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取扱説明書

添付文書

このたびは、AI イナダミラーをご購入いただき、
誠にありがとうございます。
皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして
末永くご愛用ください。

◦ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
◦ご使用前に「安全上のご注意」
（3 ～ 9ページ）を必ずお読みください。
◦取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。
◦この製品は、部品の組立を中国にある弊社協力会社と分担し、日本国内の弊社大山工場にて、企画、開発、設計、最終組立、
及び品質保証をおこなっております。
◦この製品は、一般家庭用として設計されています。一般家庭以外（業務用等）でご使用の場合は、お買い上げの販売店または
「修理等に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。
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安全上のご注意
◦ご使用の前に、
この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用前に

◦この取扱説明書には、
お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく
お使いいただくために、重要な内容を記載しています。
◦次の内容（表示・図記号）
をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
◦各部の名前については10〜11ページをご覧ください。

◦この取扱説明書の使用方法以外の使い方をしないでください。

ミラーアプリの使い方

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお
読みください。
誤った取り扱いをすると、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人
身事故が生じます。

警告

誤った取り扱いをすると、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故
につながることがあります。

注意

誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故により、
けがをしたり周辺の物
品に損害を与えたりすることがあります。

テレビ機能の使い方

危険

注意を促す記号
火災

禁止

禁止の行為であることを
示しています。

風呂・シャワー室等で使用
してはいけないことを示し
風呂・シャワー室禁止 ています。

プラグを抜く

分解禁止

接触禁止

分解してはいけないことを
示しています。

注意

ぬれ手禁止

注意が必要な行為である
ことを示しています。

ぬれた手で扱ってはいけな
いことを示しています。

接触してはいけないことを
示しています。

電 源プラグをコンセント
から抜くことを示していま
す。

アフターサービス

行為を指示する記号

感電

感 電のおそれが
あることを示して
います。

個人情報について

行為を禁止する記号

火 災のおそれが
あることを示して
います。

取り扱いについて

図記号の種類と意味

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

▶ 次のページにつづく
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つづき（安全上のご注意）
危険

火災

感電

誤った取り扱いをすると火災・感電・破裂などにより
死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

ご使用前に

本機を設置する際のご注意
本機を不安定な場所に設置しないでください。本機の転
倒・落下により死亡または重傷を負う危険性があります。

ミラーアプリの使い方

◦モニターとスタンドの取り付け、設置は最大限の注意
を払っておこなってください。
◦モニターをスタンドに取り付ける際は、広く水平で湿気
の少ない安全な場所を選んでください。
◦モニターを回転させるときは他に接触しないよう周囲
に配慮してください。
◦本機に布などをかけないでください。
◦お子さまを本機に近づけないように注意してください。
◦本機の保管や再設置の際にも
「安全上のご注意」
（P3〜
9に記載）
へ記載している事項の厳守をお願いします。

テレビ機能の使い方

不安定な場所に設置しない
本機の底面より広く水平で強度がある場所に設置してく
ださい。
ぐらついた台の上や傾いた場所に設置すると本機が転倒
し、
ケガや死亡、故障の原因になるおそれがあります。

取り扱いについて

禁止

人が通る場所には本機を設置しない
コード類は正しく配置する
人が通る動線上は衝突による破損・転倒などが考えられ
るため設置しないでください。
電源コードやケーブル類などの配線はお子さまが引っ
張ったり、足に引っ掛かり本機が転倒するおそれが無い
ように注意して配置してください。

禁止

本機やハンドルにぶらさがらない、
本機に手をかけない
本機に手をかけ体をあずけたり、ぶらさがると本機の下
敷きになりケガや死亡、故障の原因になるおそれがあり
ます。

禁止

個人情報について

本機の可動部に手足などを挟まない

本機を医療機関などに設置しない

ケガや死亡、故障の原因になるおそれがあります。

医療機器などの誤作動を発生させる可能性があるため
医療機関には設置しないでください。
また、以下のようなときや場所で使用しないでください。
本機の電波の影響を受け、誤作動による事故の原因にな
るおそれがあります。

本機の周囲に回転を妨げる物を置かない

アフターサービス

モニター回転時に壁や物に当たらないように、本体上、
左右のスペースは15㎝以上確保してください。本体前ス
ペースは20㎝以上確保してください。詳しくは、別紙「設
置説明書」
をご確認ください。
モニター回転時は周囲に人がいないことを確認してから
おこなってください。
回転途中の状態で、使用しないでください。

◦心臓ペースメーカーや補聴器、
その他の医療用電子機
器を使用されている方がいる場合
◦無線機器の使用が禁止されている場所
◦火災報知器や自動ドアなど自動制御機器の近く
◦高精度の制御や微弱な信号を扱う機器の近く

禁止

4

警告

火災

感電

誤った取り扱いをすると火災・感電などにより
死亡や大けがの原因となります。

禁止

コンセントや配線器具の使用性能を超えた使
い方はしない

禁止

電源プラグは定期的にお手入れをしてください
電源プラグとコンセントの間にほこりがたまり、
湿気を含
むと、
ショートして火災の原因になります。
定期的にプラグ
をコンセントから抜き、
ほこりなどを取り除いてください。

禁止

お手入れの際は電源プラグを抜いておこなう
電源プラグを差したままのお手入れは感電のおそれがあ
ります。

取り扱いについて

交流100V以外の電圧では使用しないでください。
たこ足配線など定格（性能・使用限度）
を超えて使用した
場合、発熱から火災の原因になります。
海外などで異なる電圧で使用すると故障や火災・感電の
原因になります。

コンセントを差したまま他機器と接続すると、
おもわぬ感
電の原因になることが考えられます。本機の電源プラグ
は他の機器との接続が終わってからつないでください。

テレビ機能の使い方

電源コード・電源プラグのご注意

他の機器との接続が終わってから電源プラグを
つなぐ

ミラーアプリの使い方

周囲に間隔をあけずに設置すると本体内部に熱がこもり
故障や火災の原因になります。
本機は風通しを配慮し、壁から離して設置してください。
本機には布や衣服などを掛けず通風孔をふさがず、風通
しをよくしてください。
定期的に通風孔に付着するほこりを除去してください。

ご使用前に

周囲に間隔をあけ通風孔をふさがない

プラグを
コンセントから抜く

個人情報について

ゆるいコンセントには接続しない

アフターサービス

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
ゆるみがあるコンセントにつなぐと発熱や火災の原因に
なります。
ゆるみがある場合は電気工事店へコンセントの交換をご
依頼ください。

禁止

▶ 次のページにつづく
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つづき（安全上のご注意）
警告

火災

感電

誤った取り扱いをすると火災・感電などにより
死亡や大けがの原因となります。

ご使用前に

電源コードを傷つけたりしない
電源コードを挟んだり傷つけたりすると感電や火災の原
因になります。
電源コードが傷んだ場合はお買い上げの販売店または
「修理等に関するお問い合わせ窓口」
にご相談ください。

ミラーアプリの使い方

禁止

テレビ機能の使い方

ぬれた手で電源コードに触らない
ぬれた手で電源コードに触ると感電するおそれがありま
す。

使用上のご注意

本体内部に異物や液体などを入れない
画面など機器全体に直接水や洗剤をかけないでくださ
い。
本機の上に水が入ったものを置かないでください。
本機の内部に異物や液体などが入ると故障や火災、感電
の原因になります。
万一、異物や水が入った場合は電源プラグを抜いてお買
い上げの販売店または
「修理等に関するお問い合わせ窓
口」
にご相談ください。

禁止

分解や改造はしない
ぬれ手禁止

取り扱いについて

内部には高電圧の部分があるため裏ふたを開けたり改造
すると感電や火災の原因になります。異常を感じた場合
は、
すぐに電源プラグを抜き、
お買い上げの販売店または
「修理等に関するお問い合わせ窓口」
にご相談ください。

電源コードを引っ張って抜かない
電源コードを引っ張ると断線のおそれがあります。
必ず電源プラグを持って抜いてください。

分解禁止

個人情報について

リモコン及び電池の取り扱いについて
禁止

雷が鳴り出したらアンテナケーブルや電源プラ
グにはふれない

アフターサービス

雷が鳴ってる間は電源プラグやアンテナケーブルにはふ
れないでください。
感電のおそれがあります。

◦直 接日光があたる場所、火や暖房器具のそば、湿度が
高いところには置かないでください。
◦落とす、踏みつける、液体をこぼすことの無いように丁
寧に扱ってください。
◦電池の取り扱いの注意事項について、詳しくは
「安全上
のご注意／乾電池についての安全上のご注意」
（P9に
記載）
をご確認ください。

液晶パネルが割れたときには電源プラグを抜く
まで本機にふれない
液晶パネルが損傷した場合、感電のおそれがあります。電
源プラグを抜くまで本機にふれないでください。

接触禁止
接触禁止

6

液晶パネルのガラスの破片に素手でふれない

取付作業中や移動時に強い衝撃や無理な荷重を与えな
いようにしてください。
液晶パネルやラックボックスのガラス、
スタンドのガラス
扉が破損し、
ケガをするおそれがあります。

ご使用前に

液晶パネルが破損すると、破損部分から液晶（液状）
が漏
れたり、
ガラスの破片が飛び散ることがあります。
この液
晶やガラス破片に素手で触れたり、
口に入れたり、臭いを
かいだりしないでください。破片に素手でふれるとケガを
する場合があります。

取付作業中や移動時に本機に衝撃を与えない

ミラーアプリの使い方

禁止
接触禁止

移動・設置のご注意

正規の方法で安全に運搬、移動をおこなう

使用・設置場所について

ぶつかりやすい場所や水のある場所には置か
ない

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所・虫の入り
やすい場所・直射日光があたる場所・火のそば
や熱器具の近くに置かない
湿気、ほこりの多いところや調理台や加湿器などの側に
置くと変形や感電、火災の原因になります。

禁止

乗物の中では使用しない
移動中の振動などで本機の転倒や落下などにより破損
や故障、
ケガの原因になります。

個人情報について

電源コンセントは容易に手が届く場所に差し、何か異常
がおこった際にはすぐにプラグを抜くようにしてくださ
い。暗すぎる部屋でのご使用は目を疲れさせるため適度
な明るさを確保してください。

禁止

取り扱いについて

プラグを
コンセントから抜く

火災の原因になります。

テレビ機能の使い方

◦誤った方法での運搬や移動は本機の破損やケガにつな
がります。
本機の移動の際には取扱説明書や設置説明書
をご参照の上、
正しく運搬や設置をおこなってください。
◦組立後に本機を移動する場合には、本機の電源プラグ
やアンテナケーブル、本機のスタンド部にある接続端子
から伸びているケーブル類はすべて外しておこなってく
ださい。取り付けたまま運搬や移動をするとプラグや
コードが破損し、感電や火災の原因になることがあり
ます。

本機の上に裸火（煙草・ろうそく・線香など）を
置かない

禁止

アフターサービス

人が通る動線上や水を使う風呂場には設置しないでくだ
さい。
水で濡れたりする場所では感電や火災の原因になります。
温泉の脱衣所などに設置すると硫黄が付着し故障の原
因になります。

風呂・シャワー室禁止

▶ 次のページにつづく
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つづき（安全上のご注意）
屋外や窓際、
エアコンの下で使用しない
ご使用前に
ミラーアプリの使い方
テレビ機能の使い方
取り扱いについて
個人情報について
アフターサービス

8

雨水での感電による火災、直射日光による熱での故障、
海辺や砂地の砂ぼこり・エアコンの水漏れによる故障は、
修理ができない場合があるため、屋外や窓際、
エアコンの
下では使用しないでください。

本機の設置位置を決定後に、電源コード、
ケーブル類を固定する
本機を設置した後に、
設置位置から電源コード、
接続ケー
ブルなどを足に引っかけたりしないように固定してくださ
い。配線の際に無理に曲げたりねじったりすると、
ショー
トや断線して感電や火災の原因になります。

禁止
禁止

設置説明書に従って正しく組み立てる
設置説明書に従って付属品（代替品不可）
を使用し、組み
立てます。ねじのゆるみや抜け落ちが無いようにねじは
指定された位置にしっかりと固定してください。
取り付けが不完全な場合はモニターが落下し、破損や故
障、
ケガの原因になります。

注意

誤った取り扱いをするとケガをしたり、
周辺の家財に損害を与えてしまうことがあります。

長期間にわたりご使用の無い場合は電源プラ
グを抜く
本機を長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プ
ラグを抜いてください。
電源スイッチを切っただけでは、常に微弱な電気が流れ
ています。
完全に電源から切り離すためには電源プラグをコンセン
トから抜いてください。
コンセントは本機の設置場所に近く、抜き差しがしやす
い場所を選んでください。

音量について
周辺の人の迷惑にならないように適度の音量でお楽しみ
ください。Bluetooth対応のヘッドホン
（別売）
やイヤホン
（別売）を使用する場合、大音量で長時間続けて聞くと、
聴力に悪影響を与えることがあります。
違和感を感じた場
合はただちに使用を中止してください。
ヘッドホンやイヤホンを付けたまま眠ると危険です。呼ば
れたら返事ができる程度の音量でお楽しみください。

本機に衝撃を与えない
物をぶつける等の衝撃を与えないでください。
画面のガラ
ス縁にヒビが入る・液晶パネルやガラスが割れて飛び散る
などケガや故障の原因になります。

禁止

アンテナの工事などは電気店に依頼する
アンテナの工事などは技術と経験が必要ですので、必ず
電気店に工事を依頼してください。

掃除やお手入れの際は必要以上の力をかけな
い
掃除やお手入れの際には本機や液晶パネルなどには必要
以上の力をかけないでください。
液晶パネルの破損などの原因になります。

転倒防止の処置をおこなうことをおすすめしま
す

物をぶつける ・ 踏みつける ・ 足でける ・ 鋭利なもので傷
をつける等の衝撃を与えないでください。
ガラスにヒビが入る ・ ガラスが割れて飛び散るなどケガ
や故障の原因になります。

思いがけず本機が倒れケガや死亡、故障の原因になるこ
とが考えられます。
スタンドや床、壁などと本機の間に適切な転倒防止の処
置をおこなってください。
※転倒防止処置「転倒防止対策について」
（P15に記載）

ご使用前に

ラックボックスやスタンドのガラス部分に衝撃
を与えない

禁止

テレビ機能の使い方

スタンドやラックボックスなど本機の上に乗ったり座った
りしないでください。
ラックボックスの天板に40㎏以上の
物を置かないでください。
スタンドにラックボックスを取り付けると、
中にレコーダー
などを収納することができますが、20㎏以上の物は設置
しないでください。
ケガや故障の原因になります。

ミラーアプリの使い方

耐荷重以上の重さの物を載せたり、本機の上に
腰をかけたり乗ったりしない

乾電池についての安全上のご注意
液漏れ、発熱、発火、破裂などを避けるため、
下記のことを必ずお守りください。

◦電 池を直射日光、火のそばなどの高温になる場所や、
極端に低い気圧になる場所に置かないでください。
 爆発、液漏れ、
ガス漏れなどのおそれがあります。

警告

取り扱いについて

危険

◦火の中に入れないでください。
ショートさせたり、分解、
加熱をしないでください。
◦乾電池は充電しないでください。
◦＋と－の向きを正しく入れてください。

注意

◦充電式乾電池の使用は推奨していません。市販のマン
ガン乾電池もしくはアルカリ乾電池をご使用ください。
◦電 池は乳幼児の手の届かない所へ保管してください。
万一、電池を飲み込んだときは、
すぐに医師へ相談して
ください。

アフターサービス

◦廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってく
ださい。
◦電 池の液が漏れたときは、素手でさわらないでくださ
い。
リモコンの電池入れの液をよくふきとってから、新
しい電池を入れてください。万一、液が身体や衣服につ
いたときは、水でよく洗い流したあと、医師へ相談して
ください。
◦付 属の乾電池は動作確認用です。保管状態により、短
時間で消耗することがあります。

◦新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて
使わないでください。

個人情報について

◦指定された種類の電池を使用してください。

◦電池を使いきったとき、長時間使用しないときは、取り
出してください。
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各部の名前とはたらき
1

本体
ご使用前に

9

5
3

5-1

4

5-2

ミラーアプリの使い方

5-3

5-4
5-5

9-1

10

9-2

10-1

9-3

10-2

9-4

2

6
7

9-5

11
12

テレビ機能の使い方

1 モニター

本体の向きに応じて、画面表示が縦向き/横向きに自
動で切り替わります。

※テレビは画面横向きでのみご利用いただけます。

2 モニター電源ランプ

電源入りの状態で緑色、
スタンバイ状態で赤色に点
灯します。

取り扱いについて

（マイク付き）
3 カメラ

一部のアプリケーションで利用します。

9 4K Smart Tunerボタン各種（右側にチューナーシール貼付）
9-1

ステータスランプ

9-2

電源ランプ

9-3

4K Smart Tuner 電源ボタン

9-4

チャンネルボタン

9-5

放送切り替えボタン

テレビリモコンペアリングモードで青色、ファーム
ウェアアップデート中で赤色に点灯します。
電源入りの状態で青色、
スタンバイ状態で赤色に点
灯します。
4K Smart Tunerの電源入/切をおこないます。

4 ハンドル

テレビ番組変更時に使用します。

5 モニター本体ボタン／各種
5-1 VOL+/VOL－ボタン

地上→BS→CS→BS/CS4Kの順に切り替えます。

本体回転時に使用します。

音量の調節時に使用します。

個人情報について

5-2

CH＋/CH－ボタン

5-3

SOURCEボタン

5-4

MENUボタン

5-5

モニター電源ボタン

CH＋/CH－を同時に5秒間長押しすると、
本機がミ
ラーリモコンペアリングモードに切り替わります。
入力切替
（ミラーアプリ→テレビ→HDMI2→HDMI3）
に使用します。
ミラーアプリのホームメニュー画面を表示します。

アフターサービス

モニターの電源入/切をおこないます。

6 スタンド

回転機構を備えた専用のスタンドです。

（取り外し可能）
7 ラックボックス
専用のラックボックスです。

8 回転部バックカバー

スタンドの回転機構部分を覆う専用のカバーです。

10

8

10 アンテナ端子各種（左側にアンテナシール貼付）
10-1

地上波アンテナ端子

10-2

BC/110度CSアンテナ端子

アンテナケーブル（UHF用同軸アンテナ接続ケーブ
ル）
や、
ケーブルテレビのケーブルをつなぎます。
衛星からのアンテナケーブル（同軸ケーブル）を接
続します。衛星アンテナ用の電源を供給するため、
DC15Vの直流電圧が出力できます。
※VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルは絶対つな
がないでください。

11 キャスター（ロック付き）

スタンドの移動時に使用します。
※スタンドを移動しない場合は、必ずキャスターに
ロックを掛けてください。

12 電源コード･電源プラグ

本体利用時はコンセントへ電源プラグを差し込みます。

接続端子
ご使用前に

2

3

1 LAN

4 HDMI3（画面共有）

2 HDMI2（汎用・ARC）

5 USB（汎用）

HDMI出力端子付き機器（ブルーレイディスクレコー
ダーや家庭用ゲーム機等）
をつなぐことで、番組の録
画やDVDの視聴などをおこなうことができます。
※接続方法は、
「HDMI2
（汎用・ARC）
をつなぐ」
（P13
に記載）
をご確認ください。

5

ミラーアプリケーションの画面共有機能で使用しま
す。
※HDMI変換アダプタとHDMIケーブルをご用意して
ください。画面の案内に沿って操作してください。

テレビ機能の使い方

LANケーブルでモデムやルーターにつなぐことで、本
体をネットワークにつなぎます。
※接続方法は、
「テレビ機能の使い方／ネットワーク
の設定
（P29に記載）
をご確認ください。

4

ミラーアプリの使い方

1

USBメモリなどのUSB機器をつなぐことで、写真や
音楽、動画を楽しむことできます。

取り扱いについて

3 USB（録画）

外付けUSBハードディスクをつなぐことで、
4K Smart
Tunerの録画機能を使用することができます。推奨
USBハードディスクは、
以下の通りです。
（2020年1月
時点）

推奨USBハードディスク
（2020年1月時点では、
株式会社バッファローの以下の機種が動作確認済みです）
個人情報について

◦み
 まもり合図 for AV 対応 24時間連続録画対応外付けHDD（HDV-LLDU3Aシリーズ）
メ
 ーカー型番：HDV-LLD1U3BA、HDV-LLD2U3BA、HDV-LLD3U3BA、HDV-LLD4U3BA

◦み
 まもり合図 for AV 対応 24時間連続録画対応外付けHDD（HDV-LLDU3A／Dシリーズ）
メ
 ーカー型番：HDV-LLD1U3BA/D、HDV-LLD2U3BA/D、HDV-LLD3U3BA/D、HDV-LLD4U3BA/D
◦み
 まもり合図 for AV 対応 24時間連続録画対応外付けHDD（HDV-LLDU3A／Nシリーズ）
メ
 ーカー型番：HDV-LLD1U3BA/N、HDV-LLD2U3BA/N、HDV-LLD3U3BA/N、HDV-LLD4U3BA/N

アフターサービス

◦録 画ドライブ採用 AV 向け外付けHDD（HDVJ-LDA-Aシリーズ）
メーカー型番：HDVJ-LDA4U3-BA
◦2 4時間連続録画対応使用量メーター付き3.5インチ外付けHDD（HDV-SAMU3-Aシリーズ）
メ
 ーカー型番：HDV-SAM2.0U3-BKA、HDV-SAM3.0U3-BKA、HDV-SAM4.0U3-BKA
※SMR方式には対応していないため、
推奨USBハードディスク以外での動作の保証をいたしかねます。
※接続方法は、
「USB
（録画）
をつなぐ」
（P13に記載）
をご確認ください。

注意

◦L ANケーブル、HDMI出力端子付き機器、録画用外付けUSBハードディスク、HDMIケーブル、
HDMI変換アダプタ、USBデバイスは、本製品には付属しておりません。
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電源コード・アンテナケーブル・各種ケーブルの取り付け方
電源コードをつなぐ・電源を入れる
ご使用前に

1

ミラーアプリの使い方

2
3

電源コードをスタンド下部のすき間から
後ろに回し、電源プラグをコンセントに
差し込みます。

4

起 動 時 にはミラーアプリの ホ ームメ
ニュー画面が表示されます。
テレビ機能
を楽しむ場合は、
テレビリモコンの電源
をONにしてください。

ミラーリモコンに、
付属の電池を入れてく
ださい。
テレビリモコンの電池カバーを外し、
絶縁
シートを取り出してください。

ミラーリモコン テレビリモコン

テレビ機能の使い方

アンテナケーブル
（同軸ケーブル）
をつなぐ
地上波放送やBS/110度CS放送を見るためには、壁面のアンテナ端子の種類や受信環境にあわせ
た、専用ケーブルや機器などが必要になります。設置は、
ご家庭の接続状況をよくご確認の上、おこ
なってください。
接続例1

接続例2

取り扱いについて

地上波のアンテナ端子とBC/110度CSのアンテナ端子
が別の場合

地上波のアンテナ端子とBC/110度CSのアンテナ端子
が混合の場合

個人情報について

◦プ ラスチック製アダ
プター は 、ノイズ が
入る可能性があるた
め、F型接栓をご使用
ください。

アフターサービス

注意

◦ア
 ンテナケーブルの芯線が曲がったり折
れたりしていないか、
またアンテナケーブ
ルがしっかり接続されているか確認して
ください。

◦ア
 ンテナや分配器、分波器、
ブースターなどがBS／110度CS放送に対応していないと、BS／110
度CS放送は受信できません。詳しくは、
お買い上げ店か、
マンション管理会社にお問い合わせくだ
さい。

◦ケ
 ーブルテレビに加入している場合、
ご加入のケーブルテレビ会社の配信方式がパススルー方式の
場合に限り使用することができます。壁面のケーブルテレビのアンテナ端子から、本機のアンテナ入
力端子へつないでください。

12

USB（録画）
をつなぐ
ご使用前に

外付けUSBハードディスクをつなぐことで、本製品に搭
載されている4K Smart Tunerの録画機能を使用する
ことができます。
◦録画機能の使い方は
「録画準備」
（P25に記載）
をご確
認ください。

ミラーアプリの使い方

ラックボックスを取り外してください。
本機の電源プラグを抜いてから、USBケーブル
を使用して、USB（録画）の端子と外付けUSB
ハードディスクの端子をつないでください。
ラックボックスを取り付けてください。

注意

テレビ機能の使い方

1
2
3
4

テレビリモコン、またはミラーリモコンでモニ
ターの電源を切ってください。

◦本製品に使用する外付けUSBハードディスクには推奨品があります。推奨USBハードディスクは、
「各
部の名前とはたらき／接続端子／USB（録画）」
（P11に記載）
にてご確認いただけます。本製品には
SMR方式には対応していないため、推奨USBハードディスク以外での動作保証はいたしかねます。

取り扱いについて

HDMI2（汎用・ARC）
をつなぐ
HDMI出力端子付き機器
（ブルーレイディスクレコーダー
等）
をつなぐことで、
番組の録画やDVDの視聴などをおこ
なうことができます。

個人情報について

ラックボックスを取り外してください。

本機の電源プラグを抜いてから、HDMIケーブル
を使用して、HDMI2（汎用・ARC）の端子とHDMI
出力端子付き機器の端子をつないでください。
ラックボックスを取り付けてください。

電源プラグをコンセントに差し込み、
ミラーリモ
コンでモニターの電源を入れてください。HDMI
出力端子付き機器の電源を入れてください。
ミラーアプリの設定メニューから
［入力切替］
を
選択してください。選択肢の中から
［HDMI2］
を
選択してください。画面が切り替わります。

アフターサービス

1
2
3
4
5
6

テレビリモコン、またはミラーリモコンでモニ
ターの電源を切ってください。

※HDMI出力端子付き機器をつなぎ番組の録画をおこなう場合、
ご使
用の機器の取扱説明書に従いながらアンテナケーブルをつないでく
ださい。
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モニターの回転について
モニターの回転について
ご使用前に

1

モニターが縦向きの状態で、正面に向
かって右側のハンドル下部を持ち、反時
計回りに動かします。
◦ハンドルを持つ位置は、点線で丸く囲んでいま
す。

ミラーアプリの使い方

2

反時計回りに回転させます。
ハンドルを持ったままゆっくりと動かし
てください。

テレビ機能の使い方

◦ハンドルを持つ位置は、点線で丸く囲んでいま
す。

3

取り扱いについて

モニターが横向きの状態になると、回転
は停止します。
モニターの回転範囲は90°です。回転方
向は決まっていますので、回転方向以外
に無理な力を加えないでください。

ハンドルを持ったま

まゆっくりと動かして
ください。

回転範囲90°

◦ハンドルを持つ位置は、点線で丸く囲んでいま
す。
◦モニターを横向きから縦向きへ回転させる場
合は、
正面に向かって上側のハンドル右部を持
ち、時計回りに回転させてください。

個人情報について
アフターサービス

14

反時計回りに動かします。

◦回転途中の状態で使用しないでください。

◦移 動をしない場合は必ずキャスターにロック
を掛けて固定してください。
◦液 晶パネルを強く押すなどすると破損するお
それがあります。

注意

◦ラックボックスの天板に40㎏以上の物を置か
ないでください。
スタンドにラックボックスを取り付けると中に
レコーダーなどを収納することができますが、
20㎏以上のものは設置しないでください。

◦安全のため、回転先から15㎝以内に物を置か
◦回転時はハンドルを持ちゆっくりと回転させ、
ないでください。
回転方向以外の方向に無理な力を加えないで
◦ハンドルにぶら下がったりしないでください。
ください。
ケガや破損の原因になります。
◦カ
 メラを持たないでください。
◦モニター回転時は周囲に人がいないことを確
◦可動部に手や足、
指などを挟まないように注意
認してから回転させてください。
してください。
◦モニター回転時に液晶パネルをつかむと故障
◦製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
の原因になりますので、
モニターが縦向きの状
◦必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してく
態で正面に向かって右側のハンドルをつかん
ださい。
で回転させてください。

スタンド･ラックボックス ･ 転倒防止対策 ･ 移動について
スタンド･ラックボックスについて

◦ラックボックスの詳しい取り付け・取り外し方法は別紙
「設置説明書」
をご確認ください。

◦中に収納する機器の種類やリモコンの電池残量によっ
ては、
ガラス扉を閉じた状態でリモコンを操作しても、
反応しない可能性があります。
リモコンの反応が悪いと感じたときは、

リモコン操作時
にガラス扉を開けてご使用ください。
また、
ガラス扉とリ
モコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。

1
2

4

キャスターのロックを外してください。

◦キャスターのロックを外しにくい場合は、一度
ラックボックスを取り外してください。
ロック解
除後、
ラックボックスを取り付けてガラス扉を
閉めてください。

本機のスタンド部分を押して、移動させ
てください。
◦周 囲に人や小動物、障害物などが
無いことを確認してから、移動させ
てください。

◦ラックボックス内にレコーダーなど
の機器を収納する場合は、20kgを
超えないようにしてください。

◦液 晶パネルを強く押すなどすると
破損するおそれがあります。

◦ラックボックスの天板に物を乗せ
る場合は、40kg以上の物を乗せな
いでください。

注意

個人情報について

◦本 機を設置後に移動させる場合、
ハンドルを持って移動させると、意
図せずにモニターが回転するおそ
れがあります。
ケガをする可能性が
ありますので、
ご注意ください。

転倒防止対策について

◦カメラを持って移動させないでくだ
さい。
◦物を乗せた状態で移動させないで
ください。

アフターサービス

地震等で本機の転倒･落下による危害を軽減す
るために、転倒防止対策をおこなうことをおす
すめします。転倒･防止対策をおこなう場合は
市販の固定具をご活用ください。

取り扱いについて

注意

◦スタンドのガラス扉を開けたままに
していると、誤って踏むなどして割
れるおそれがあります。
ケガをする
おそれもありますので、必要時以外
はガラス扉を閉めてください。

本機の電源プラグやアンテナケーブル、本機の
スタンド下部にある接続端子から伸びている
ケーブル類を全て外してください。
ラックボックス内にレコーダー等の機器を収納
している場合は全て外に取り出してください。
移動時にスタンドのガラス扉が開かないよう
に、ガラス扉を閉めてください。

テレビ機能の使い方

3

本機の電源を切ってください。

ミラーアプリの使い方

◦本体前スペースはガラス扉が開きますので、20cm以上
確保してください。

本機を設置後に移動させる場合は、
以下の手順
にしたがっておこなってください。移動後の設置
･保管場所は、
「 安全上のご注意」
（ P3～9に記
載）
をよくお読みの上、設置してください。

ご使用前に

スタンドにラックボックスを取り付けると、中に
レコーダーなどを収納できるようになります。

移動について

◦手や足、指などを挟まないように注
意してください。
◦スタンドのガラス扉は、大きな衝撃
があると割れるおそれがあります。
ケガをするおそれがありますので、
移動時はご注意ください。
◦移動終了後、必ずキャスターのロッ
クを掛けて固定してください。
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ミラーリモコンについて
ミラーリモコンについて
ご使用前に

1

3

ミラーアプリの使い方
テレビ機能の使い方

5

4

6

7
9

8

10

11

12
13
15

14

取り扱いについて
個人情報について
アフターサービス

16

2

16

1

電源入／切ボタン

9

メニューボタン

2

LEDランプ

10

設定ボタン

11

－ボタン

12

＋ボタン

13

消音ボタン

14

早戻しボタン

15

早送りボタン

16

一時停止／再生ボタン

本機の電源を
「入 ／ 切」
します
各ボタンを押したときに点滅し、電池の電圧
が不足すると速く点滅（毎秒10回）
します

3

ミラーアプリボタン

4

方向ボタン
（十字キー）

5

OKボタン

6

Yesボタン

7

Noボタン

8

戻るボタン

各ミラーアプリ機能に切り替えます
画面上で項目を選びます
決定をおこないます
問診の回答
（はい）
をおこないます
問診の回答
（いいえ）
をおこないます
前の画面に戻ります

ホームメニュー画面が表示されます
設定画面を表示します
音量を小さくします
音量を大きくします
音量を消します
動画再生時に使用します
動画再生時に使用します
動画再生時に使用します

電池残量について
ミラーリモコンのボタンを押したときに、LEDランプが速く
点滅（毎秒10回）
する場合、電池の電圧が不足して、
ミラー
リモコンが電波を発信できない状態になっています。
新しい電池と交換してください。

ミラーリモコンの電池交換について

1

単4形乾電池を2個用意してください。
リモコン裏にある電池カバーを外しま
す。
▼マークの部分を押しながら矢印の
方向へスライドさせてください。
固くて蓋が外しにくい場合、下図のよう
に窪みに両手の親指を当て、矢印の方
向へスライドさせて外してください。

電池カバー

2

マイナス（ー）極側から乾電池を入れま
す。電池の向きが正しいことを確認して
ください。カチッと鳴るところまで、
しっ
かり差し込みます。
単4形乾電池

3

電池カバーを閉めてください。
電池カバーが浮いていないことを
確認してください。

ミラーリモコンのペアリング設定と解除・ホームメニューについて
ミラーリモコンのペアリング設定と解除

登録する

解除する

◦ミラーリモコンを操作します

3

モニター本体にあるCH＋/CHーボタン
（P10 5 モニター本体ボタン／各種参
照）を同時に5秒以上長押ししてくださ
い。本機がペアリングモードに切り替わ
ります。
ミラーリモコンの

と

を

同時に5秒以上長押ししてください。

1
2

ミラーリモコンの

と

を

同時に5秒以上長押ししてください。
ペアリング解除が完了すると、ミラー
リモコンのボタンを1回押したときに、
ミラーリモコンのLEDランプがゆっくり
5〜6回点滅するようになります。

テレビ機能の使い方

2

◦ミラーリモコンを操作します

◦リモコンのLEDランプが点滅します。指を離してペ
アリングが完了するまでしばらくお待ちください。

ペアリングが完了すると、
ミラーリモコ
ンのボタンを1回押したときに、
ミラーリ
モコンのLEDランプが1回点滅するよう
になります。
◦本機とミラーリモコンは、
ペアリングした状態で出荷しています。

取り扱いについて

注意

◦本機の電源が入り、
ホームメニューが表示された状態でミラーリモコンのボタンを押した時にリモコ
ンのLEDランプがゆっくり5～6回点滅する場合は、
ペアリング未登録の状態です。
再度ペアリングを
おこなってください。

ホームメニューについて

個人情報について

操作方法
◦ミラーリモコンを操作します

1

を押す
◦ホームメニュー画面が表示されます。
（ミラーアプリボタンでもホームメニュー画面が
表示されます）

を操作し、
ミラーアプリを選択して
ください。選択後に
を押すと、
選択中のアプリを実行します。

アフターサービス

2

ミラーアプリの使い方

1

ご使用前に

本機とミラーリモコンは、
ペアリングした状態で出荷していますが、再登録や解除する場合は画面の
指示に従いながら、下記手順でおこなうことができます。

◦ミラーリモコンの各ミラーアプリボタンを押し
ても、
アプリを実行することができます。

◦各ミラーアプリ機能の詳細は、
オーナーズサイ
ト
（2020年度中掲載予定）
をご確認ください。
◦ミラーアプリ開始時に企業広告が流れます。
▶ 次のページにつづく
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ミラーアプリの種類と特長
ミラーアプリの種類と特長
ご使用前に

1
4 撮影

付属カメラを使用して、写真や動画の撮影を楽しむことができま
す。
また、
お手持ちのUSBデバイスに保存されている写真や動画の
データを確認することもできます。

3
ミラーアプリの使い方

2

4

5 みまもり

みまもりモードを設定すると、一定の音量以上の音を検知した時
に専用アプリへ通知をおこないます。専用アプリを通じて外出先
から部屋の様子を1分間ライブ映像で確認することもできます。
※2020年度中にリリース予定です。

6
5

7
9

テレビ機能の使い方

8

6 健康

ユーザーの健康サポートを目的としています。症状別アドバイスで

10

は、症状から疑われる病気についてドクター監修の問診を通じて
チェックすることができます。他にも健康知識を深めたり健康アイ
テムを購入したりすることもできます。

7 美容

11

美容皮膚科で多く寄せられるお悩みについて、
ドクター監修のトラ
ブル解消を目的としたアドバイスを受けることができます。

取り扱いについて

8 画面共有

スマートフォンやタブレットなどを有線で接続することで、画面を
共有して楽しむこともできます。
ご利用には、
プレミアムハイスピードHDMIケーブル
（Ver2.0以上、
別売）
とHDMI変換アダプタ
（別売）
が必要です。

1 設定

入力切替、映像設定、音質設定、時刻設定、
ネットワーク設定、本体
情報の設定・確認をおこなうことができます。

2 美術館

9 運動

個人情報について

体の柔軟性や筋肉への適度な刺激を目的とした動きをおこなうこ
とができます。
エクサチェア
（別売）
やアクティブメジャー（別売）
を
使用すると、
よりお楽しみいただけます。
※体調不良や痛みがある場合は利用をお控えください。

メトロポリタン美術館で所蔵されている作品を鑑賞することがで
きます。画面縦向きでは縦長の作品、画面横向きでは横長の作品
を楽しむことができます。

3 試着室

10 夢

ユーザーの顔とファッションモデルの姿を画面上で合わせること
で、合成試着を楽しむことができます。
ユーザーの体型情報を登録
することで、現役スタイリストが提案するコーディネートの中から、
ユーザーが輝くためのファッションが提案されます。

本製品の開発コンセプトについて動画で確認することができます。

11 更新

バージョンアップで追加されたアプリを確認することができます。

アフターサービス


◦ミラーアプリ開始時に企業広告が流れます。

◦一部のミラーアプリでは使用する年齢に制限を設けています。使用前にご確認の上、
お楽しみくだ
さい。

注意


◦
「みまもり」
は、付属マイクにより、一定の音量を超える音を検出すると、登録した専用アプリを通じ
てお客様の端末に通知します。通知後、専用アプリを使用することで、付属カメラにより部屋の中を
1分間連続で撮影し、
その撮影動画を端末で確認することができます。

※防犯や火災などの検出または未然に防ぐなどの監視機能を備えておりません。
また、異常を検出し
て、警備員がお客様のお部屋に駆けつけるわけではありません。
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ミラーアプリ設定メニューについて
ミラーアプリ設定メニューについて
ご使用前に

1 入力切替

テレビ機能/HDMI2（汎用・ARC）/HDMI3（画面共有）の入力切
替をおこないます。
テレビ機能ではテレビの画面を表示し、HDMI2（汎用）
とHDMI3
（画面共有）
ではHDMI入力端子に接続した機器の画面をミラー
本体のモニターへ表示します。

2 時刻設定

3

3 ネットワーク

2
4

ミラーアプリの使い方

1

日付と時刻などに関する設定をおこないます。

ネットワーク設定とBluetooth設定をおこないます。

4 本体情報

テレビ機能の使い方

シリアル番号、
バージョン情報、
オープンソースライセンスを確認し
ます。

取り扱いについて
個人情報について
アフターサービス

▶ 次のページにつづく
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ネットワークの設定
ネットワークの設定（有線）
ご使用前に

1

自宅の有線回線ケーブルをLANポート
につなぎます。

◦ミラーリモコンを操作します。

1
2
3
4

ミラーアプリの使い方
テレビ機能の使い方
取り扱いについて
個人情報について
アフターサービス
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ネットワークの設定（無線LAN）

◦有線（LANケーブル）
でインターネットに接続
すると、
インターネット環境が必要なミラーア
プリの使用やバージョンアップだけではなく、
Android TVのさまざまなコンテンツも、
その
ままお楽しみいただけます。

5
6

設定

ボタンを押してください。

◦ミラーアプリの設定画面が表示されます。

画面上の［ネットワーク］を
し、 を押してください。
画面上の［無線LAN］
を
を押してください。

で選択

で選択し、

無線LANの欄にオン／オフ切替ボタン
をオンに設定してください。無線LANを
オンにすると、接続可能なネットワーク
一覧が表示されます。接続したいネット
ワークを
で選択して、
を押して
ください。
パスワードの入力を求められた場合は、
パスワード入力欄を選択し、 を
押して、
パスワードを入力してください。
接続に成功すると、
ネットワーク名の横に
チェックマークが表示されます。
◦無 線接続でミラーアプリのネットワーク設定
をおこなうと、ミラーアプリのコンテンツや
バージョンアップをご利用いただけます。
※Android TVのコンテンツをお楽しみいただくためには、
別途Android TVのネットワーク設定をおこなう必要があ
ります。
詳しい設定方法は
「テレビ機能の使い方／ネットワーク設
定」
（P29に記載）
をご確認ください。

ネットワーク設定は手動でもおこなうことができます。
[ネットワーク追加]から、ネットワーク名（SSID）、セ
キュリティ、
パスワード等の必要事項を入力してくださ
い。[詳細設定]では、IP設定、
プロキシなども設定する
ことができます。

テレビリモコンについて
テレビリモコンについて
2

マイク

8

決定ボタン

LEDランプ

9

方向ボタン

3

電源ボタン

10

戻るボタン

4

放送波切り換えボタン

11

メニューボタン

5

テレビボタン

12

設定ボタン

6

ホームボタン

13

消音ボタン

7

Googleアシスタントボタン

14

音量ボタン

15

カラーボタン

1

5

2

3

4

6

7

9
10

11

12

14

13

16

本機の電源を入／切します
地上→BS→CS→BS/CS 4Kの順に切り
換えます
テレビアプリを起動します
Android TVのホーム画面を表示します

やりたいことを話しかけたり、見たいコンテ
ンツを声で検索します

16

Android TVの設定を表示します
音声を消します
音量を調節します
テレビの番組表や、
データ放送で割り当て
られている操作を実行します

Netflixボタン

Netflixを起動します

◦本機とテレビリモコンは、
ペアリングした状態で出荷しています。

◦テレビリモコンを操作します。

テレビリモコンの電池交換について

1

を押してください。
◦Android TVの設定画面が表示されます。

［PIX-RM046］
を選択してください。

3

マイナス（ー）極側か
ら乾 電 池を入 れま
す。電池の向きが正
しいことを確認して
ください。

アフターサービス

電池残量が表示されます。

2

単4形乾電池を2個
用意してください。
リモコン裏にある電
池 カ バ ー を 外 しま
す。矢印の方向にス
ライドさせ、上に持
ち上げてください。

個人情報について

テレビリモコンの電池残量は、Android TV
の設定画面から確認することができます。

2

テレビのメニューを表示します

◦テレビリモコンは、
ミラーアプリご利用時にはお使いいただけません。

電池残量について

1

一つ前の画面に戻ります

取り扱いについて

注意

画面上で項目を選びます

テレビ機能の使い方

15

ペアリング時に点滅します

選択した項目を決定します

ミラーアプリの使い方

8

音声を入力します

ご使用前に

1

電池カバーを閉めてください。
電池カバーが浮いていないことを
確認してください。
▶ 次のページにつづく
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Googleの初回設定・テレビの初回設定
Googleの初回設定・テレビの初回設定
ご使用前に

テレビリモコンを準備してください。 ※テレビ視聴のみの場合、Googleアカウントへのログインは必須ではありません。
Googleの初回設定

ミラーアプリの使い方

Googleのアカウントでログインすると、様々なアプリを
ダウンロードしたり、Googleのサービスを利用したりす
ることができます。
※G oogleのアップデートにより設定手順が変更される
場合があります。その際は画面の指示にしたがって設
定してください。

1

Googleアカウントでログイン
Googleアカウントでログインします。
アカウント情報を入力してください。

テレビ機能の使い方

※後からログインする場合はスキップを選択して
ください。
※アカウントをお持ちでない場合は、Googleの
ホームページから登録することができます。

取り扱いについて

2
3

個人情報について
アフターサービス

5

テレビを視聴するためには、
チャンネル設定が必要です。
地上デジタル放送を見るために、
お住まいの地域情報を
取得します。

6
7
8

Googleの利用規約とプライバシーポリシーに
ついて、内容を確認して
［同意］
を選択してくださ
い。

位置情報
位置情報の使用について、内容を確認して［は
い］
または
［いいえ］
を選択してください。

Androidの機能向上にご協力ください
使用状況の自動送信について、内容を確認して、
［はい］
または
［いいえ］
を選択してください。

PIX-SMB400名前の選択
一覧から
［PIX-SMB400］
の名前を選択
してください。

テレビの利用規約

テレビの利用規約を確認して
［同意する］
を選択
してください。

アンテナ線の接続確認

アンテナ線（アンテナケーブル）
の確認をして
［次
へ］
を選択してください。

チューナー/アンテナ

アンテナ設定をして
［次へ］
を選択してください。
※後からAndroid TVの設定メニューで変更す
ることもできます。その場合は［OFF］のまま
次へ進んでください。

◦アッテネータ設定は、電波受信感度が高すぎ
るときに
［ON］
にします。

利用規約

※後からAndroid TVの設定メニューで変更で
きます

4

テレビの初回設定

9
10
11
12
13

◦アンテナ電源（LNB）設定は、BSアンテナに電
源供給するときに
［ON］
にします。

郵便番号設定

お住まいの地域の郵便番号を入力して
［次へ］
を
選択してください。
テレビリモコンの方向ボタン
の上下で数字を選択してください。

チャンネルスキャン

お住まいの地域の都道府県を選択して
［スキャ
ン開始］
を選びます。
すると、
チャンネルスキャン
が開始されますので、完了するまでしばらくお待
ちください。

スキャンが完了しました

スキャンが完了すると、
スキャンしたチャンネル
が表示されます。番組表に表示するチャンネル
に
を入れて、
［次へ］
を選択してください。

方向ボタンの設定

テレビリモコンボタンのモードを切り換えて、
よ
く使うテレビ操作を快適にすることができます。
お好みの設定にしてください。

動作履歴送信

テレビの動作履歴送信について、
内容を確認して
［ON］
または
［OFF］
を選んで［次へ］
を選択して
ください。

以上で初回設定は終了です。 引き続き、Android TVのチュートリアルが表示されます。
テレビリモコンの
［決定］
ボタン
を押すと次へ進みますので、
ご確認ください。
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テレビリモコンのペアリング設定と解除・テレビ視聴方法
テレビリモコンのペアリング設定と解除

登録する

解除する

4K Smart Tuner
（P10 9 4K Smart
Tunerボタン各種参照）
のボタンを下図
のようにを５秒以上同時に長押ししてく
ださい。

2

リモコンの登録画面が表示されていると
きに、テレビリモコンの［決定］ボタンと
を同時に5秒以上押してください。

2
3

◦Android TVの設定画面が表示されます。

［PIX-RM046］
を選択してください。

テレビ機能の使い方

◦上図2カ所のボタンを5秒以上長押ししてくだ
さい。
リモコン登録画面が表示されます。

1

を押してください。
ミラーアプリの使い方

1

ご使用前に

本機とテレビリモコンは、
ペアリングした状態で出荷していますが、再登録や解除する場合は画面の
指示に従いながら、下記手順でおこなうことができます。

［ペアを解除］
を選択してください。
◦画面の指示に従って操作してください。

注意

取り扱いについて

◦リモコンのLEDランプが点滅します。指を離し
て、ペアリングが完了するまでしばらくお待ち
ください。
本機とテレビリモコンは、
ペアリングした状態で出荷しています。

個人情報について

テレビ視聴方法
操作方法
◦テレビリモコンを操作します。

を押してください。
◦テレビ画面が表示され、テレビの視聴を開始
します。

3
4

テレビ視聴中に

を押してください。

アフターサービス

1
2

電源ボタンを押してください。

◦テレビのメニュー画面が表示されます。

を操作して、
お好きな放送波とチャンネルを
選択してください。

▶ 次のページにつづく
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つづき（テレビ視聴方法）
テレビのメニュー画面（テレビ視聴中に

を押すと表示されます）

ご使用前に

操作パネル
（視聴中の番組を操作します）

メニュー（番組や設定を呼び出します）

録画を開始します。
※外付けUSBハードディスク
（市販品）
を
ご用意下さい。

放送中の番組
放送中の番組を表示します。

録画を停止します。
ミラーアプリの使い方

視聴設定を変更します。
視聴設定の変更について詳しくは24ページを
参照してください。
データ放送を表示します。
データ放送で提供されている天気予報などの
表示地域を変更する場合は、設定の
［地域設
定］
でお住まいの地域を指定してください。

テレビ機能の使い方

番組情報を表示します。

オススメ
オススメの番組を表示します。
※この機能を使うには、
インターネット環境が
必要です。
番組表
番組表を表示します。
詳しくは25ページを参照してください。
録画再生
録画番組を表示します。
詳しくは27ページを参照してください。
予約一覧
録画予約を表示します。
登録している予約の確認・編集や、外付けUSB
ハードディスク
（市販品）の空き容量を表示します。

でも操作できます

繰り返し予約を登録しているときに表示されます。

テレビリモコンのカラーボタンで操作パネ
ルを選択することもできます。メニューを
表示中に以下のボタンを押してください。

新4K衛星放送の番組に表示されます。
世間で話題の番組に表示されます。
ユーザーの操作履歴に基づいた、おすすめ番組に表示
されます。

取り扱いについて

青：録画を停止 緑：視聴設定の表示

録画中に表示されます。
別の番組と放送時間が重複するときに表示されます。

赤：録画を開始 黄：データ放送

エラーで録画が中断されたり、実行されなかったとき
に表示されます。

設定
テレビの設定を表示します。
詳しくは28ページを参照してください。

個人情報について

視聴設定の変更
◦テレビリモコンを操作します。

1

アフターサービス

2

を押してください。
◦テレビのメニュー画面が表示
されます。

で操作して

選択してください。

を

◦視聴設定が表示されます。

視聴設定の項目
字幕表示

字幕の表示言語を切り換えます。

文字スーパー表示

文字スーパーの表示言語を切り換えます。

マルチ音声

複数音声を切り換えます。

音声多重

主音声、副音声を切り換えます。

3桁番号入力

3桁のチャンネル番号を入力して、
チャンネルを切り換えます。

画面表示

番組情報の表示方法を切り換えます。

データ放送操作パネル データ放送の操作画面を表示します。
※番組が対応している設定を変更できます。
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テレビ録画方法
番組表を見る

録画準備（USB（録画）を使用する場合）

1
3

◦テレビ画面が表示されます。

を押してください。
◦テレビのメニュー画面が表示されます。

で操作して

を

選択してください。

◦外付けUSBハードディスクには推奨品があります。
推奨USBハードディスクは、
「各部の名前とはたらき／
接続端子／USB（録画）」
（P11に記載）にてご確認い
ただけます。
※S MR方式には対応していないため、推奨USBハード
ディスク以外での動作の保証をいたしかねます。

1

番組表を操作する
番組表を表示中に、以下の操作ができます。

1

番組表を表示中に

を押してください。

◦本機の電源が切れます。

ラックボックスを取り外してください。

本機の電源プラグを抜いてから、USB
ケーブルを使用して、USB（録画）端子
と外付けUSBハードディスクの端子を
つないでください。

取り扱いについて

◦テレビリモコンを操作します。

2
3

テレビリモコン、
またはミラーリモコンで
モニターの電源を切ってください。

テレビ機能の使い方

◦番組表が表示されます。
◦当日から8日先までの番組表を画面で確認す
ることができます。

ミラーアプリの使い方

2

を押してください。

別売の外付けUSBハードディスクをつないで録画するこ
とができます。

ご使用前に

◦テレビリモコンを操作します。

◦操作メニューが表示されます。

操作メニューの説明

放送波切り換え
番組表に表示する放送波を切り換えます。

表示サイズ変更
番組表の表示サイズを変更します。
※
［小］
にした場合、番組サムネイルは
表示されません。
HDD情報
ハードディスク情報を表示します。

4
5

ラックボックスを取り付けてください。

電源プラグをコンセントに差し込み、テ
レビリモコンでモニターの電源を入れて
ください。

アフターサービス

日付選択
番組表の日付を変更します。

個人情報について

クイック予約
選択中の番組の予約を登録します。
繰り返し予約を設定する場合は、
予約一覧で変更します。

◦自動的に本機が起動し、
メッセージが表示さ
れます。画面にしたがってテレビリモコンを操
作してください。
◦ラックボックスの詳しい取り付け・取り外し方
法は、別紙「設置説明書」
をご確認ください。
▶ 次のページにつづく
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つづき（テレビ録画方法）
録画する
（USB（録画）
を使用する場合）
ご使用前に
ミラーアプリの使い方
テレビ機能の使い方
取り扱いについて
個人情報について
アフターサービス
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見ている番組を録画する

録画を停止する

◦テレビリモコンを操作します。

1
2
3

◦テレビリモコンを操作します。

録画する番組のチャンネルに
切り換えてください。
を押してください。
◦テレビのメニュー画面が表示されます。

で操作して、
画面左上の
を選択してください。
◦録 画が開始されます。
この録画は番組の終了
時に自動で停止します。
◦外付けUSBハードディスクの容量にかかわら
ず、最大500番組まで保存できます。

番組を指定して予約する

2
3

を押してから、
押してください。

を

を選択してください。

◦番組表が表示されます。

録画したい番組に
カーソルを合わせて
押してください。

1
2

を

◦予約が登録されます。
◦外 付けUSBハードディスクの容量にかかわら
ず、
最大100件まで録画予約の登録ができます。

注意

で操作して、
画面左上の
を選択してください。
確認画面で［はい］を選択してく
ださい。
◦録画が停止されます。

◦テレビリモコンを操作します。

◦テレビのメニュー画面が表示されます。

で操作して

2
3

◦テレビのメニュー画面が表示されます。

繰り返し予約を指定する

◦テレビリモコンを操作します。

1

1

を押してください。

番組表を表示して、
録画したい番組を選択してください。
◦番組詳細が表示されます。

画面上の［予約する］
を選択してください。

◦予約設定画面が表示されます。
お好みの設定に変更してください。
繰り返し録画

3

同じ時刻の録画を繰り返す
ときに、頻度や曜日を指定
します。

画面上の［予約する］
を選択してください。
◦予約が登録されます。

◦録 画されない番組や映像があります。以下の
番組や映像は録画されません。
•放送局が録画禁止にしている番組
•番組の放送中に提供されているデータ放送
•データ放送専用チャンネルの番組
•有料放送で未契約の番組
•音声のみの番組 •外部入力の映像

◦複数番組の同時録画はできません。
また、予約
が重複している場合、録画されない番組があり
ます。

◦録画中はチャンネルの切り換えはできません。

◦ハードディスクの容量が足りなくなると、その
時点で録画は終了します。

◦録画できる時間には限りがあります。番組の視
聴中に◉を押して開始した録画は番組終了時
に録画を停止します。番組の録画に関係なく、
12時間を超えると自動的に録画を終了します。

日時を指定して予約する

を押してください。

で操作して

タイマー予約の

を選択してください。

◦登録画面が表示されます。
チャンネルや日時などを指定します。

同じ時刻の録画を繰
り返すときに、
頻度や
曜日を指定します。

画面上の［タイマー予約］を選択してく
ださい。
◦予約が登録されます。

テレビ機能の使い方

USB（録画）と接続したハードディスクを取り外す

◦テレビリモコンを操作します。

を押してから、

を

◦テレビのメニュー画面が表示されます。

を

選択してください。

◦録画一覧画面が表示されます。

再生する録画番組を選んで、
［決定］
ボタンを押してください。

2
3

ハードディスク名称を選択してください。

［取り外し］
を選択してください。

個人情報について

◦録 画した番組の確認・編集や、外付けUSB
ハードディスクの空き容量も表示します。

1

を押してから
［ストレージとリセット］
を
選択してください。

取り扱いについて

押してください。
で操作して

4

録画の日時を指定し
ます。

データ損失を防ぐため正しい手順で操作してください。

◦テレビリモコンを操作します。

3

繰り返し録画

◦予約一覧画面が表示されます。

録画した番組を一覧で見る

2

開始時刻／終了時刻

を選択してください。

録画を再生する（USB（録画）を使用する場合）

1

放送日

◦テレビのメニュー画面が表示されます。

番組の放送波とチャ
ンネルを指定します。

ミラーアプリの使い方

1
2
3

を押してから、

放送波／チャンネル

ご使用前に

◦テレビリモコンを操作します。

◦操作は完了です、
ハードディスクを取り外して
ください。

◦録画番組の再生が開始されます。

注意

◦他の機器で録画した番組は、USB（録画）に接続し
ても再生することはできません。HDMI出力端子
付き機器の場合、HDMI2（汎用・ARC）に接続す
ることで番組の再生をおこなうことができます。
◦USBハブを経由した接続や複数のハードディ
スクを接続しての録画には対応していません。

アフターサービス

◦録 画番組の再生中に
を押すと、再生メ
ニュー画面が表示されます。視聴設定や録画
番組の再生・一時停止・早戻し・早送りなどを
おこなうことができます。
◦ハードディスクを取り外すときは正しい操作を
必ずおこなってください。正しい操作をせずに
取り外すと、録画番組が損失したり、予約録画
が失敗するおそれがあります。
また本機の修理
および交換後は録画していた番組を再生でき
なくなります。
あらかじめご了承ください。
▶ 次のページにつづく
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テレビ設定メニューについて
テレビ設定メニューについて
ご使用前に

◦テレビリモコンを操作します。

ミラーアプリの使い方

1
2
3

電源ボタンを押してください。
を押してください。
を押してください。
◦テレビのメニュー画面が表示されます。

を

選択してください。
◦テレビの設定画面が表示されます。
◦Android TVの設定メニューから
［デジタル放
送］
を選択しても、
テレビの設定画面が表示さ
れます。

受信設定

テレビ機能の使い方

チャンネルスキャン   

チャンネルスキャンをおこないます。受信したチャンネルの表示／非表示も設定できます。

リモコン数字ボタン割当

リモコンの
［1］〜［12］
ボタンを押したときに表示するチャンネルを選びます。

受信レベル

受信感度を確認します。

アッテネータ設定

電波が強すぎるときに
［ON］
にします。
※地上デジタル放送のみ有効です。

アンテナ電源（LNB電源）設定

BS/CSアンテナに電源供給するときに
［ON］
にします。

降雨対応放送切換

悪天候で受信レベルが低いときに、低画質の放送に切り換えます。
※放送局が降雨対応放送を配信しているときに設定を変更できます。

地域設定（データ放送向け）

データ放送で表示する地域情報を郵便番号で指定します。

取り扱いについて

カスタム設定

個人情報について

録画設定

ハードディスクの情報を表示したり、録画データをすべて削除することもできます。

方向ボタン設定

番組の視聴中に、
リモコンの方向ボタンで特定の操作ができます。

利用制限設定

視聴する番組を年齢で制限します。暗証番号を登録してから、制限する年齢を指定します。
※暗証番号を忘れると、Android TVの
「設定」
で初期化する必要があります。
メモするなど、忘れないように
記録を残すことをおすすめします。

デジタル放送初期化

利用制限設定、地域設定、
チャンネルリストを初期化します。
※本製品の廃棄や譲渡するときに個人情報を削除します。

動作履歴送信

テレビの操作情報を送信するかどうかを選びます。画面の説明をよく確認してから選択してください。
※動作履歴の送信、
および動作履歴を利用したサービスにはインターネット接続が必要です。

スマートスピーカー連携

スマートスピーカーに話しかけてテレビを操作することができます。設定を
［ON］
にしてから、
アカウントの
入力が必要です。
くわしい設定方法や、
スマートスピーカーでできることについてはピクセラ公式サイトを確認してください。
スマートスピーカー連携について http://pixela.jp/voice_if
※この機能を使うには、
インターネット環境が必要です。

アフターサービス

情報
本機の情報（ACAS番号表示など）
や、放送局からのお知らせを表示します。

かんたん設定
初回設定をやりなおします。
引っ越しなどで受信地域が変わったときなどにおこないます。

困ったときは
テレビアプリの使い方について、
よくある質問を表示します。
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4

で操作して

ネットワークの設定
ネットワークの設定（有線）

◦テレビリモコンを操作します。

1

画面上の
［ネットワーク］
を選択してく
ださい。
接続したいネットワークを選び、
パスワードを入力してください。
画面上の
［OK］
を選択してください。
◦テレビはインターネットに接続せずに視聴
できます。
◦無線接続でAndroid TVのネットワーク設
定をおこなうと、
Android TVのさまざまな
コンテンツをご利用いただけます。
※ミ
 ラーアプリをお楽しみいただくためには、別途ミラー
アプリでネットワーク設定をおこなう必要がありま
す。詳しい設定方法は
「ミラーアプリの使い方／ネット
ワークの設定（P20に記載）
をご確認ください。

取り扱いについて

◦有線（LANケーブル）
でインターネットに接続
すると、Android TVのさまざまなコンテンツ
だけでなく、インターネット環境が必要なミ
ラーアプリの使用や、
バージョンアップもその
ままお楽しみいただけます。

◦Android TVの設定画面が表示されます。

テレビ機能の使い方

◦テレビはインターネットに接続せずに視聴で
きます。

を押してください。

ミラーアプリの使い方

2
3
4

ご使用前に

1

自宅の有線回線ケーブルをLANポート
につなぎます。

ネットワークの設定（無線LAN）

個人情報について
アフターサービス

▶ 次のページにつづく
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Android TVについて
Android TVについて
ご使用前に

視聴方法
◦テレビリモコンを操作します。

ミラーアプリの使い方

1
2

電源ボタンを押してください。
を押してください。
◦Android TVのホーム画面が表示されます。

アプリをインストールする

◦テレビリモコンを操作します。

テレビ機能の使い方

1
2
3

取り扱いについて

4

を押して、画面左の［アプリ］
を

選択してください。

［Google Play ストア］を選択してください。
Googleアカウントでログインしてください。
◦ストア画面が表示されます。
※この機能を使うには、インターネット環境が必要です。
※G o o g l eアカウントをお 持ちでない方 は、
Googleのホームページで登録してください。

お好みのアプリを探します。
アプリを選んで、
［インストール］を選択
してください。

アプリをアンインストールする
◦テレビリモコンを操作します。

1
2
3
4

を押してください。
◦Android TVの設定画面が表示されます。

［アプリ］
を選択します。
アンインストールしたいアプリを選び、
［アンインストール］
を選びます。
◦確認メッセージが表示されます。

［OK］
を選択してください。
◦アンインストールが実行されます。

◦インストールされたアプリは、Android TV
ホーム画面左の
［アプリ］
で確認できます。

Googleアシスタント
個人情報について
アフターサービス
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3

ホーム画面を下に移動して、任意の機能
を選択してください。

Google Cast

◦テレビリモコンを操作します。

◦テレビリモコンを操作します。

を押してください。
Googleアシスタント画面が表示されますの
で、
テレビリモコンのマイクに向かって気になる
ワードを話しかけてください。

お手持ちの端末にGoogle Cast対応アプリが
インストール済みで、本機と同じネットワークに
接続している場合に、Google Castをご使用
いただけます。

※Android TV内のアプリを表示中にGoogleアシスタン
トを実行すると、
アプリ内の検索をおこないます。

お手持ちの端末でGoogle Cast対応
アプリを起動し、
アプリのキャストアイコ
ンをタップしてください。

※その他のGoogleアシスタントでできることについて、
最新情報はWebページを参照してください。
http://pixela.jp/voiceif

1
2
3

キャスト先デバイスとして、
[PIX-SMB400]をタップしてください。
接続が成功すると、キャストアイコンが青色
に変わります。停止するには、キャストアイ
コン -［切断］の順に、
タップしてください。

Android TVの設定メニューについて
Android TVの設定メニューについて

1

ご使用前に

◦テレビリモコンを操作します。

を押してください。
◦Android TVの設定画面が表示されます。
◦Android TVの設定画面は、

［設定］
を選択することでも表示されます。

ミラーアプリの使い方

画面右上の

を押してAndroid TVのホーム画面を表示させたあと、

端末

録画用HDD登録

USB（録画）
に使用するハードディスクの登録をします。

ネットワーク

無線LANの設定をします。

Google Cast

オープンソースライセンス、
バージョン番号を表示します。

サウンド

システム音の設定をします。

アプリ

システムアプリや各アプリの権限を確認、変更ができます。

スクリーンセーバー

スクリーンセーバーの背景や開始時間などを設定できます。

映像出力

出力解像度、HDR設定、信号の調整ができます。

ストレージリセット

ストレージの容量確認やデータの初期化をします。

端末情報

本機に搭載している4K Smart Tuner の端末情報を表示します。

取り扱いについて

テレビ設定メニュー（受信設定、
カスタム設定、情報、
かんたん設定、困ったときは）
の設定を確
認、変更ができます。

テレビ機能の使い方

デジタル放送

設定
日付と時刻の設定、
タイムゾーンの設定、時刻の24時間表示設定ができます。

言語

使用言語の設定ができます。

キーボード

使用キーボードの設定ができます。

ホーム画面

オープンソースライセンスの確認、
Android TVのホーム画面をカスタマイズすることができます。

検索

アプリやオープンソースライセンスなどを検索することができます。

個人情報について

日付と時刻

Google
音声

Google音声入力の時の言語を変更できます。

ユーザー補助

コントラストや字幕の表示を変更できます。

リモートアクセサリ
テレビリモコンのペアリング設定ができます。

アクセサリを追加

Bluetoothデバイスのペアリング設定ができます。

アフターサービス

リモコンを登録

ユーザー設定
位置情報

位置情報の設定ができます。

セキュリティと制限

アプリのセキュリティ設定ができます。

使用状況と診断

Google に障害レポートや使用状況データなどの診断情報を送信します。

アカウント
アカウントを追加

Googleアカウントを追加することができます。
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ミラーのお手入れについて・ソフトウェアに関する重要なお知らせ・ワイヤレスLAN（無線LAN）Bluetooth®について
ミラーのお手入れについて
ご使用前に

お手入れをする際は以下のことに注意してください。誤っ
たお手入れをした場合故障の原因になります。
共通事項（モニター、ラックボックス）

ミラーアプリの使い方

◦必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態でお手入
れをおこなってください。
◦本機に直接水や洗剤をかけないでください。水や洗剤
がテレビ画面や外装部にたれて本機が故障する原因に
なります。
◦汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤などに布を浸
して固く絞ってふき取り、乾いた布で軽く拭いてくださ
い。
◦軽い汚れの場合はメガネ拭きなどのやわらかい布で
そっと拭き取ってください。
◦殺虫剤やシンナー、
アルコール、ベンジンなど、揮発性
のものをかけないでください。また、
クレンザーなどの
研磨剤は使わないでください。

テレビ機能の使い方

レザー部分のお手入れについて

【やってはいけないこと】
◦汚れが付いたまま高温多湿の場所に放置しないでくだ
さい。
カビや臭いの発生の原因になります。

取り扱いについて

◦殺虫剤やシンナー、
アルコール、ベンジンなど、揮発性
のものをかけないでください。また、
クレンザーなどの
研磨剤は使わないでください。
◦ハンドクリーム、
日焼け止めクリームなどが手についた
状態で触ると変色、変形の原因になります。

【お手入れ方法】

個人情報について

◦基本的にブラッシングと柔らかい乾いた布で磨くだけ
で美しさは保たれます。
◦汚れが着いた場合は軽く濡らした布で拭き取ってくだ
さい。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を布に
含ませて拭き取ってください。

ソフトウェアに関する重要なお知らせ
アフターサービス
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ソフトウェアのライセンス情報
本デバイスに組込んでいるアプリケーションなどのソフト
ウェアは、
ファミリーイナダまたは第三者の著作権が存
在しています。
本デバイスのソフトウェアコンポーネントのうち、
ファミ
リーイナダが開発または作成したアプリケーションおよ
び、
それに付属する動画、音声、
ドキュメント類には、
ファ

ミリーイナダの著作権が存在し、
著作権法、
国際条約およ
び、
その他の関連する法律によって、保護されています。
ま
た、
第三者が著作権を所有して、
フリーソフトウェアとして
配布されているソフトウェアライブラリを使用しています。
その一部には、
GNU Lesser General Public License、
GNU General Public Licenseが含まれています。

ワイヤレスLAN（無線LAN）Bluetooth®について
◦本機は2.4GHz帯および5.2GHz帯の電波を使用して
います。
この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・
科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラ
インなどで使用される免許を要する移動体識別用構内
無線局、
免許を要しない特定小電力無線局、
アマチュア
無線局など
（以下「他の無線局」
と略す）が運用されて
います。
◦IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n
は2.4GHz帯の周波数を使用し、IEEE802.11a/
IEEE802.11n/IEEE802.11acは5.2GHz帯の周波
数を使用しています。
◦電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では
使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、
誤作動や事故の原因となるおそれがあります。
◦埋め込み型心臓ペースメーカーなどを装備されている
方は、本機を使用しないでください。
また装備されてい
る方の近くでは使用しないでください。
◦ワイヤレスLANの伝送距離や通信速度は使用環境に
より大きく変動します。
◦ワイヤレスLAN機能が使用する電波は、一般家屋で使
用されている木材やガラス等は通過しますが、金属は
通過しません。
コンクリートの壁でも、内部に金属補強
材が使われている場合は通過しません。
◦万一、本機と
「他の無線局」
との間に電波干渉が発生し
た場合は、速やかに本機の使用場所を変えるか、また
は本機の運用を停止（電波の発射を停止）
してくださ
い。
◦本機を使用することにより、携帯電話等に雑音が入る
場合は、以下のように対処してください。
▶本機の設置場所や向きを変更する。
▶雑音が入る機器と本機の距離を離す。
▶雑 音が入る機器と本機の電波をそれぞれ別の場所
から取る。
◦IEEE802.11a/IEEE802.11n/IEEE802.11acの電
波を屋外で使用することは電波法で禁止されていま
す。屋内で使用してください。

個人情報の取扱に関する同意事項（ミラーシステム）
ファミリーイナダ株式会社（以下、
「当社」
と言います。）は、当社の掲げる個人情報保護方針（https://www.family-chair.co.jp/
pv.html）
・関連規程類、
法令に沿い、
今後のサービスご提供の期間に亘って貴殿の個人情報の適正な取扱い、
管理及び保護に努めます。
つきましては、本同意事項の内容をご理解いただき、貴殿の個人情報の提供及び利用に同意いただきますようお願いいたします。

ご使用前に

１．個人情報の利用目的

ミラーアプリの使い方

   （１）
当社の個人情報保護方針（https://www.family-chair.co.jp/pv.html）及び関連規程類、法令に沿い、下記に示す目的のため
に、
お客様の個人情報を取得し利用します。
		 ①ＡＩ ＩＮＡＤＡ ＭＩＲＲＯＲにおける各種サービスのご提供（なお，
ソフトウェアの更新により今後追加される機能・サービスも
含むものとします。）
		 ②ＡＩ ＩＮＡＤＡ ＭＩＲＲＯＲを通じておこなわれたお客様と第三者との間における取引等に関して当社が当該第三者に対して
おこなう問合せその他の調査
		 ③表示する広告の選択（ＡＩ ＩＮＡＤＡ ＭＩＲＲＯＲでは、他社に代わって、特定の地域・住所地にお住まいのお客様に限定した
広告を表示することがあります。
なお，
その場合でも，
当社が当該会社にお客様の氏名や住所を開示することはありませんの
で念のため申し添えます。）
		 ④ＡＩＩＮＡＤＡ ＭＩＲＲＯＲ本体及びソフトウェアの修理、保守メンテナンスへの対応
		 ⑤お客様からの質問、
お問い合わせ、
ご相談への対応、確認及びその記録
		 ⑥当社が取り扱う商品やサービス
（以下、
「当社商品等」
と言います。）及び当社が開催するイベント等のご案内
		 ⑦キャンペーン、
アンケート調査、
モニター等の実施
		 ⑧当社商品等の改善・開発及びマーケティング

テレビ機能の使い方

   （２）
当社は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用するこ
とがあります。
		 ①法令に基づく場合
		 ②人の生命、
身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、
お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき
		 ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
お客様ご本人の同意を得ることが困難で
あるとき
		 ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場
合であって、
お客様ご本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

取り扱いについて

２．第三者への委託・提供等

個人情報について

 記の場合を除き、
下
お客様の個人情報を第三者に委託・提供等をおこなうことはありません。下記の場合以外で当該個人情報を第
三者へ委託・提供等をする必要が生じた場合は、
お客様にその旨を通知し改めて同意を得たうえで委託・提供等をおこないます。
①第１項に定める利用目的を達成するため、
当社と契約を交わした外部協力事業者へ業務を委託する場合
②法令に基づく場合
③人の生命、
身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、
お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき
④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
お客様ご本人の同意を得ることが困難であ
るとき
⑤国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
であって、
お客様ご本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
３．個人情報を提供いただけなかった場合に生じる結果
本同意事項にご同意いただけない場合は、
当社が実施するサービス等がご提供できない場合があります。
４．個人情報に関する権利

アフターサービス

当社が保有するお客様の個人情報に関して、
お客様から利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び
第三者への提供の停止を希望される場合には、
当社が指定する所定の手続きにより申し出ていただき、
ご本人の要求であることを
確認したうえで、合理的な期間及び範囲でおこないます。

下記の個人情報に関する個人情報相談窓口までご連絡ください。
当社の個人情報相談窓口
〒５３２－０００４ 大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目１―３ ソーラ新大阪２１ １４Ｆ
ファミリーイナダ株式会社（個人情報取扱事業者）
｢個人情報相談窓口｣ 電話番号：０１２０－０４４－４０６
（受付時間 平日 9時～17時）
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故障かな？と思ったら
本機をご使用中にトラブルが発生したり、
調べたいことがある場合は、
弊社のサポートセンター、
修理等に関するお問い合わ
せ窓口にご相談になる前に、
もう一度下記の流れに従ってチェックしてみてください。
ご使用前に

チェック手順

1

リセット
（再起動）
してください

ミラーアプリの使い方

①リ
 モコンの電源ボタンを、
押すと電源が切れま
す。
②再度リモコンの電源ボタンを押すと再起動し
ます。
それでも解決しないときは、本機の電源プラグ
を抜き、その後、2分間待ってから電源プラグを
再度つないでください。

テレビ機能の使い方

2
3

取り扱いについて

4

ケーブルの状態をご確認ください
アンテナケーブルの芯線が曲がったり折れたり
していませんか？またアンテナケーブルがゆる
んでいませんか？
◦正常な状態のアンテナケーブルを、
しっかりつないでく
ださい。

ソフトウェアの更新をしてください
（インターネットにつないでいる場合）
ソフトウェアの更新画面が表示されている場合、
ソフトウェアを更新してください。

本書で調べてください

アンテナケーブルがゆるんでいませんか？
◦しっかりつないでください。

本書の「こんな場合は故障でないことがありま
す」
「 故障かな？と思ったら」をチェックし、該当
する項目を調べます。

それでも解決しないときは
弊社サポートセンター、修理等に関するお問い
合わせ窓口
（裏表紙へ記載）
へご相談ください。

機器間のケーブルはゆるんでいませんか？

個人情報について
アフターサービス
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電源コードがゆるんでいませんか？
◦しっかりつないでください。

ソフトウェアの更新について

「ピシッ」
というきしみ音が出る。

ご使用前に

本機を最新のソフトウェア状態に保つために、
デジタル放送またはネットワークから最新情報
をダウンロードして、
ソフトウェアを更新する必
要があります。
ソフトウェアの更新画面が表示
されても故障ではありません。

こんな場合は故障ではないことがあります
◦電源を入れているかどうかに関わらず、周囲との温度
差でキャビネットが伸縮し、
「ピシッ」
という音が出るこ
とがあります。

ミラーアプリの使い方

◦放送ダウンロードは対象期間内の決まった時間にデジ
タル放送から最新情報が送信され、
ソフトウェアの更
新をおこないます。
◦ミラーアプリの更新は、
ミラーアプリのホーム画面から
おこないます。
◦4K Smart Tunerの更新は、Android TVホーム画面
からおこないます。

テレビ機能の使い方

モニターが反対側に回転しない。
◦モニターの回転方向は決まっています。
詳しくは
「モニターの回転について」
（P14に記載）
をご
確認ください。

ラックボックスが外れる。
取り扱いについて

◦ラックボックスは固定しておりませんので、持ち上げる
と外すことができます。

ラックボックスのガラス扉が開かない。
◦ガラス扉は、扉を押して開閉をおこないます。
1回押すと開き、
もう1回押すと閉じます。

個人情報について

キャスターの移動が重たい。
◦キャスターのロックが掛かっている可能性があります。
 詳しくは
「各部の名前とはたらき」
（P10に記載）
をご確
認ください。
◦設置後の詳しい移動方法は
「移動について」
（P15に記
載）
をご確認ください。

アフターサービス

画面に光る点や光らない点がある。
◦液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られてい
ますが、画面の一部に点灯しない点や常時点灯してい
る点がある場合があります。
（有効画素数99.99％）

▶ 次のページにつづく
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つづき（故障かな？と思ったら）

ご使用前に

電源が入らなくなった／画面や音が出なくなっ
た／リモコンや機能が使えなくなった。
◦何らかの原因により、一時的に誤動作を起こしている
可能性があります。
リモコンの電源ボタンを押し、電源
を入れ直してください。それでも解決しないときは、本
機の電源プラグを抜いてください。
その後、2分間待っ
てから電源プラグを再度つなでください。

ミラーアプリの使い方

◦電 源コードをつないだとき、システムの初期化に時間
がかかるため、
しばらくの間本体ボタン、
リモコンで電源
操作ができないことがあります。
その場合1分程度待って
から操作してください。
◦リモコン、モニター本体ボタンで電源を入れたとき、
LEDが点灯し、
リモコン操作ができるようになるまで、
しばらく時間がかかります。

◦アンテナケーブルを電源コードからできるだけ離してく
ださい。
◦本機の近くで携帯電話や電子レンジ、掃除機などを使
用すると、映像や音声が一時的に乱れることがありま
す。
◦アンテナケーブルの接続がゆるい場合やアンテナケー
ブルのプラグの中にある芯線が折れていたりすると映
像が乱れます。
アンテナケーブルを確認してください。
◦アンテナの向きが変わっていたり、
アンテナが故障して
いる可能性があります。
アンテナを確認してください。

メッセージ表示

ソフトウェアの更新メッセージが表示される。
◦本機を最新の状態に保つために、
デジタル放送または
ネットワークから最新情報をダウンロードして、
ソフト
ウェアを更新する必要があります。
詳しくは
「ソフトウェアの更新について」
（P35に記載）
をご確認ください。

テレビ機能の使い方
取り扱いについて
個人情報について
アフターサービス
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画像が乱れる。

問題と対処（よくあるご質問）
画面／画像

画像が出ない／画面が真っ暗になった
◦接 続している機 器（ 外 付けU S Bハードディスクや
HDMI機器）
が原因の場合があります。接続している機
器を本機から外してみて、症状が発生するかご確認く
ださい。外すと症状が発生しない場合は、接続している
機器のメーカーにお問い合わせください。
◦入力切替が正しいかご確認ください。
HDMI2（汎用・ARC）
に接続した機器の画面を表示さ
せるには、入力切替を
［HDMI2］
へ設定してください。
HDMI3（画面共有）に接続した機器の画面を表示さ
せるには、
入力切替を
［HDMI3］
へ設定し、
ミラーアプリ
「画面共有」
を起動させてください。
◦電源コードがゆるんでいないことを確認してください。

画面が暗い／画面がチラつく
◦モニターのバックライトには寿命があります。寿命は、
使用頻度や使用環境の条件により異なります。交換等
につきましては、弊社サポートセンター、修理等に関す
る問い合わせ窓口へお問い合わせください。

音声

画像は出るが、音が出ない。
◦音量が下がりきっていないか確認してください。
◦リモコンの消音ボタンまたは音量＋ボタンを押してくだ
さい。
◦接 続している機 器（ 外 付けU S Bハードディスクや
HDMI機器）
がある場合、接続ケーブルを一度本機から
抜き、再度つないで改善されるか確認してください。

放送受信

チャンネルスキャンに失敗する。
◦お住まいのアンテナやアンテナケーブルの接続を確認
してください。
アンテナケーブルを分波／分配している
場合は、正しくおこなわれているか確認してください。
◦テレビやレコーダーなどの複数の機器への分配を同時
におこなっている場合は、ブースター（増幅器）が必要
になる場合があります。
◦対応のUHFアンテナが設置されていない場合や、
お住
まいの地域の電波状況が悪い場合はチャンネルスキャ
ンに失敗します。

BS4K/110度CS4Kが受信できない。

◦地上放送の入力を選んでいない可能性があります。
ご
確認ください。

◦BS放送が受信できるか確認してください。

◦映らないチャンネルの受 信レベルをテレビ 設 定メ
ニューから確認してください。60以下のときは、正常に
受信できない場合があります。

◦アンテナケーブルが正しく接続されているか、
ご確認く
ださい。
◦アンテナの設置やブースターの設定が正しいか確認し
てください。
アンテナの設置やブースターの設定につい
て詳しくは、アンテナやブースターに付属の取扱説明
書をご覧ください。

◦引っ越したり、
新しく開始された放送を受信したいとき
は、
放送受信設定をやり直してください。テレビ設定メ
ニューから
［受信設定］
－
［地域設定］
を選び、
お住まい
の地域を設定したあとに、
［受信設定］
－
［チャンネルス
キャン］
を選んでチャンネルスキャンをしてください。

◦衛星アンテナの設置が正しいかご確認ください。衛星
アンテナの設置について詳しくは、衛星アンテナに付属
の取扱説明書をご覧ください。
◦見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか
確認してください。

◦ケーブルテレビ（CATV）
でBS／110度CS放送を受信
している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式
によっては本機で受信できない場合があります。
（本機が対応しているのはパススルー方式のみです）。
詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。

チャンネル切換が遅い。
◦受信した信号を画面上に表示するための処理が必要
なため、チャンネルや入力の切り換えに時間がかかる
場合があります。

番組表が表示されない。
◦放送が受信できているか確認してください。
◦番組表は1日に2回、自動で更新します。はじめて使用
するときや、長時間電源プラグを外していたときは、番
組情報が表示されない場合があります。

接続機器

つないだ機器の画像が表示されない。
◦つないだ機器の電源が入っているか確認してください。
◦接続ケーブルの端子部分がしっかりと接続端子に差し
込まれているか確認してください。
◦入力切替が正しいかご確認ください。
HDMI2（汎用・ARC）
に接続した機器の画面を表示さ
せるには、入力切替を
［HDMI2］
へ設定してください。
HDMI3（画面共有）に接続した機器の画面を表示さ
せるには、
入力切替を
［HDMI3］
へ設定し、
ミラーアプリ
「画面共有」
を起動させてください。

▶ 次のページにつづく

アフターサービス

◦電源プラグを抜き、BS/CS対応アンテナケーブルの芯
線がBS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの
金属部分に触れていないか確認してください。

◦雨や雪などの悪天候の影響で映りが悪くなることがあ
ります。
また、お住まいの地域が晴れていても、送信す
る放送衛星会社の地域で雨や雪が降っていると映りが
悪くなることがあります。

個人情報について

BS/110度CS放送が受信できない。

BS／110度CS放送の画像が乱れる。

取り扱いについて

◦ケーブルテレビ
（CATV）
で地上放送を受信している場
合、
ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本
機で受信できない場合があります。
（本機が対応してい
るのはパススルー方式のみです）
。詳しくはケーブル放
送会社にご確認ください。

◦BS放送が映る場合、受信できていないチャンネルを視
聴するには、BS4K/110度CS4Kの左旋放送に対応し
た衛星アンテナや伝送機器（ブースター、分配器、分波
器、配線用の同軸ケーブルなど）
が必要です。
なお、右旋
放送（NHKや民放キー局のBS4K放送）
は、
このまま視
聴できます。

テレビ機能の使い方

◦電波の送信元付近の地域にお住まいの場合、地上放送
の電波が強く、近隣のチャンネルなどの干渉を受けて、
アンテナレベルが低くなることがあります。
テレビ設定メニューから

「受信設定」－「アッテネータ
設定」
を選び、ONに設定してください。

◦BS放送が映らない場合は、
アンテナケーブルが正しく
接続されているか確認してください。

ミラーアプリの使い方

◦雨や雪などの悪天候の影響で映りが悪くなることがあ
ります。

ご使用前に

地上放送が受信できない。
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ご使用前に

つないだ機器を操作するリモコンの反応が悪い。

予約した番組が録画一覧の画面で見当たらない。

◦中に収納する機器の種類やリモコンの電池残量によっ
ては、
ガラス扉を閉じた状態でリモコン操作をしても、
反応しない可能性があります。
リモコンの反応が悪い
と感じたときは、
リモコン操作時にガラス扉を開けてご
使用ください。

◦予約録画に失敗している可能性があります。予約一覧
で対象番組の予約が失敗していないか確認してくださ
い。詳しくは
「テレビ機能の使い方／メニュー画面／予
約一覧」
（P24に記載）
を参照してください。

ミラーアプリの使い方

リモコン（ミラーリモコン・テレビリモコン）

リモコンで本機を操作できない。

テレビ機能の使い方

◦電池切れの可能性があります。
リモコンの電池を交換
してください。電池の＋／－を正しい向きに合わせて、
－極側から電池を入れてください。
ミ
 ラーリモコンの電池交換方法は、
「電池交換について」
（P16に記載）を、テレビリモコンの電池交換方法は、
「電池交換について」
（P21に記載）
をご確認ください。
◦リモコンのペアリングが解除されている可能性があり
ます。
ミラーリモコンのペアリング方法は「ミラーリモ
コンのペアリング設定と解除」
（P17に記載）
を、
テレビ
リモコンのペアリング方法は
「テレビリモコンのペアリ
ング設定と解除」
（P23に記載）
をご確認ください。

取り扱いについて

◦ミラーアプリ使用時は、
ミラーリモコンを操作してくださ
い。
テレビ機能使用時はテレビリモコンを操作してくだ
さい。

録画

USBハードディスク機器が
使用できない／登録できない。

個人情報について

◦USBハードディスク機器が本機に対応しているかご確
認ください。推奨USBハードディスクは、
「各部の名前
とはたらき／接続端子／USB（録画）」
（P11に記載）
を
ご確認ください。
◦
「USB（録画）」
と書かれた接続端子に、USBハードディ
スク機器がつながれているか確認してください。
◦USBハードディスク機器のUSBケーブルを一度本機か
ら抜き、再度つないで改善されるか確認してください。

アフターサービス
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録画した番組が消えた。
◦録画中に電源プラグや接続ケーブルを抜くと、録画中
の番組は保存されません。
また、正しい手順でプラグや
ケーブルを抜かなかった場合、USBハードディスク機器
に保存されているすべての番組が削除されることがあ
ります。

録画番組がいっぱいになって録画できない。
◦録画番組を削除してください。
テレビのメニュー画面か
ら
［録画再生］
を選び、削除する録画番組を選択してメ
ニュー

ボタンを押してください。操作メニューに

［削除］
がありますので、
選択中の番組を削除してくださ
い。
◦推奨USBハードディスクを使用してください。
推奨USBハードディスクは、
「各部の名前とはたらき／
接続端子／USB（録画）」
（P11に記載）
をご確認くださ
い。
インターネット

インターネットに接続できない。
◦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。
◦本機と無線LANルーターの設置場所を確認してくださ
い。電波状況の影響を受けている可能性があります。
▶他の無線機器や電子レンジ、
蛍光灯から離してくださ
い。
▶無線LANルーターと本機の間に床や壁がない状態
にしてください。
▶前述の対処をおこなっても正常に動作しない場合は
有線LAN接続をおすすめします。
◦ルーター（ブロードバンドルーター）
でプロバイダーの
設定（PPPoE）がされている確認してください。ルー
ターでの設定方法については、
ルーターの取扱説明書
やホームページをご覧いただくか、
メーカーへお問い
合わせください。プロバイダーへ接続するための情報
（アカウント名や、パスワードなど）が不明な場合は、
プロバイダーにお問い合わせください。
◦ルーター機能が「切」になっていないか確認してくださ
い。
ルーター本体の「ルーター機能スイッチ」が「切」に
なっている場合は、
「入」
にして改善するかご確認くださ
い。
◦セキュリティーキー（WPAキー）
を手動で入力されてい
る場合は、入力した内容が誤っている可能性がありま
す。再度入力しなおしてください。

接続したい無線LANルーターのSSIDが表示
されない。
◦無線LANルーターの電源を入れ直してください。
◦ネットワーク設定は手動でもおこなうことができます。

本機の周辺が熱い。
◦長時間使用したときなどに、本機の正面や背面、上部、
底部が熱くなり、手で触れると熱く感じることもありま
すが異常ではありません。

◦破損している可能性があります。
弊社サポートセンター、修理等に関する問い合わせ窓
口へお問い合わせください。

提供地域（エリア）
については、下記ホームページで
ご確認ください。
http://www.catv-jcta.jp/

放送局お問い合わせ先
◦NHK
受信機設置のご連絡とメッセージ消去
電話：0120-933-933
http://nhk.jp/cas
◦WOWOW
電話：0120-580-807
http://www.wowow.co.jp/
◦スター・チャンネルカスタマーセンター
電話：0570-013-111または044-540-0809
https://www.star-ch.jp/
◦スカパー! カスタマーセンター（総合窓口）
電話番号：0120-039-888
受付時間：10:00 ～ 20:00＜年中無休＞
https://www.skyperfectv.co.jp/

取り扱いについて

ハンドルを触るとカタカタ異音がする。
モニターを縦向きの状態で保持できない。
モニターを回転させた時に異音がする。

（社）
日本ケーブルテレビ連盟
電話：03-6228-6639

テレビ機能の使い方

その他

◦ケーブルテレビ放送会社にご相談ください。
ケーブルテレビ放送会社の連絡先がわからないとき
は、下記までお問い合わせください。

ミラーアプリの使い方

◦有線の場合は、LANケーブルの接続を確認してくださ
い。無線の場合はテレビの電源プラグを抜き、
しばらく
時間をおいてから再度つなぎ、本体の電源ボタンで電
源を入れてください。

ケーブルテレビをご利用の場合
ご使用前に

◦SSIDを手動で入力されている場合は、入力した内容が
誤っている可能性があります。再度入力してみてくださ
い。
セキュリティーキー、

SSIDがわからない場合はルー
ターの取扱説明書やホームページをご覧いただくか、
メーカーへお問い合わせください。

◦
（社）放送サービス高度化推進協会（A-PAB）
新4K8K衛星放送コールセンター
電話：0570-048-001
http://www.apab.or.jp/

個人情報について

ACAS番号について
◦ACAS番号とは、受信機ごとに割り振られた20桁の番
号です。NHKの受信機設置メッセージの消去や有料放
送を視聴する際に必要です。ACAS番号を確認するに
は、
テレビ設定メニューの
［情報］ー［ACAS番号］
で確
認してください。

アフターサービス

ACAS番号をご確認のうえ、記入してください。
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保証とアフターサービス
本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。
保証書について
ご使用前に
ミラーアプリの使い方
テレビ機能の使い方
取り扱いについて
個人情報について
アフターサービス
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◦保証については、会員サービスとなっております。別紙
「会員サービス規約」をよくお読みの上、
ユーザー登録
を必ずおこなってください。
◦ユーザー登録には、
オーナーズカードが必要となります。
◦この製品は日本国内専用ですので、
日本国外でご使用に
なられた場合は、会員サービスを受けることができませ
ん。
◦保証期間は、
ご契約日より5年間です。
◦本機のメモリーに保存されたデータは、保証の対象外
です。
◦一般家庭以外
（業務用）
でご使用の場合は、
保証期間中
でも有償修理とさせていただきます。

器（“メモリースティック”、
デジタルレコーディングハード
ディスクドライブなど）に記録できなかった場合や、外部
メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損
または消去された場合など、いかなる場合においてもコ
ンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害につ
いて、弊社は一切責任を負いかねます。
あらかじめご了承
ください。

保証期間経過後の修理はお買い上げの販売店
にご相談ください
修理によって機能が維持できる場合は、
ご要望により有
料で修理させていただきます。

部品の保有期間について
アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
「故障かな？と思ったら」
の項を参考にして、故障かどうか
をお調べください。

それでも調子が悪いときは
弊社サポートセンターへ
◦弊社サポートセンター、修理等に関するお問い合わせ
窓口へお問い合わせください。

弊社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持す
るために必要な部品）
を、製造打ち切り後8年間保有して
います。
ただし、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて
製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください
（1）
お名前・ご住所・お電話番号
（2）
オーナーズカード  
    （ユーザーID）

◦BS、110度CS並びにBS4K・110度CS4Kの放送局と
の受信契約や番組に関しては、
ご覧になりたい放送局
のカスタマーセンターや衛星サービス会社にお問い合
わせください。
◦デジタル放送全般については（社）放送サービス高度
化推進協会（A-PAB）
のホームページをご覧ください。
http://www.apab.or.jp/

部品の交換について

（3）
販売名：AIイナダミラー IM-055とお伝えください。
（4）
製 造番号：モニター背面上部に貼っている社銘板を
ご確認ください。
社銘板

製造年

販売名

製造番号

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用す
る場合があります。
その際、交換した部品は回収させてい
ただきます。

保証期間中の修理は
修理の際は、
オーナーズカードをご提示ください。保証期
間中でも有償になることがありますので、会員サービス
規約をよくお読みください。
何らかの原因でコンテンツが外部メディアや外部記録機

（5）故障の状態 ： できるだけ詳しくお伝えください。
（6）購入年月日（または設置日）

家電リサイクル法
廃棄時のご注意（家電リサイクル法）
ご使用前に

家電リサイクル法では、
お客様がご使用済みのテレビ
（ブラウン管方式、
液晶式、
プラズマ式）
を廃棄さ
れる場合は、収集 ・ 運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）
をお支払いただき対象品を販売店
や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
また、市町村ごとで方法が異なりますので、市町
村のホームページ等でご確認ください。

ミラーアプリの使い方
テレビ機能の使い方
取り扱いについて
個人情報について
アフターサービス
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仕

様

システム

ご使用前に

◦受信方式
地上放送方式、BS放送方式、110度CS放送方式
BS4K放送方式、110度CS4K放送方式

ミラーアプリの使い方

◦受信チャンネル
地上放送
VHF:1 ～ 12、UHF:13 ～ 62
BS/110度CS放送
1032 MHz ～ 2071 MHz
BS4K/110度CS4K放送
1032 MHz ～ 3224 MHz
◦パネルシステム
液晶パネル
◦使用スピーカー
フルレンジ

テレビ機能の使い方

◦音声出力
（実用最大出力）
8W+8W
◦無線技術
プロトコル IEEE802.11ac/a/b/g/n
Bluetooth Version 4.0

入出力端子
取り扱いについて
個人情報について
アフターサービス
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◦アンテナ端子
地上 75Ω F型コネクター
BS/110度CS IF 75Ω F型コネクター
（コンバーター用電源出力、

DC15V、最大4W、芯線側
＋、
メニューにてオート／入／切を切り換え）
◦HDMI1～2入力端子（4K対応、HDCP2.2対応）
映像：480p、720p
（30、60 Hz）、
720/24p、1080i
（60Hz）、1080p（30、
60、
120Hz）、
1080/24p、
3840×2160p
（60Hz）
、
3840×2160p
（24、30 Hz）
◦音声：
5.1チャンネル リニアPCM
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
16/20/24ビット、
ドルビーデジタル、
ドルビーデジタル
プラス、MPEG2 AAC（デジタル放送）
◦Audio Return Channel
（ARC）対応
（HDMI 2入力のみ）
◦ARCモードのとき
2チャンネル リニアPCM（48kHz 16ビット）、
ドル
ビーデジタル、
ドルビーデジタルプラス、DTS

◦LAN（10/100）
端子
10BASE-T/100BASE-TXコネクター（ネットワーク
の使用環境により、接続速度に差が生じることがあり
ます。本機は10BASE-T/100BASE-TXの通信速度
や通信品質を保証するものではありません。）
◦USB端子
USB 3.0対応（録画用接続端子）
USB 2.0対応（汎用）

電源部、その他
◦動作温度
0℃ ～ 40℃
◦動作湿度
10%～80%（結露なきこと）
◦消費電力
150W
◦消費電力
（リモコン待機時）
約4W（データ取得時、
ネットワーク接続時を除く）
◦年間消費電力量
211kwh／年
◦受信機型サイズ
55V
◦パネル解像度
3840×2160
（画素：水平×垂直）
◦有効画面サイズ※1
（幅・高さ・対角）
121.0 ・ 68.0 ・ 138.8 cm
◦視野角
（左右／上下）
178/178度（JEITA規格準拠コントラスト比10:1）
◦最大外形寸法※1
（幅×高さ×奥行き）
縦向き ： 84×172×45cm
横向き ： 125×147×45cm
◦質量※1
約57kg（スタンド含む）
◦電源
AC 100 V、50/60 Hz
◦定格出力
USB（汎用）
DC5 V、500 mA MAX
USB（録画用接続端子）
DC5 V、900 mA MAX
※1 有
 効画面サイズおよび最大外形寸法と質量は、
お
およその値です。

商標、ライセンス

ご使用前に

◦Xitは日本国において株式会社ピクセラの登録申請中、
または登録商標です。
◦D olby、
ドルビー、Dolby Audio及びダブルD記号は
ドルビーラボラトリーズの商標です。
ドルビーラボラト
リーズからの実施権に基づき製造されています。

ミラーアプリの使い方

◦H D M I 、H D M I ロゴ および 、H i g h - D e f i n i t i o n
M u l t i m e d i a I n t e r f a c eは、H D M I L i c e n s i n g
Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
◦Bluetooth® は、英国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標
です。
◦Android、Android TV、YouTubeおよびPlayストア、
Google Play、GoogleアシスタントはGoogle LLC の
商標または登録商標です。
◦Netflixロゴは、Netflix, Inc.の商標です。

テレビ機能の使い方

◦その他、記載されている各種名称、会社名、商品名など
は各社の商標もしくは登録商標です。

取り扱いについて
個人情報について
アフターサービス
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お客様相談窓口のご案内

0120-129-011

◦製品に関するお問い合わせ窓口

0120-772-294

◦修理等に関するお問い合わせ窓口

0120-907-534

◦AIイナダミラーサポートセンター
  （ルピナスサポートセンター）

lupinus-support@family-inada.com

受付：土・日・祝を除く平日

9：00 ～17：00

●ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です
ご 購 入 年 月 日
ご

購

入

店

年

月

日

名

本社：大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1-3
製造販売元：ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地（大山工場）
※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがあります。
（画面のデザインを含む）
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