用している電池の電圧が低下しています。早めに電池を交換してください。
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

双方向通信に関するもの
エラーメッセージ例 エラーコード 対処のしかた

アクセスできませんでした。［C204］ C204 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。

サーバー証明書※1が不正のため、アクセスを中断します。［C208］ C208 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。

サーバー証明書※1に問題があり、アクセスを中断します。［C209］ C209 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。

まだルート証明書※2 を受信していません。
セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めしま
す。アクセスしますか？

**** アクセスしないことをお勧めします。

サーバー証明書※1の信頼性が確認できません。
セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めしま
す。アクセスしますか？

**** アクセスしないことをお勧めします。

まだ新しいルート証明※2を受信していません。
セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めしま
す。アクセスしますか？

**** アクセスしないことをお勧めします。

※ 1 サーバー証明書…暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。
※ 2 ルート証明書…暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使

用できない。
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

ファミリンク録画時に関するもの
エラーメッセージ例 エラーコード 対処のしかた

録画に失敗しました。
この放送は録画することができませ
ん。

S05
録画ができない「コンテンツ（放送や番組）」、または録画ができない「記録メディア
（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」です。「コンテンツ（放送や番組）」または「記録メディ
ア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確認してください。

録画に失敗しました。
この放送は録画することができませ
ん。

S06
S07

このネットワークは録画することができません。

ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。

録画に失敗しました。

S09
S10
S11
S12

ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。

録画に失敗しました。
この放送は録画することができませ
ん。

S13
S14

この「コンテンツ（放送や番組）」は録画することができません。

「コンテンツ（放送や番組）」を確認してください。

録画に失敗しました。
記録可能なメディアがありません。

S16 「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確認してください。

録画に失敗しました。
現在、再生中のため録画できませ
ん。

S17 再生を停止した後、再度録画を設定してください。

録画に失敗しました。
別の録画を実行中のため、録画で
きません。

S18 現在録画中のため、新たに録画できません。
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故障かな？
エラーメッセージが出たら

ファミリンク録画時に関するもの
エラーメッセージ例 エラーコード 対処のしかた

録画に失敗しました。
記録可能なメディアがありません。 S19

「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」が書き込み禁止です。

「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確認してください。

録画に失敗しました。
放送を受信できないため、録画で
きません。

S20 放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。

録画に失敗しました。
記録可能なメディアがありません。 S21

「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」に録画できません。

「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確認してください。

録画に失敗しました。
記録可能な容量がありません。

S22 「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」の容量を確認してください。

録画に失敗しました。
視聴制限がかかっています。

S23 視聴制限を解除して再度録画を設定してください。

録画に失敗しました。
レコーダーが録画できない状態に
なっています。

S31 録画機器を確認してください。
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故障かな？
こんなときは

壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合について

壁のアンテナ端子のかたちが同梱の取扱説明書「テレビを見るための準備」の記載と異なる場合は、市販品のケーブルなどを使って、
以下のように接続します。
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故障かな？
こんなときは

停電になったときは

停電時に設定が保持されている項目と設定が解除される項目があります。

テレビにおける設定内容（設定項目、音量など）は保持されます。

番組予約（視聴予約／録画予約）が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。

停電前の状態や設定は解除されることがあります。
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故障かな？
こんなときは

予約設定時のメッセージについて

設定した予約が他の予約と重複しているメッセージが表示されるとき

設定中の予約を残したいとき

重複している予約の中から削除する予約を選び、 を押すと、選んだ予約にチェックがつきます。

「録画予約を確定」で を押すと、設定中の予約が完了します。チェックを付けた予約は削除されます。

すでに設定されている予約を残したいとき
「キャンセル」を選ぶと、すでに設定された予約が残ります。
設定中の予約は、設定されません。

お知らせ

USBハードディスク利用時に関するエラーメッセージ
（⇒8-36～8-39ページ）も併せてご覧ください。
予約した番組によっては、番組情報の取得に時間がかかることがあります。
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

デジタル放送用アンテナの設定をする

デジタル放送用のアンテナの接続を変更したときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナ電源の設定やアンテナの向きを調
整します。
初めて設置するときや引っ越したときなどは、「かんたん初期設定」（⇒同梱の取扱説明書「テレビを見るための準備」）を行ってくださ
い。
地上デジタル放送にはアンテナ電源入／切の設定はありません。

アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する

アンテナに電源を供給するかどうかの設定と、受信強度の確認・調整をします。

◆ 重要 ◆

アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。もし、本機とアンテナの間にブースターなどの機器を接
続して使用される場合は、専用の電源が必要です。
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

デジタル放送用アンテナの設定をする

アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する

1. を押してBSデジタル放送を選ぶ

画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定できます。
「視聴年齢制限」（⇒7-11ページ）をかけているときなど、放送を切り換えることができない場合があります。

2. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」を

選び、 を押す
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

デジタル放送用アンテナの設定をする

アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する(つづき)

3. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」を選び、 を押す

4. 「アンテナ設定・受信確認」を選び、 を押す

5. 上下カーソルボタンで「選局中チャンネル(BS・CSアンテナ電源)」を選び、 を押す
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

デジタル放送用アンテナの設定をする
アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する(つづき)

◆アンテナに電源を供給するための設定

6. 上下左右カーソルボタンで｢オート｣｢入｣｢切｣のいずれかを選ぶ

アンテナ電源の設定

項目 内容

オート
本機の電源が入っているとき、アンテナ電源の設定を自動的に制御してアンテナに電源を供給します。(リモコンで電源を切ったときは、
アンテナ電源も切れた状態になります。)

入
本機の電源が入っているとき、アンテナに電源を供給します。リモコンで本機の電源を切ったときも、常にアンテナ電源は「入」になりま
す。

切
共聴アンテナに接続しているときなど、電源を供給しないときに選びます。
アンテナ電源が常に「切」になります。

◆受信強度の調整

7. 受信強度が最大になるように、アンテナの向きを調整する
受信強度が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。（アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順
は必要ありません。）
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

デジタル放送用アンテナの設定をする

アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する(つづき)

お知らせ

9-4ページの手順7で「受信状態：[A]良好です」と表示されないときは、⇒8-31ページをご覧になり適切な処置を行ってください。

9-4ページの手順6または手順7の画面で、「受信状態一覧へ」を選び を押すと受信状態一覧画面が表示されます。
（⇒8-3ページ）
受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な受信強度などを示すもので

はありません。（表示される数値は、受信C/N※の換算値です。）

※受信C/Nとは放送に関する信号とノイズなどの不要な信号の割合です。

アンテナ設定画面について

共聴アンテナなどに接続したときの「BS・CSアンテナ電源」の設定を誤って「入」にしたり、新しくアンテナの接続を変更したりした場合で、「アンテナ
線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナの接続を確認
してください。」などのお知らせが表示されたときは、電源を入れ直してください。
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

デジタル放送用アンテナの設定をする

デジタル放送の受信強度の確認（信号テスト）をするときは

各デジタル放送の信号テストができます。

1. 9-2～9-3ページの手順1～4を行い、｢地上デジタル｣、｢BSデジタル・BS4K(右旋)｣、｢CSデジタル(右旋)｣、

｢BS4K(左旋)｣、｢CS4K(左旋)｣の中から確認したい項目を選び、 を押す
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

デジタル放送用アンテナの設定をする

デジタル放送の受信強度の確認（信号テスト）をするときは（つづき）

2. カーソルボタンで確認したい項目を選び、 を押す

「受信状態：[A]良好です」と表示されていることを確認してください。
「受信状態：[A]良好です」と表示されないときは、
アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ
（⇒8-31ページ）をご覧になり、適切な処置を行ってください。
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信するために（地域選択／郵便番号設定）

地上デジタル放送の地域情報（緊急ニュースなどの文字情報やデータ放送などの地域情報）をお住まいの地域に合わせる設定で
す。

地域選択

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」を選び、

を押す

2. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」－「地域・郵便番号」－「地域」を選び、 を押す
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信するために（地域選択／郵便番号設定）

地域選択（つづき）

3. お住まいの地域を選び、 を押す

地域選択を変更した場合は、あとで「テレビ放送設定」から「地上デジタル放送チャンネルサーチ」を行ってください。（⇒9-12ページ）
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信するために（地域選択／郵便番号設定）

郵便番号設定

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」を選び、

を押す

2. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」－「地域・郵便番号」－「郵便番号」を選び、 を押す
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信するために（地域選択／郵便番号設定）

郵便番号設定（つづき）

3. 数字ボタンで郵便番号を入力し、 を押す

入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタンで数字を選び直します。
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定をやり直すときは

地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。「地上デジタル放送チャンネルサーチ」の前に、必ず「地域・郵便番
号」設定をしてください。

1. 地上デジタル放送を選局する

2. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャンネル

と入力」－「チャンネル」を選び、 を押す

3. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」－「地上デジタル放送チャンネルサーチ」を選

び、 を押す
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定をやり直すときは

4. 「初期サーチ」を選び、 を押す
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定をやり直すときは

◆ 重要◆

「初期サーチ」を行った後で、新しく放送が開始されたチャンネルを追加するときは

「追加サーチ」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。

お知らせ

地上デジタル放送のCATV（ケーブルテレビ）放送対応について
CATVによる地上デジタル放送の視聴については、お客様が契約されているCATV会社にお問い合わせください。
本機で受信できるケーブルテレビ（CATV）の方式は、「パススルー方式」（UHF帯、ミッドバンド［MID］帯、スーパーハイバンド［SHB］
帯、VHF帯）です。
CATVパススルー方式とは、CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。この方式では、
地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

BS4K・110度CS4K放送のチャンネルを追加するときは

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャンネルと入力」－「チャンネル」を選び、 を押す

2. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」－「BS4K・CS4K放送チャンネルサーチ」を選び、 を押す

3. 上下カーソルボタンで「はい」を選び、 を押す
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

デジタル放送のチャンネルの個別設定

登録したデジタル放送のチャンネルは、次の設定内容を変更できます。

項目 内容
リモコン番号 リモコンの数字ボタンを押したときに受信するチャンネルを設定します。

選局スキップ
選局（∧順／∨逆）ボタンで選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップが設定され、「し
ない」で解除されます。

1. を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」－「チャンネ
ルと入力」－「チャンネル」を選び、 を押す

2. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」－「チャンネル設定」を選び、 を押す
3. 「地上デジタル」「BSデジタル」「CSデジタル」「BS4K・CS4K」「ネットチャンネル」のいず

れかを選び、 を押す
「ネットチャンネル」を選んだ場合は、手順6に進みます。

4. 上下カーソルボタンで変更したいチャンネルを選び、 を押す
5. 上下カーソルボタンで数字を選択して、 を押す
6. チャンネルをスキップする場合は、

①上下カーソルボタンで変更したいチャンネルを選び、右カーソルボタンで「選局スキップ」を選び、 を押す

②上下カーソルボタンで「する」を選び、 を押す
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その他／索引
デジタル放送の受信の設定を個別に行うときは

デジタル放送のチャンネルの個別設定

お知らせ

地上デジタル放送の受信チャンネル番号について

地上デジタル放送では、1～12の数字ボタンの番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組
を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
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その他／索引
放送の種類について

◆重要◆

データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消
失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

デジタル放送のその他の特長

臨時放送（臨時編成サービス）

スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

イベントリレーサービス

スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追
従します。

※ファミリンク録画予約（⇒6-14～6-18ページ）の場合、お使いのAQUOSレコーダーによっては追従されません。

マルチビューサービス

一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3つの映像が放送されるサービスです。
下記手順で切り換えることができます。

1. を押してツールメニューを表示する

2. 上下カーソルボタンで「視聴操作」－「映像切換」を選び、 を押す
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その他／索引
放送の種類について

デジタル放送のその他の特長

緊急警報放送

地震などの際の緊急警報放送です。

ご案内チャンネルの表示

非契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視
聴案内が表示されます。
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その他／索引
放送の種類について

BSデジタル/BS4K放送のみの専用サービス

降雨対応放送

降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。案内画面が表示されたときに、 で切り換え
ます。
BSデジタル放送の場合は、下記手順で元の映像に戻ることができます。BS4K放送の場合は、受信状態が回復すると、自動的に元
の放送画面に戻ります。

1. を押してツールメニューを表示する

2. 上下カーソルボタンで「視聴操作」－「映像切換」を選び、 を押す
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その他／索引
放送の種類について

110度CSデジタル放送のみの専用サービス

ボード（掲示板）

プラットフォーム（スカパー！）単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード（掲示板）に表示されます。ホーム画面からボード画面を
呼び出し、サービス情報を見ることができます。
（⇒7-12ページ）

（画面例）
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その他／索引
放送の種類について

WOWOWやスカパー！ などの有料放送を見るときは

有料放送を視聴するには、スカパー！などの各プラットフォーム（運営会社）や放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申
込書に必要事項を記入し、郵送するか、カスタマーセンターにお問い合わせください。
2022年8月現在
BS・110度CSの4K放送で有料放送をご視聴・ご契約になるには、ACAS番号が必要になります。「ツール」－「本体情報（お困り解
決ナビ）」で番号を確認できます。（⇒7-91ページ）

デジタルチューナー付きレコーダーで有料放送の受信契約をしている場合について

お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダーで有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に、レコーダーのACAS番号を
登録しておくか、登録したB-CASカードをレコーダーに挿入しておく必要があります。B-CASカードの場合は、挿入していないと、有料
放送が録画できません。 

レコーダーで受信している内容を本機で視聴したいときは、リモコンの入力切換ボタンでレコーダーが接続されている外部入力に切り
換えてください。
有料放送を録画しながら別の有料放送を視聴したい場合は、複数の有料受信契約をする必要があります。
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その他／索引
索引

英数字・記号／五十音

英数字・記号  あ行  か行  さ行  

た行  な行  は行  ま行  

や行  ら行  わ行
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その他／索引
索引

本体およびリモコンの「各部のなまえ」については同梱取扱説明書をご覧ください。

英数字・記号

110度CSデジタル放送 8-4・9-20・同梱取扱説明書

3桁入力 7-63

AAC 7-20

ALLM 7-15

AQUOSオーディオ 6-3～6-4・6-23

AQUOSレコーダーに録画する 6-10～6-18

AV入力 6-25・6-29・6-36・6-37

AVポジション（画質切換） 7-67
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その他／索引
索引

英数字・記号

B-CASカード 6-10・6-16・9-21

Bluetooth® 7-57・8-30

BS・CSアンテナ電源 9-1・9-4

BS4K・110度CS4K 8-4・9-14・9-19

BSデジタル放送 9-2・9-19

CATV（ケーブルテレビ） 同梱取扱説明書

Dolby Atmos 7-81・7-82

Dot by Dot（ドット・バイ・ドット） 7-86

DTCP-IP 5-17

DVI端子 6-36

eARC/ARC 6-3・6-23

Google Duo 5-24

Google アカウント 1-9・6-39・7-23

Google アシスタント 1-14・6-39
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その他／索引
索引

英数字・記号

HDMI 6-1～6-7・6-24・6-27・6-36・6-37

HDMI対応信号モード 6-8・7-14

HDR映像 6-8

HDRガンマ 7-75

IPアドレス 4-7・4-11

JPEG 5-4・5-17

Language（言語） 10-15～10-17

PC（AVポジション） 7-67

PCM 7-20

USBハードディスク 3-1～3-63

USBメモリー 5-1～5-4

VRR 7-15・7-68
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その他／索引
索引

あ行

明るさ 7-69

アクティブコントラスト 7-74

安心・省エネ 7-48～7-49

アンダースキャン 7-85

アンテナ設定 9-1

アンテナの接続 同梱取扱説明書

色あい 7-71

色温度 7-73

色の濃さ 7-70

インターネット 4-1～4-13

映画 7-67

映像レベル 7-70
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その他／索引
索引

あ行

映像切換 2-39・7-64

映像調整 7-67～7-76

追いかけ再生 3-38

オートボリューム 7-79

お困り解決ナビ 5-23

お知らせ 7-12

お手入れのしかた 同梱取扱説明書

おはようタイマー 2-38

オフタイマー 2-34～2-35

おやすみタイマー 2-36～2-37

音声切換 2-40・7-64

音声調整 7-78～7-84
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その他／索引
索引

か行

外部入力表示 7-15

壁掛視聴設定 7-83

画面サイズ 7-85

画面調整 7-85

画面表示 2-31

かんたん初期設定 同梱取扱説明書

乾電池の入れかた 同梱取扱説明書

ガンマ 7-75

機器の初期化（USBハードディスクの初期化） 3-8～3-10

キャスト 1-16

クイック起動 7-47

黒レベル 7-70

ケーブルテレビ（CATV） 9-14・同梱取扱説明書

ゲーム（AVポジション） 7-67
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その他／索引
索引

か行

降雨対応放送 9-19

高音 7-80

声の聞きやすさ 7-84

ココロビジョン 1-8

コンテンツプレーヤー 5-1～5-13

さ行

サーバー証明書 8-41

再起動 7-56

再生（USBハードディスク） 3-32～3-58

サウンドパートナー 1-19

サラウンド 7-82

時刻の設定 7-39

視聴操作 7-62～7-66

視聴年齢制限 7-11
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その他／索引
索引

さ行

シネマ（画面サイズ） 6-34・7-86

字幕表示／字幕言語切換 2-41～2-43

シャープネス 7-71

受信強度 9-2～9-7・同梱取扱説明書

受信機レポート 7-12

仕様 同梱取扱説明書

消音 同梱取扱説明書

使用温度 同梱取扱説明書

初期化 7-3

スタンド 同梱取扱説明書

スマートスピーカー 6-39

静止 2-44

設定 7-1～7-91
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その他／索引
索引

さ行

選局 同梱取扱説明書

選局キー 7-13

選局スキップ 9-15

ソフトウェアキーボード 7-92

ソフトウェアの更新 7-91

た行

タイトル（録画した番組） 3-32～3-35

タイトル消去（USBハードディスク） 3-41～3-47

タイトル保護（USBハードディスク） 3-51～3-56

タイトル名変更 3-48～3-50

ダイナミック／ダイナミック（固定） 7-67

タイマー 2-34～2-38

ダッシュボード 1-12～1-13

地域 9-8～9-11

地上デジタル放送 9-8～9-16・同梱取扱説明書
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その他／索引
索引

た行

チャプター 3-4～3-5・3-61

チャプター設定 3-60

チャンネル 同梱取扱説明書

チャンネル設定 7-7・9-15～9-16

チャンネル番号（3桁） 2-3・9-16

ツール 7-61～7-91

低音 7-80

データ放送 2-1～2-2

デジタル音声設定 7-20

テレビ放送設定 7-6～7-10・9-2～9-16

テレビ/ラジオ/データ 2-2

電源コードをつなぐ 同梱取扱説明書

転倒防止 同梱取扱説明書

時計表示 7-87
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その他／索引
索引

な行

二重音声 2-40

入力2音声設定 7-19

入力解像度（PC入力信号の解像度） 6-32

入力切換 1-3～1-4・6-35

ネットワークとインターネット 4-6～4-13・7-21～7-22

ノイズリダクション 7-75

ノーマル 6-34・7-85

は行

背景モード 7-44

早戻し／早送り再生 3-39

バランス 7-80

番組検索 2-14

番組情報 2-10

番組表 2-3

番組表取得設定 7-9
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その他／索引
索引

は行

ビットストリーム 7-20

表示言語 2-43

表示方法(字幕表示) 2-41～2-42

標準 7-33・7-34・7-67・7-78

ファミリンク 6-1・6-9

ファミリンク制御（連動） 7-13

ファミリンク録画予約 6-14～6-18

フィルム・デジャダー 7-75

フォト 7-67

付属品 同梱取扱説明書

プラットフォーム（運営会社） 9-21

フル 6-34・7-85

ブロードバンドルーター 4-2～4-5

プロ設定 7-72～7-75
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その他／索引
索引

は行

ヘッドホン/アンプ 1-17・7-19

ペアリング(Bluetoothオーディオ機器) 6-40～6-41・7-57

ペアリング(リモコン) 1-1・7-59

別売品 同梱取扱説明書

放送局メッセージ 7-12

放送切換ボタン（地上／BS／CS） 同梱取扱説明書

ボード 7-12・9-20

本体操作ロック 7-49

ま行

マルチ音声番組 2-40

無信号オフ 7-49

無線LAN 4-8～4-11

無操作オフ 7-46

メディア切換 6-11
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その他／索引
索引

ま行

メディア（テレビ/ラジオ/データ） 7-63

文字サイズ 7-33

文字スーパー表示 7-9

文字入力のしかた 7-92

や行

有料放送の視聴契約 9-21

予約の確認・取り消し・変更 3-28～3-31

予約リスト 3-29

ら行

リセット 7-37

リビングカメラ 5-20

リモート操作(IPコントロール) 7-22

リモコン番号 7-59

リラックスビュー 7-53
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その他／索引
索引

ら行

臨時放送（臨時編成サービス） 9-17

レコーダー選択 7-13

連動起動 7-13

連動データ放送 2-1

録画（USBハードディスク） 3-1～3-63

録画機器選択 7-3

録画予約（USBハードディスク） 3-17～3-31

録画予約（ファミリンク予約） 6-14～6-18

録画リスト（USBハードディスク） 3-32～3-35

録画リストから再生（ファミリンク） 6-20

わ行

ワンタッチプレー（ファミリンク） 6-22

ワンタッチ録画（ファミリンク） 6-10
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English Guide
Part Name

FRONT VIEW
Part Name

①
Remote sensor window / Ambient illumination sensor window

When using the remote control, point its head toward this window.

② Power indicator

③ Microphone (Only EU1/EN1/EP1)

④ LED (Only EU1/EN1/EP1)
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English Guide
Part Name

BACK VIEW （4T-C65/55EU1、4T-C65EN1、4T-
C75/65/43EL1、4T-C43EN2、4T-C75/70/65/60/55EP1）

Part Name

① USB terminal (For USB memory)

②
AV in 1・2・3・4 (HDMI)

Connect a Blu-ray Disc player, AV amplifier, etc.

③ UHF antenna input terminal

④ BS・CS 110 antenna input terminal (HD・4K)

⑤ Headphone / Analog audio output jack
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file:///C/Users/S132238/Desktop/%E5%8F%96%E8%AA%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99/E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/55EL1/%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8F%96%E8%AA%AC/EManual_EU1_EN1_EL1_EN2_EJ1_ES1_EQ1_ES2_EP1_v510_220915/assets/en1_el1/html/10-01.html?prev


English Guide
Part Name

BACK VIEW （4T-C65/55EU1、4T-C65EN1、4T-
C75/65/43EL1、4T-C43EN2、4T-C75/70/65/60/55EP1）

Part Name

⑥ USB terminal (For USB memory and Software update)

⑦ Digital audio output jack (optical)

⑧
Control jack

It is a terminal for maintenance inspection. It is not normally used.

⑨ LAN jack (10BASE-T/100BASE-TX)

⑩

AV in 5 (AV input)（AV input for input 2)

Connect a video game equipment, video camera, etc. Please use
conversion cable on the market.

⑪ USB terminal (For USB-HDD recording)
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English Guide
Part Name

BACK VIEW (4T-C70/60/55EN1、4T-C50EN2、4T-C55/50EL1)
Part Name

① USB terminal (For USB memory and Software update)

② USB terminal (For USB memory)

③
AV in 1・2・3・4 (HDMI)

Connect a Blu-ray Disc player, AV amplifier, etc.

④ Headphone / Analog audio output jack

⑤ USB terminal (For USB-HDD recording)
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English Guide
Part Name

BACK VIEW (4T-C70/60/55EN1、4T-C50EN2、4T-C55/50EL1)
Part Name

⑥ Digital audio output jack (optical)

⑦
Control jack

It is a terminal for maintenance inspection. It is not normally used.

⑧ LAN jack (10BASE-T/100BASE-TX)

⑨ BS・CS 110 antenna input terminal (HD・4K)

⑩ UHF antenna input terminal

⑪

AV in 5 (AV input)（AV input for input 2)

Connect a video game equipment, video camera, etc. Please use
conversion cable on the market.
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English Guide
Part Name

BACK VIEW （4T-C65/50/42EJ1）
Part Name

① USB terminal (For USB memory)

②
AV in 1・2・3・4 (HDMI)

Connect a Blu-ray Disc player, AV amplifier, etc.

③ UHF antenna input terminal

④ BS・CS 110 antenna input terminal (HD・4K)

⑤ Headphone / Analog audio output jack
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English Guide
Part Name

BACK VIEW （4T-C65/50/42EJ1）
Part Name

⑥ USB terminal (For USB memory and Software update)

⑦ Digital audio output jack (optical)

⑧
Control jack

It is a terminal for maintenance inspection. It is not normally used.

⑨ LAN jack (10BASE-T/100BASE-TX)

⑩

AV in 5 (AV input)（AV input for input 2)

Connect a video game equipment, video camera, etc. Please use
conversion cable on the market.

⑪ USB terminal (For USB-HDD recording)
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English Guide
Part Name

CONTROL PANEL
Part Name

⑫ Main power button

⑬ Input / TV select (Enter) button

⑭ Channel up (∧) / down (∨) buttons

⑮ Volume up (+) /down (–) buttons

⑯ Microphone switch (Only EU1/EN1/EP1)
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English Guide
Part Name

Remote Control Unit
Button Name

①
Active/Standby

Press to engage the TV set in the active or standby mode.

② Microphone

③ COCORO VISION

④ Direct button

⑤

Terrestrial digital select

BS select

CS select

4K select
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English Guide
Part Name

Remote Control Unit
Button Name

⑥
Channel select

Press to select a channel. Use to input a number for various settings.

⑦
Audio switching

Press to switch to secondary audio.

⑧
Volume up (+)/down (-)

Press to adjust the volume.

⑨
Mute

Press to mute audio.

⑩
Linked data broadcast

Press to call the data broadcast linked with the current digital TV program.

⑪
Channel up (∧)/down (∨)

Press to select channels in the ascending or descending order.

⑫
Input select

Press to select the input.
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English Guide
Part Name

Remote Control Unit
Button Name

⑬
EPG

Press to display or turn off the Electronic Program Guide (EPG: 番組表)
when receiving a digital broadcast.

⑭
Setting

Press to display the setting menu.

⑮ Google Assistant

⑯

Cursor (up, down, left, right)

Use to select a menu item, column, etc.

Enter/Confirm

Press to confirm a selected setting or menu item.

⑰
Exit

Press to finish menu operation, etc.

⑱
Home

Press to display the home screen.

⑲
Return

Press to go back to the previous screen.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google
LLC. Google, Android TV, Chromecast built-in, Google Duo and other marks are
trademarks of Google LLC.
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English Guide
Part Name

Remote Control Unit
Button Name

⑳
Color

Use to operate EPGs and data program screens.

Clock/Display

Press to display or turn off the channel call, clock, etc.

Caption

Program info

Display the Tool Menu

10-12 Continued on the next page⇒
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English Guide
Part Name

Remote Control Unit
Button Name

Familink
Press to operate “Familink” Recorders and AQUOS Audio connected via
HDMI cables.

Recording list

Record

Record and Play control

10-13 Continued on the next page⇒
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English Guide
Part Name

Remote Control Unit
Button Name

Rewind

Press to rewind. When press repeatedly, the speed gets faster.

Fast-forward

Press to fast-forward. When press repeatedly, the speed gets faster.

Freeze

Press to pause the watching recorded program on Familink Recorder or
USB HDD.
While watching TV program, press to watch stopped image and normal
reproducing image on dual screen.
By setting "AQUOS Time-shift" in "Settings" - "Familink setting" -
"Operation of freeze key(AQUOS Time-shift)", you can pause the
watching TV program and then watch from the continued by press the key
again. It is necessary to connect a corresponding recorder.
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English Guide
Switching the Display Language to English
ホーム画面などの言語を英語にする

Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.
ホーム画面などの画面表示を英語にすることができます。

1. Press (Tool) and select "基本設定" (Basic setting) with cursor

button, and then press (Enter) button.
（ツールメニューから"基本設定"を選ぶ）

2. Select "システム" with cursor button.
(”システム”を選ぶ)

3. Select “言語” with cursor button.
（"言語"を選ぶ）

10-15 Continued on the next page⇒
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English Guide
Switching the Display Language to English
ホーム画面などの言語を英語にする

Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.
ホーム画面などの画面表示を英語にすることができます。

4. Select “English” with cursor button.
（"English"を選ぶ）

Press (Enter) button.
（決定する）

The menu screen is now displayed in English.
（画面表示が英語になります。）
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English Guide
Switching the Display Language to English
ホーム画面などの言語を英語にする

Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.
ホーム画面などの画面表示を英語にすることができます。

5. Press (Exit) button to finish this operation.
（終了する）

お知らせ

誤ってホーム画面を英語にしてしまったときは

ツールメニューから「Basic setting」－「System」－「Language」を選んで決定し、「日本
語」を選んで決定すると日本語になります。
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